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　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。
　本年度も学生が活躍しました。高専体育大
会では，卓球部が団体2位，男子シングルス
1・2位，男子ダブルス2位，剣道部は団体ベスト
8と健闘しました。漕艇部は2年連続で優勝し
ました。高等学校体育連盟の大会では，卓球，
剣道，バドミントン，陸上，ソフトテニス，バスケット
ボールの部が地区大会を突破し，県大会に出
場しました。野球部は3回戦まで勝ち残り，卓
球部と水泳部は県大会を勝ち上がり中国地
区大会にも出場しました。　
　国税庁の「税に関する作文」に応募し表
彰され，タカハ機工（株）のポスターコンテストで
美大生が参加するなか高専生で唯一入賞，
地方銀行が主催する高校生イラストコンテスト
（約300名参加）では優秀賞を受賞しイラスト
がポケットティッシュのラベルに採用されるな
ど，文化・芸術面でも健闘しました。
　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。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
すことは簡単ではありません。そのため，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には，
「PBL（課題解決を通して学ぶ）」，「e-ラーニ
ング（ICTを活用して学ぶ）」，「ピアラーニング
（学生が相互に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）課題を組み入れた授業や実験・実習の
取組，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。海技国家試
験講座の成果として，同上級試験（1・2級）の
合格者数が増加しています。公務員講座も
今年度から実施しており，今後の成果が期待
できます。海外大学との学生・教員の交流に
加え，一般科目・専門科目を問わず，英語によ
る授業も推進しています。
　以上述べましたように，本校では日本の未来
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。保護者各位には本校教育への深い
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。

流通情報工学科　田上　敦士

１．大学COC事業概要
　現在の日本は少子高齢化，産業の成熟化
などさまざまな課題に直面しています。とりわ
け離島社会ではより鮮明にその問題が表面
化しています。本校は大学COC事業（以下
「COC事業」といいます）により，これらの問
題への解決策を模索しており，本年度は
COC事業への取り組みの３年目となります。
　COC事業の目的は，離島社会がかかえる
課題解決を目指して本校の教育研究活動を
通じ，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図ります。従来，学校教
育は教室・研究室の中で完結させていること
から，学生にとって社会との交流を通した体
験は貴重であり，また教職員にとっても研究成
果を現場で適用する実践の場となるため，
COC事業による新しい教育研究環境提供が
できます。
　COC事業では，離島社会の課題を次の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
　教育活動は地域志向科目を実施して，講義・
実験・実習・演習によりその解決手法を学び，卒
業研究・特別研究では課題解決に実践を踏ま

えた学修をすることにより，社会で活躍できる人
材を育成します。
　学生が離島社会の実情を知ることは，学生に
とっては教科書や実験室では得難い総合的で
実践的な学習となり，離島や地域社会の課題
について多面的な分析力や課題解決能力の
向上に結びつきます。また，住民との連携した研
究グループや成果報告会を通じて地域課題解
決に向けた具体的な政策提言や技術開発など
にも接続していきます。

３．人材育成
　学生自身の人間性の涵養の一環として，
COC事業では地域の方々との交流により新し
い人材育成を行っています。コミュニケーション
能力を養い，他者を理解する良い機会を得て人
材の育成が行なわれます。その結果，学生の地
域活動により，住民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良い関係を
築きつつあり，地域の方々にとっては，あまり接す
る機会が少ない若者（学生）と交流することによ
りパワーを得ておられるようです。学生が参加す
ること自体に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。学生と住民との
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年間の取り組
みです。本年度で３年目が終了します。これから
も教職員・学生が一丸となり，様々な人材育成
事業に取り組んでまいります。12分野にわたる
教育・研究活動と連携した地域社会活動の取
り組みの主な事例を以下に紹介します。
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●シンポジウム（7.24）

　「離島社会の創生・振興に向けて－地域の
宝－」と題してシンポジウムを開催しました。離
島振興の旗頭として著名な島根県海士町の
山内町長をお招きして，基調講演をしていただ
きました。また，ホール前で，地元の商業団体
（FFアイランド大崎会）の協力により，流通情
報工学科の学生が販売を補助した物産販売
を行いました。

●障がい者との交流（7.11,11.14）
＜障がい者との日帰りバス旅行＞

　障がい者との交流・見守り体験を目的に日
帰りで宮島へバス旅行に行きました。

＜大崎上島ぶらり旅＞
　大崎上島町内の障がい者と学生で島内を
散策しました。また，昼食後は参加者全員で
ゲーム，ビニールハウスでそら豆の種まき体験を
行いました。

●野賀の海岸清掃（6.13）
　学生達が地
域貢献に取り
組む海友会は
野 賀 海 岸 清
掃を年4回実
施しています。
　6月1 3日の
海岸清掃には
海 友 会 の 学
生を中心とし
た19名が地域
住民と一緒に
清掃活動に参加しました。清掃活動で収集し
たゴミの分別・計量して，漂着ゴミの種類による
傾向を定期的に観察しています。

●木江十七夜祭（8.1）

　地域の伝統行事である木江十七夜祭櫂伝
馬競走一般の部にカッター部の有志19名が
参加しました。校友会大崎支部（OB会）から
寄贈されたユニフォーム姿で競走に臨み，一般
の部で見事に初出場・初優勝しました。

●特別養護老人ホーム
　みはま祭り（6.6）

　「みはま祭り」にボランティア学生10名が参
加しました。学生は，ホーム内の移動の介助や
ゲーム進行の補助，昼食の配膳支援，ステージ
でのアトラクションの手伝いを行いました。

●御串山神社秋季大祭（9.19）

　地域（明石地区）での伝統行事である御串
山神社秋季大祭に学生4名が参加しました。
　この祭では神輿を担ぎ，「ヨイヨイヨイヤサ」と
威勢の良い掛け声を上げながら神輿担ぎを手
伝いました。

●船舶と港湾施設のマッチングシステム
　の検証実験を実施（8.4）

　大規模災害時における初動対応を目的とし
て，ソフト開発を行っている本校学生を中心に
「島嶼地域における船舶を活用した大規模災
害時の対応について」の研究の一環として，
大崎上島町役場会議室において関係者と社
会実験を行いました。役場職員からは実用化
に向けての提案等もあり，災害時に利用可能
なソフトの完成を目指しています。

●アイランダーへの出展（11.21,22）

　アイランダーは日本の全離島が出展する祭
典です。昨年に引き続き離島に位置する教育
機関として唯一ブースを出展し，専攻科生によ
るプレゼンテーションを行いました。

●エネルギー討論会（12.12）

　日本原子力学会シニアネットワーク協力のも
と，本校でエネルギー討論会を実施しました。
　基調講演（元日本原子力研究所理事長齋
藤氏）の後，テーマごとに討論会を行いました。
学生や地元の方からも多くの意見が出され，活
発な討論となりました。

取り組み事業の紹介
大学COC事業大学COC事業
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　11月11日（水）から14日（土）にかけて韓国の南
ソウル大学校と中国地方の高専が合同にて開催
したInternational Student Conference 2015 in 

Koreaに参加しまし
た。本会は，高専生と
現 地の大 学 生との
情報交換や文化交
流などを目的とし，各
学生の研究テーマに
ついて口頭発表，質
疑 応 答を行 いまし

た。また，13日（金）にテクニカルツアーが行われ
Samsung Innovation Museumを訪問しました。
訪問先では，先端技術と電子工学に対する理
解と知識を深める貴重な経験をしました。
　12日（木）の研究発表会では“A study on the 

power supply from ships using the buoy at 
the time of large-scale disasters”の題目で，島
嶼部のような災害時に孤立しやすい地域での
減災方法として，船舶の発電機から陸上に電
気を供給するシステムについて発表しました。
そこで，Best Presentation Award（third place）
を受賞しました。

Best Presentation Award賞
海事システム工学専攻2年　江種 大宗

　11月1日（日）に，広島市立大学において，ス
マホ等の携帯端末を使ったアイデアを競う学
生ケータイあわ～ど（電子情報通信学会中国

支 部 学 生 会 主 催 ）
の最 終 審 査が行わ
れました。ケータイア
イデア部門において，
「Picture Book in 
Osaki Kamijima」
が学 生 会 賞を受 賞
しました。

　本コンテストのテーマは「 地 域ならではの
携帯端末を利用したサービスやモバイルデバイ
ス」で，テーマに沿って開発したアプリや，アプリ
のアイデアを競うものです。
　考案した「Picture Book in Osaki Kamijima」

は，大崎上島を題材にした地域を活性化させ
るためのスマホ用アプリで，地域に存在する植
物を撮影すると，どのような植物かを解説してく
れるもので，これにより地域に興味を持ってもら
うことを目的としています。最終審査では，ポス
ターを使いアイデアについてプレゼンテーション
しました。

学生ケータイあわ～ど2015 学生会賞賞
産業システム工学専攻2年　枦川 祥大・祝部 敦至

全国商船高等専門学校
漕艇大会 ―漕艇部―

　僕たち漕艇部は，「優勝旗をどこへも渡さな
い！」という一心で，漕ぎだけでなく，漕ぐために
不可欠な走り込みや筋トレなどの厳しい練習
に毎日励んできました。
　漕艇部の試合（大会）は，他の部活に比べ
て少なく，年に3回程度ですが，中でも，全国商
船高等専門学校漕艇大会は，全国の5つの
商船学校が集結し，白熱した試合が繰広げら
れます。本年度は，7月19日（日）に本校で開
催されました。

　本校は，昨年度，全国大会を7連覇していた
鳥羽商船高等専門学校から8年ぶりに優勝
旗を奪還することができました。
　そのため，他高専の優勝を目指す強い意気
込みが怖いほど伝わってきました。いつも練習
している海での試合ですし，いつもどおりにチー
ムの力を発揮できればよい成績が修められる
自信はありましたが，追われる立場となった僕
たちは，強いプレッシャーのかかった全国大会
になりました。
　試合当日は，これまで練習して身につけた実
力を出し切ることができ，見事にAチームは優
勝，Bチームは，クルーのほとんどが1年生にもか
かわらず，3位入賞という素晴らしい成績を修
めることができました。
　プレッシャーに押しつぶされそうになって挑
んだ試合だったので，1位でゴールに飛び込ん
だ瞬間は，嬉しくて思わず「やった！」と叫びまし

た。そして，2連覇できたチームメンバーのことが
とても誇らしく思え，お互いを讃え合いました。
　また，10月17日（土）に開催された瀬戸内
3商船新人戦では，惜しくも2位の結果となって
しまいましたが，この悔しさをバネにして，来年の
全国大会優勝に向けて，今以上に漕ぎに自信
を持つことができるように，一層努力していきた
いと思います。
　これからも主将として，みんなを引っ張って
いくので，来年の活躍もぜひ期待していてくだ
さい。今後とも応援よろしくお願いいたします。

（M3　主将　大山 泰知）

大会記録
―――――――――――――――――――――

1位　広島商船　8分47秒76
2位　大島商船　8分50秒09
3位　弓削商船　8分50秒62

―――――――――――――――――――――

優勝
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　現在卓球部は，部員54人（男子37人，女子
17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，40の大会に参加しました。内
訳は高体連関係の大会13回，日学連関係の
大会6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13回です。
今回は，その中から5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22日（土）・23日（日）
に，那覇市民体育館で開催されました。男子
団体，男子ダブルス1組（M5渡辺大智・D4中
村亮也組），男子シングルス2名（M5渡辺大
智，D4中村亮也），女子ダブルス1組（D3中村
紗瑛・D3檜山日和組），女子シングルス1名
（D3藤井未来）が出場しました。また，本年度
は初の女子地区対抗戦も行われ，広島商船と
米子高専で合同チームを作り出場しました。結
果は男子団体準優勝，男子ダブルスで渡辺・
中村組が準優勝，男子シングルスで渡辺君が
優勝，中村君が準優勝，女子ダブルスで中村・
檜山組が3位，女子シングルスで藤井さんが3
位，女子地区対抗は準優勝でした。出場全種
目で上位入賞することができました。なお，男子
団体戦は3連覇の後，2年連続の準優勝と悔
しい思いをしています。また，決勝はこの5年間
全て福島高専と戦っています。来年度も激戦
の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。

（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（全日本大学総合卓
球選手権大会・団体の部）に出場できます。本

校は日学連に登録して4年目になりますが，こ
の春の大会（5月21日（木）-24日（日），松江市
総合体育館）で念願の1部出場を果たすこと
ができました。結果は残念ながら4位でした。秋
の大会（8月25日（火）-28日（金），東広島運
動公園）は，岡山大学，岡山商科大学，広島大
学，広島修道大学に次いで5位でしたが，何と
か1部残留を決めました。来春こそは，インカレを
目指して頑張ります。個人戦では，中国地区の
予選を勝ち抜き，M5渡辺大智君，C4塩崎将
隆君，D4中村亮也君が，全日本大学総合卓球
選手権大会・個人の部（10月22日（木）-25日
（日），京都市体育館）に出場しました。

（ 3）高体連の県大会（団体戦）：6月6日
（土）・7日（日）に，総合体育大会が三次カル
チャーセンターで開催され，男子は残念ながら
予選リーグ敗退でしたが，女子は4位に入り中
国大会（6月19日（金）-21日（日），桃太郎ア
リーナ）に出場しました。11月7日（土）・8日
（日）に，新人大会が呉市体育館で開催され，
男子5位，女子4位と健闘しました。12月13日
（日）に，全国選抜の県予選大会が福山市体
育館で開催され，男子5位，女子5位と健闘し
ました。来年度も男女で上位入賞目指して頑
張ります。

（4）全日本選手権大会ジュニアの部広島県
予選：9月6日（日）に南区スポーツセンターで
行われ，D1飯田慎吾君が5位に入賞しました。
本結果を受けて，飯田君は広島県のジュニア
強化選手として海外遠征（12月23日（水）-27
日（日），中国・上海体育学院）に参加すること
になりました。

出場大会紹介 ―卓球部―賞

全国高専大会：団体決勝整列（対福島高専）

全国高専大会：女子表彰

全国高専大会：団体決勝前の円陣

全国高専大会：参加者全員にて

（5）大阪オープン及び東京オープン：大阪
オープンの県予選が11月21日（土）に県立体
育館剣道場で行われ，M5渡辺大智君，D3藤
井未来さん，D1飯田慎吾君，D1山村杏奈さん
が予選を通過しました。平成28年2月12日
（金）-14日（日）に大阪府立体育館で開催さ
れる本大会に出場します。また，東京オープン
の県予選が12月19日（土）に安芸区スポーツ
センターで行われ，C4竹内宏煕君が予選を通
過しました。平成28年3月16日（水）-2 0日

（日）に東京体育館で開催される本大会に出
場します。

　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，現在の活動を続けています。本当にあり
がたいことです。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。
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　現在卓球部は，部員54人（男子37人，女子
17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，40の大会に参加しました。内
訳は高体連関係の大会13回，日学連関係の
大会6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13回です。
今回は，その中から5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22日（土）・23日（日）
に，那覇市民体育館で開催されました。男子
団体，男子ダブルス1組（M5渡辺大智・D4中
村亮也組），男子シングルス2名（M5渡辺大
智，D4中村亮也），女子ダブルス1組（D3中村
紗瑛・D3檜山日和組），女子シングルス1名
（D3藤井未来）が出場しました。また，本年度
は初の女子地区対抗戦も行われ，広島商船と
米子高専で合同チームを作り出場しました。結
果は男子団体準優勝，男子ダブルスで渡辺・
中村組が準優勝，男子シングルスで渡辺君が
優勝，中村君が準優勝，女子ダブルスで中村・
檜山組が3位，女子シングルスで藤井さんが3
位，女子地区対抗は準優勝でした。出場全種
目で上位入賞することができました。なお，男子
団体戦は3連覇の後，2年連続の準優勝と悔
しい思いをしています。また，決勝はこの5年間
全て福島高専と戦っています。来年度も激戦
の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。

（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（全日本大学総合卓
球選手権大会・団体の部）に出場できます。本

校は日学連に登録して4年目になりますが，こ
の春の大会（5月21日（木）-24日（日），松江市
総合体育館）で念願の1部出場を果たすこと
ができました。結果は残念ながら4位でした。秋
の大会（8月25日（火）-28日（金），東広島運
動公園）は，岡山大学，岡山商科大学，広島大
学，広島修道大学に次いで5位でしたが，何と
か1部残留を決めました。来春こそは，インカレを
目指して頑張ります。個人戦では，中国地区の
予選を勝ち抜き，M5渡辺大智君，C4塩崎将
隆君，D4中村亮也君が，全日本大学総合卓球
選手権大会・個人の部（10月22日（木）-25日
（日），京都市体育館）に出場しました。

（ 3）高体連の県大会（団体戦）：6月6日
（土）・7日（日）に，総合体育大会が三次カル
チャーセンターで開催され，男子は残念ながら
予選リーグ敗退でしたが，女子は4位に入り中
国大会（6月19日（金）-21日（日），桃太郎ア
リーナ）に出場しました。11月7日（土）・8日
（日）に，新人大会が呉市体育館で開催され，
男子5位，女子4位と健闘しました。12月13日
（日）に，全国選抜の県予選大会が福山市体
育館で開催され，男子5位，女子5位と健闘し
ました。来年度も男女で上位入賞目指して頑
張ります。

（4）全日本選手権大会ジュニアの部広島県
予選：9月6日（日）に南区スポーツセンターで
行われ，D1飯田慎吾君が5位に入賞しました。
本結果を受けて，飯田君は広島県のジュニア
強化選手として海外遠征（12月23日（水）-27
日（日），中国・上海体育学院）に参加すること
になりました。

出場大会紹介 ―卓球部―賞

全国高専大会：団体決勝整列（対福島高専）

全国高専大会：女子表彰

全国高専大会：団体決勝前の円陣

全国高専大会：参加者全員にて

（5）大阪オープン及び東京オープン：大阪
オープンの県予選が11月21日（土）に県立体
育館剣道場で行われ，M5渡辺大智君，D3藤
井未来さん，D1飯田慎吾君，D1山村杏奈さん
が予選を通過しました。平成28年2月12日
（金）-14日（日）に大阪府立体育館で開催さ
れる本大会に出場します。また，東京オープン
の県予選が12月19日（土）に安芸区スポーツ
センターで行われ，C4竹内宏煕君が予選を通
過しました。平成28年3月16日（水）-2 0日

（日）に東京体育館で開催される本大会に出
場します。

　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，現在の活動を続けています。本当にあり
がたいことです。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。



　硬式野球部は平成9年に高野連（高校野
球連盟）に加盟して，今年で18年が経過しまし
た。その間，人数不足で大会を欠場すること無
く，これまで活動を続けてきています。
　広島商船の野球部は，高野連チームと高専
チームがあります。
　高野連チームは，いわゆる甲子園を目指す
普通の高校野球と同様の活動をしています。
昨年度チームは，年間80弱の試合を行い，夏
の選手権大会では5年ぶりに初戦を突破し
（右記事参照），3回戦進出をはたしました。
　現在，3年生が引退し新チームになり，少人
数のチームとなりましたが，尾三地区予選を勝
ち上がり，県大会出場をはたしました。
　野球部員の多くが寮生のため，長期休業の
際に自宅から通学しながらのクラブ活動が不
可能なため，高野連チームは春休みと夏休み
に合宿を行い練習に励んでいます。
　部員数の多い野球学校においては，一つの
ポジションを複数人が競い合っていますが，本
校の野球部では一人最低二つ以上のポジ
ションをこなせるようになってもらう必要がありま
す。「みんな野球が好き」，「同じユニホームを
着ている」，という事実を常に意識し，保護者会
の協力を得ながら，一所懸命大好きな野球で
汗をかかせてもらっています。
　高専チームは，6月にある弓削戦と夏の高専
大会など試合数は少ないですが，学生自身で
協力しながら，学生野球を楽しんでいます。
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クラブの活躍状況

硬式野球部

（中国新聞社提供：『中国新聞』27.7.12 朝刊 32面）

　旧態依然としていた部の雰囲気・体質を再
考して，今年で5年が経とうとしています。昨年
度までに高専大会では，個人の部で全国大会
へ3名出場，高体連では，昨年度，個人の部で
中国大会に2名出場しました。尾三地区では，
団体戦では負け知らず。そして，いよいよ今年
度，以下のように，近年稀に見る成果を上げる
ことができました。
•高体連中国大会県予選　男子団体5位入賞
•中国地区高専大会男子団体2位入賞
　（3年連続）→悲願の全国高専大会出場
　男子個人3位入賞→全国高専大会出場
•全国高専大会　男子団体ベスト8　

　この5年間，特に気を付けてきたのは，以下
の点です。
①スケジュール表の作成・・・学生が自分の置
かれている状況を把握し，少しでも集中してクラ
ブ活動に取り組めるように，スケジュール表を作
成した。ただし，休日やレクリエーションもしっかり
と確保し，学生のメンタル面にも気遣っている。
②コミュニケーションの意識化・・・学生同士が
コミュニケーションをとりながら，当該練習の方
法や効果を理解し，集中して取り組めるような
雰囲気作りを目指した。また，4,5年生には，指
導者・監督者としての自覚をも持たせた。

　→高専特有の5年制を利用したクラブ活動
③試合・練習試合の増加・・・学生のクラブ活
動に対するモチベーションを維持するために，最
低，毎月1回は試合もしくは練習試合を組んだ。
高体連に属している1～3年生は安定した試合
数を確保できるが，4,5年生は試合数が少ない
ので，彼らのためにも地域の試合や，他高専や
他大学との練習試合に積極的に参加した。
※主な練習試合の訪問先・・・松江高専，新居浜高専，徳
山高専，大島商船，弓削商船，愛媛大学，神戸・全国高
専錬成大会，修道高校，明王台高校等

　新年を迎え，剣道部は寒稽古に突入します。
そして全国高専大会優勝の常連校である高
知高専にも乗り込みます（他に2大会に参
加）。部員一同，現状に甘んじることなく，常に
挑戦する気持ちを忘れず，全国高専大会優勝
を目指して頑張っています。キャプテンの榎学
生（D4）を中心に非常によくまとまっているチー
ムなので，それも夢ではないと信じています。

クラブの活躍状況

剣 道 部



　硬式野球部は平成9年に高野連（高校野
球連盟）に加盟して，今年で18年が経過しまし
た。その間，人数不足で大会を欠場すること無
く，これまで活動を続けてきています。
　広島商船の野球部は，高野連チームと高専
チームがあります。
　高野連チームは，いわゆる甲子園を目指す
普通の高校野球と同様の活動をしています。
昨年度チームは，年間80弱の試合を行い，夏
の選手権大会では5年ぶりに初戦を突破し
（右記事参照），3回戦進出をはたしました。
　現在，3年生が引退し新チームになり，少人
数のチームとなりましたが，尾三地区予選を勝
ち上がり，県大会出場をはたしました。
　野球部員の多くが寮生のため，長期休業の
際に自宅から通学しながらのクラブ活動が不
可能なため，高野連チームは春休みと夏休み
に合宿を行い練習に励んでいます。
　部員数の多い野球学校においては，一つの
ポジションを複数人が競い合っていますが，本
校の野球部では一人最低二つ以上のポジ
ションをこなせるようになってもらう必要がありま
す。「みんな野球が好き」，「同じユニホームを
着ている」，という事実を常に意識し，保護者会
の協力を得ながら，一所懸命大好きな野球で
汗をかかせてもらっています。
　高専チームは，6月にある弓削戦と夏の高専
大会など試合数は少ないですが，学生自身で
協力しながら，学生野球を楽しんでいます。
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クラブの活躍状況

硬式野球部

（中国新聞社提供：『中国新聞』27.7.12 朝刊 32面）

　旧態依然としていた部の雰囲気・体質を再
考して，今年で5年が経とうとしています。昨年
度までに高専大会では，個人の部で全国大会
へ3名出場，高体連では，昨年度，個人の部で
中国大会に2名出場しました。尾三地区では，
団体戦では負け知らず。そして，いよいよ今年
度，以下のように，近年稀に見る成果を上げる
ことができました。
•高体連中国大会県予選　男子団体5位入賞
•中国地区高専大会男子団体2位入賞
　（3年連続）→悲願の全国高専大会出場
　男子個人3位入賞→全国高専大会出場
•全国高専大会　男子団体ベスト8　

　この5年間，特に気を付けてきたのは，以下
の点です。
①スケジュール表の作成・・・学生が自分の置
かれている状況を把握し，少しでも集中してクラ
ブ活動に取り組めるように，スケジュール表を作
成した。ただし，休日やレクリエーションもしっかり
と確保し，学生のメンタル面にも気遣っている。
②コミュニケーションの意識化・・・学生同士が
コミュニケーションをとりながら，当該練習の方
法や効果を理解し，集中して取り組めるような
雰囲気作りを目指した。また，4,5年生には，指
導者・監督者としての自覚をも持たせた。

　→高専特有の5年制を利用したクラブ活動
③試合・練習試合の増加・・・学生のクラブ活
動に対するモチベーションを維持するために，最
低，毎月1回は試合もしくは練習試合を組んだ。
高体連に属している1～3年生は安定した試合
数を確保できるが，4,5年生は試合数が少ない
ので，彼らのためにも地域の試合や，他高専や
他大学との練習試合に積極的に参加した。
※主な練習試合の訪問先・・・松江高専，新居浜高専，徳
山高専，大島商船，弓削商船，愛媛大学，神戸・全国高
専錬成大会，修道高校，明王台高校等

　新年を迎え，剣道部は寒稽古に突入します。
そして全国高専大会優勝の常連校である高
知高専にも乗り込みます（他に2大会に参
加）。部員一同，現状に甘んじることなく，常に
挑戦する気持ちを忘れず，全国高専大会優勝
を目指して頑張っています。キャプテンの榎学
生（D4）を中心に非常によくまとまっているチー
ムなので，それも夢ではないと信じています。

クラブの活躍状況

剣 道 部



　陸上部は，日曜日を除いて週6日間練習をし
ています。練習内容は，全員でウォーミングアッ
プや基礎練習を行った後に，短距離，中・長距
離，跳躍，投てき，競歩の5つのブロックに分か
れ，それぞれの能力や適 性に応じて練 習を
行っています。
　現在，男子部員17名，女子部員2名，総勢
19名で活動しており，ある程度の実績や経験
を積んでいる者だけでなく，本校に入学して初
めて陸上競技を始めた初心者も多く所属して
います。また顧問教員は，陸上競技に精通した
方々が多く，動作の基本をはじめ，技術的な面
などでも様々な指導ができ，部員の競技力向
上のためのサポート体制も充実しています。
　陸上部の創部は記録が残っている限りで
は，高等専門学校となった40年以上前からす
でに存在していたようです。現在は，部員個々
の競技力向上を目指し，中国地区高専大会の
ほかに，平成17年に高等学校体育連盟（高体
連），平成22年には中四国学生連盟（大学学
連）にも加盟し，活動の幅を拡げています。昨
年度は，高専・高体連・大学学連主催の大会
のほかに，記録会やロードレースなどを含め，24
大会に出場しました。
　普段の練習のほかに，平成23年より中国地
区高専との合同合宿や他校との合同練習に
も参加しています。また，平成26年度より地元
の小・中・高等学校との合同練習会を本校グ
ラウンドで開催し，お互いの基礎体力および技
術の向上や，部員と地元の児童・生徒たちとの
交流も深めています。さらに今年度は，バルセ
ロナオリンピックに4×100mリレー日本代表とし
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クラブの活躍状況

陸 上 部
　この度，課外活動が評価され（独）国立高等
専門学校機構理事長表彰を受賞しました。
　本同好会はものづくりが好きな学生が集ま
り，主に新しい教材を開発・制作を行い，イベント
等に出展する活動を行っています。

　今年の主な活動は，7月に第1回ソレコンポス
ターコンテストで特別賞の受賞，8月に東京国
立 科 学 館で開 催されたサイエンススクエア
2015と第2回AMdesignコンペティションの全
国大会に出場しました。
　第1回ソレコンポスターコンテストはタカハ機
工株式会社が開催するソレノイドコンテスト（ソ
レコン）のポスターをデザインするもので、本校
のC4日原綾香さんが高専生で唯一入賞し，特

別賞を受賞し
ました 。他 の
参加者がコン
ピュータを 使
用してイラスト
を作成する中，
唯一手書きで
イラストを描い
た点が高く評

価されました。
【紹介HP】

http://www.takaha.co.jp/poscon/index.html

　サイエンススクエア2015は，（独）国立科学
博物館が主催するイベントで，科学に触れ，親し
むことで，リテラシーの涵養を目指すこと等を目
的として，平成3年から実施されているもので
す。本校は5年ぶりの2回目の出展で，47団体
68企画の一つとして，本校のある大崎上島町
の竹を使った万華鏡製作を行い，3日間で200
名以上の来場者がありました。ブースは絶えず
人だかりができていました。

　AM(Additive Manufacturing)designコンペ
ティションは，地域で貢献できるアイデア豊かな
ものづくり人材育成のために，3Dプリンタのも
のづくり教育のツールとしての普及を目的とし
た大会です。今年のテーマは新しいIT関連
グッズで，同好会では，スマートフォン等の充電
ケーブルを保護するカバー「スマートケーブル」
を提案しコンテストに挑みました。コンテストで
は，プレゼンテーションとポスターセッションが行
われ，（独）国立高等専門学校機構の小畑理
事長をはじめ多くの先生方とディスカッションを
行い，ブースは活気な議論の場となり盛り上が
りました。

（ものづくり同好会：
川野 沙紀（D4），  顧問　今井 慎一）

ものづくり同好会て出場され，現在は法政大学経済学部教授と
して教壇に立ちながら，サッカー日本代表岡崎
慎司選手のパーソナルトレーナーもされている
杉本龍勇氏をお招きして陸上教室と講演会を
開催することができ，超一流アスリートからの指
導を受ける機会にも恵まれました。
　仲間と励まし合いながら練習を続けている
部員たちの努力の成果が徐々に実を結び，県
高校総体や全国高等専門学校体育大会な
ど，レベルの高い大会への出場者を多く輩出し
ています。これからも，部員と顧問教員と一緒に
なって，陸上部の活動を盛り上げていきます。

陸上部員の面々

地元の小・中・高等学校との合同練習会

杉本龍勇氏をお招きしての陸上教室

国立高等専門学校機構理事長表彰賞



　陸上部は，日曜日を除いて週6日間練習をし
ています。練習内容は，全員でウォーミングアッ
プや基礎練習を行った後に，短距離，中・長距
離，跳躍，投てき，競歩の5つのブロックに分か
れ，それぞれの能力や適 性に応じて練 習を
行っています。
　現在，男子部員17名，女子部員2名，総勢
19名で活動しており，ある程度の実績や経験
を積んでいる者だけでなく，本校に入学して初
めて陸上競技を始めた初心者も多く所属して
います。また顧問教員は，陸上競技に精通した
方々が多く，動作の基本をはじめ，技術的な面
などでも様々な指導ができ，部員の競技力向
上のためのサポート体制も充実しています。
　陸上部の創部は記録が残っている限りで
は，高等専門学校となった40年以上前からす
でに存在していたようです。現在は，部員個々
の競技力向上を目指し，中国地区高専大会の
ほかに，平成17年に高等学校体育連盟（高体
連），平成22年には中四国学生連盟（大学学
連）にも加盟し，活動の幅を拡げています。昨
年度は，高専・高体連・大学学連主催の大会
のほかに，記録会やロードレースなどを含め，24
大会に出場しました。
　普段の練習のほかに，平成23年より中国地
区高専との合同合宿や他校との合同練習に
も参加しています。また，平成26年度より地元
の小・中・高等学校との合同練習会を本校グ
ラウンドで開催し，お互いの基礎体力および技
術の向上や，部員と地元の児童・生徒たちとの
交流も深めています。さらに今年度は，バルセ
ロナオリンピックに4×100mリレー日本代表とし
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クラブの活躍状況

陸 上 部
　この度，課外活動が評価され（独）国立高等
専門学校機構理事長表彰を受賞しました。
　本同好会はものづくりが好きな学生が集ま
り，主に新しい教材を開発・制作を行い，イベント
等に出展する活動を行っています。

　今年の主な活動は，7月に第1回ソレコンポス
ターコンテストで特別賞の受賞，8月に東京国
立 科 学 館で開 催されたサイエンススクエア
2015と第2回AMdesignコンペティションの全
国大会に出場しました。
　第1回ソレコンポスターコンテストはタカハ機
工株式会社が開催するソレノイドコンテスト（ソ
レコン）のポスターをデザインするもので、本校
のC4日原綾香さんが高専生で唯一入賞し，特

別賞を受賞し
ました 。他 の
参加者がコン
ピュータを 使
用してイラスト
を作成する中，
唯一手書きで
イラストを描い
た点が高く評

価されました。
【紹介HP】

http://www.takaha.co.jp/poscon/index.html

　サイエンススクエア2015は，（独）国立科学
博物館が主催するイベントで，科学に触れ，親し
むことで，リテラシーの涵養を目指すこと等を目
的として，平成3年から実施されているもので
す。本校は5年ぶりの2回目の出展で，47団体
68企画の一つとして，本校のある大崎上島町
の竹を使った万華鏡製作を行い，3日間で200
名以上の来場者がありました。ブースは絶えず
人だかりができていました。

　AM(Additive Manufacturing)designコンペ
ティションは，地域で貢献できるアイデア豊かな
ものづくり人材育成のために，3Dプリンタのも
のづくり教育のツールとしての普及を目的とし
た大会です。今年のテーマは新しいIT関連
グッズで，同好会では，スマートフォン等の充電
ケーブルを保護するカバー「スマートケーブル」
を提案しコンテストに挑みました。コンテストで
は，プレゼンテーションとポスターセッションが行
われ，（独）国立高等専門学校機構の小畑理
事長をはじめ多くの先生方とディスカッションを
行い，ブースは活気な議論の場となり盛り上が
りました。

（ものづくり同好会：
川野 沙紀（D4），  顧問　今井 慎一）

ものづくり同好会て出場され，現在は法政大学経済学部教授と
して教壇に立ちながら，サッカー日本代表岡崎
慎司選手のパーソナルトレーナーもされている
杉本龍勇氏をお招きして陸上教室と講演会を
開催することができ，超一流アスリートからの指
導を受ける機会にも恵まれました。
　仲間と励まし合いながら練習を続けている
部員たちの努力の成果が徐々に実を結び，県
高校総体や全国高等専門学校体育大会な
ど，レベルの高い大会への出場者を多く輩出し
ています。これからも，部員と顧問教員と一緒に
なって，陸上部の活動を盛り上げていきます。

陸上部員の面々

地元の小・中・高等学校との合同練習会

杉本龍勇氏をお招きしての陸上教室

国立高等専門学校機構理事長表彰賞
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クラブ等の活動報告（一部抜粋）
●高等学校総合体育大会尾三地区大会
　期日：平成２７年４月１８日（土），２５日（土），２６日（日）

●第４１回瀬戸内商船高等専門学校２校定期戦
　期日：平成２７年６月２０日（土）

●第９７回全国高等学校野球選手権広島大会
　期日：平成２７年７月１１日（土）　１回戦　広島商船　９－０　福山商
　　　 平成２７年７月１６日（木）　２回戦　広島商船　２－０　安芸府中
　　　 平成２７年７月１９日（日）　３回戦　広島商船　０－４　国泰寺

●第５０回全国商船高等専門学校漕艇大会
　期日：平成２７年７月１９日（日）（カッターの部）（ヨットの部）
　主管校：広島商船高等専門学校
　•カッターの部　優勝（Ａチーム）
　　　　　　　　３位（Bチーム）

●第５１回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
　期日：平成２７年７月3日（金）～５日（日）

●第５０回全国高等専門学校体育大会
　期日：平成２７年８月１４日（金）～３０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２０１５中国地区大会
　期日：平成２７年１０月１１日（日）　　会場：呉市総合体育館（オークアリーナ）
　　•Ａチーム　「ヘリアンサーS」　1回戦敗退　　　•Ｂチーム　「花輪イルカ」　2回戦敗退
●第５１回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会）
　期日：平成２７年１１月１４日（土）～１５日（日）　　•ラグビー　１回戦敗退

高等学校総合体育大会
尾三地区大会

卓球部 優勝 団体（男子・女子）

卓球男子シングルス 優勝 D1 飯田　慎吾

卓球男子ダブルス 優勝
M2 小原勇太郎

D1 飯田　慎吾

卓球女子シングルス 優勝 D3 藤井　未来

卓球女子ダブルス 優勝
D3 中村　紗瑛

D3 檜山　日和

剣道団体男子 優勝 団体

剣道男子個人 優勝 D3 熊原　友輝

バドミントン女子シングルス 優勝 D3 藤村美乃梨

陸上男子砲丸投げ 優勝 M2 溝田　直音 

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 北九州高専 男子110mH 予選20位 M2 溝田　直音

卓球 沖縄高専 男子
準優勝

女子
地区対抗
（中国）
準優勝

男子シングルス 優勝 M5 渡辺　大智
男子シングルス 準優勝 D4 中村　亮也

男子ダブルス 準優勝 M5 渡辺　大智
D4 中村　亮也

女子シングルス 3位 D3 藤井　未来

女子ダブルス 3位 D3 中村　紗瑛
D3 檜山　日和

剣道 熊本高専 男子団体ベスト8 男子個人戦 ベスト16 D4 佐々木　享
水泳 鹿児島高専 男子自由形400ｍ 12位 M2 江口　恭平

…全国高専体育大会出場参加資格獲得者

広 島 会 場

種　目 広島商船 ― 弓削商船

バレーボール（男子） ○ 2 ― 0 ×

バレーボール（女子） ○ 2 ― 1 ×

ソフトテニス × 1 ― 4 ○

サッカー × 2 ― 5 ○

ラグビー × 0 ― 52 ○

バドミントン（男子） × 0 ― 3 ○

バドミントン（女子）
＜オープン競技＞ × 1 ― 2 ○

弓 削 会 場

種　目 広島商船 ― 弓削商船

硬式野球 × 4 ― 17 ○

陸上競技 × 87 ―　 91 ○

バスケットボール（男子） ○ 81 ―　 77 ×

バスケットボール（女子） × 13 ―　 79 ○

テニス × 0 ―　 3 ○

卓球 ○ 3 ―　 0 ×

剣道 ○ 3 ―　 2 ×

水泳 ○ 94 ― 62 ×

カッター
Aクルー ○ 8′42″17 ― 9′18″02 ×

Bクルー × 10′27″36 ― 10′09″69 ○

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

大島商船

男子総合7位

男子100m 4位 M4 池本　　航
男子200m 4位 M4 池本　　航
男子110mH 3位 M2 溝田　直音
男子走高跳 7位 D1 西浦　　海
男子走高跳 8位 M4 須賀　正史
男子走高跳 8位 C3 西村　瑞稀
男子砲丸投（6.000kg） 5位 M2 溝田　直音
男子円盤投（1.750kg） 8位 M2 呉李　　寅
男子やり投（800g） 8位 M2 呉李　　寅

サッカー 1回戦敗退

水泳 総合5位

男子自由形400m 3位 M2 江口　恭平
男子背泳ぎ100m 3位 M3 瀬々　　翔
男子背泳ぎ200m 2位 M3 瀬々　　翔
男子背泳ぎ200m 6位 M2 斎藤　大輝
男子平泳ぎ100m 3位 M3 平　仁一郎
男子バタフライ100m 4位 M2 江口　恭平
男子バタフライ100m 7位 C4 堤　　健太
個人メドレー200m 7位 M1 赤木　優生

バドミントン 男子予選
リーグ4位 女子3位 女子ダブルス 3位 D5 若松　望実

D3 藤村美乃梨
女子シングルス ベスト8 D3 藤村美乃梨

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
硬式野球 1回戦敗退
剣道

徳山高専

男子団体2位 男子個人戦 3位 D4 佐々木　享
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

テニス ベスト4
男子シングルス ベスト8 M3 生野　　藍

男子ダブルス ベスト8 M4 坪内　孝一
M4 藤本　昇真

卓球 男子優勝 女子優勝

男子シングルス 優勝 M5 渡辺　大智
男子シングルス 準優勝 D4 中村　亮也
男子シングルス 4位 C5 眞鍋　龍正
男子シングルス ベスト8 C4 竹内　宏熙

男子ダブルス 優勝 M5 渡辺　大智
D4 中村　亮也

男子ダブルス ベスト8 C4 塩崎　将隆
C4 竹内　宏熙

女子シングルス 優勝 D3 藤井　未来
女子シングルス 3位 D3 中村　紗瑛
女子シングルス ベスト8 D3 檜山　日和

女子ダブルス 優勝 D3 中村　紗瑛
D3 檜山　日和

女子ダブルス 3位 D3 藤井　未来
D3 村上　幸子

ソフトテニス
宇部高専

予選リーグ4位 女子シングルス ベスト8 D4 加藤　七彩

柔道 予選リーグ4位 男子個人90kg級 3位 M4 原　　貴浩
男子個人90kg級 ベスト8 M5 出木　翔平
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クラブ等の活動報告（一部抜粋）
●高等学校総合体育大会尾三地区大会
　期日：平成２７年４月１８日（土），２５日（土），２６日（日）

●第４１回瀬戸内商船高等専門学校２校定期戦
　期日：平成２７年６月２０日（土）

●第９７回全国高等学校野球選手権広島大会
　期日：平成２７年７月１１日（土）　１回戦　広島商船　９－０　福山商
　　　 平成２７年７月１６日（木）　２回戦　広島商船　２－０　安芸府中
　　　 平成２７年７月１９日（日）　３回戦　広島商船　０－４　国泰寺

●第５０回全国商船高等専門学校漕艇大会
　期日：平成２７年７月１９日（日）（カッターの部）（ヨットの部）
　主管校：広島商船高等専門学校
　•カッターの部　優勝（Ａチーム）
　　　　　　　　３位（Bチーム）

●第５１回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
　期日：平成２７年７月3日（金）～５日（日）

●第５０回全国高等専門学校体育大会
　期日：平成２７年８月１４日（金）～３０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２０１５中国地区大会
　期日：平成２７年１０月１１日（日）　　会場：呉市総合体育館（オークアリーナ）
　　•Ａチーム　「ヘリアンサーS」　1回戦敗退　　　•Ｂチーム　「花輪イルカ」　2回戦敗退
●第５１回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会）
　期日：平成２７年１１月１４日（土）～１５日（日）　　•ラグビー　１回戦敗退

高等学校総合体育大会
尾三地区大会

卓球部 優勝 団体（男子・女子）

卓球男子シングルス 優勝 D1 飯田　慎吾

卓球男子ダブルス 優勝
M2 小原勇太郎

D1 飯田　慎吾

卓球女子シングルス 優勝 D3 藤井　未来

卓球女子ダブルス 優勝
D3 中村　紗瑛

D3 檜山　日和

剣道団体男子 優勝 団体

剣道男子個人 優勝 D3 熊原　友輝

バドミントン女子シングルス 優勝 D3 藤村美乃梨

陸上男子砲丸投げ 優勝 M2 溝田　直音 

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 北九州高専 男子110mH 予選20位 M2 溝田　直音

卓球 沖縄高専 男子
準優勝

女子
地区対抗
（中国）
準優勝

男子シングルス 優勝 M5 渡辺　大智
男子シングルス 準優勝 D4 中村　亮也

男子ダブルス 準優勝 M5 渡辺　大智
D4 中村　亮也

女子シングルス 3位 D3 藤井　未来

女子ダブルス 3位 D3 中村　紗瑛
D3 檜山　日和

剣道 熊本高専 男子団体ベスト8 男子個人戦 ベスト16 D4 佐々木　享
水泳 鹿児島高専 男子自由形400ｍ 12位 M2 江口　恭平

…全国高専体育大会出場参加資格獲得者

広 島 会 場

種　目 広島商船 ― 弓削商船

バレーボール（男子） ○ 2 ― 0 ×

バレーボール（女子） ○ 2 ― 1 ×

ソフトテニス × 1 ― 4 ○

サッカー × 2 ― 5 ○

ラグビー × 0 ― 52 ○

バドミントン（男子） × 0 ― 3 ○

バドミントン（女子）
＜オープン競技＞ × 1 ― 2 ○

弓 削 会 場

種　目 広島商船 ― 弓削商船

硬式野球 × 4 ― 17 ○

陸上競技 × 87 ―　 91 ○

バスケットボール（男子） ○ 81 ―　 77 ×
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●学生会活動
■七夕イベント

　今年度初めて，学生会主催で七夕イベントを
行いました。この企画では，校舎本館玄関に笹
を設置し，短冊へお願いごとを書いて，くくり付
けてもらいました。そして，そのお願い事のいく
つかを，実際に学生会が実現しました。はじめ
は学生に楽しんでもらえるか不安でしたが，用
意していた短冊がすぐになくなるほど好評を博
したのでうれしかったです。「おいしいスイカを
食べたい」と書いた1年生にはスイカを２玉プレ
ゼントして，喜んでもらえました。他にも「耳かき
が欲しい」「わさびをいっぱい食べたい」といっ
た願いを叶えました。来年も実施したいと思い
ます。

（学生会広報担当　D3　里信 綾音）

■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4日（金）午
後から北広島町の豊平運動公園でスポーツ
リーダーズセミナーを行いました。試験で頭が疲
れた運動部のキャプテン19名（男子13名，女
子6名）が参加し，体も疲れてきました。
　例年，金曜日は豊平運動公園体育館で体
力測定，体幹トレーニングを行いますが，今年度
は体育館が改修工事だったため，宿舎である
どんぐり荘の研修室で元オリンピック選手であ
る大石博暁氏に指導していただきました。体幹
トレーニング，アジリティトレーニング（敏捷性ト
レーニング）を午後に，ケガ予防のストレッチを夜
行いました。
　午後の研修では体幹の定義から始まりまし
たが肩の動かし方，腹筋の種類など例年では
研修しないことを学習できました。夜は股関節
などの可動域を広げる運動などケガ予防につ
ながる内容でした。
　5日（土）は例年通り運動公園体育館で心
拍数を上げるストレッチ，筋トレ，ダンベルトレーニ
ング，心拍数を下げるストレッチ（腰痛予防体
操）を学びました。今後のクラブ活動にいかし
ていきたいです。

●商船祭を終えて
　学生生活で最大のイベントである商船祭の
実行委員長というとても重要な役職を任され，
最初僕は人を引っ張っていけるのか不安でし
た。でも，今までにない商船祭をつくりたいとい
う強い思いを持つことで積極的に行動でき，そ
の結果，商船祭当日は大きいハプニングもなく
成功裏に開催することができました。また，来場
者の方に「今年は派手じゃね～」等の感想を
いただき，とても達成感がありました。
　商船祭を成功させることができたのは，一緒
に支えてくれたトップの１０人，後輩たち，そして
裏でずっと支えてくれていた先生方のおかげ
です。商船祭までの準備の半年間でいろいろ
な体験をさせてもらえたことを感謝しています。
この経験をこれからの生活で活かしていきたい
と思います。

（商船祭実行委員長　C4　矢野 職彬）

　商船祭実行委員をやってみて，決して楽し
いことばかりではなく，しんどいことや嫌になるこ
とも数多くありました。ま
た，私はイベント係は未
経験だったので，本当に
迷惑を掛けっぱなしでし
た。しかし，その度に周り
に支えられて，何とか商
船祭当日をむかえること
ができました。放課後に
毎日遅くまで準備したこ
とも，今では良い思い出
です。準備期間も含め，
非常に密度の濃い１か
月間でした。この度，関

わっていただいた全ての人に本当に感謝して
います。ありがとうございました。

（イベント係責任者　D4　榎 翼）

　今回学生生活で大きな行事の商船祭で実
行委員をさせていただきました。その中でも装
飾係を担当し，最初は不安しかなかったのです
が無事に成功できたと思います。今年は「ハロ
ウィン」にちなんだ飾り付けで体育館をいっぱ
いにしようと思い，装飾係の人や実行委員全
体で沢山飾りを作ってもらいました。去年とは
違った体育館の飾りができ，沢山の人に「体育
館ハロウィンじゃ！すごい！」と言ってもらえ，とても
嬉しかったです。
　また商船祭当日には運営を皆で頑張り，終
わった時には達成感が味わえて最高の思い
出が出来ました。今までの学校生活の中で一
番良い体験ができ，仲間のみんなに本当に感
謝しています。

（装飾係責任者　D4　川手 唯）

学生会活動・商船祭・寮生会活動

スイカをもらって喜ぶ1年生
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●商船祭を終えて
　商船祭実行委員として私は「自分たちだけ
でなく，学生，先生，来客者にも楽しんでもらえる
商船祭にする」を目標にしていました。ですが，
仕事をする上で楽しむだけでなく広い視野で
物事を見ることが大切だと気付くことができまし
た。私は受付係を担当したのですが，準備不
足やトラブルもあり慌てることもありました。しか
し，近くにいた学生が手を貸して準備してくれ
たり，１年生の受付担当学生がテントを立てて
手伝ってくれたことが，とても嬉しかったです。
ありがとうございました。

（受付係責任者　D4　篠原 愛佳）

　僕は商船祭実行委員の駐車場係のリー
ダーを務めさせていただきました。商船祭といえ
ばイベントやバザーなどが中心で最も大事だと
思います。しかし，どれほどイベント，バザーが楽
しめるものだとしてもお客様を最初にお迎えす
る駐車場がしっかりと準備，対応していなけれ
ば決してお客様に満足してもらえないと思い，

商船祭の前日まで準備を頑張りました。そんな
商船祭の「入り口」である駐車場の準備，管理
を務めることができ，やりがいを感じたとともに，
僕の指示どおりに仕事をしてくれた駐車場係
の後輩たちに感謝しています。

（駐車場係責任者　D4　大田 稔也）

　今回初めて商船祭実行委員になって，今ま
での商船祭と違い，責任感や充実感を得るこ
とができました。私は，バックパネルを任されたの
ですが，今まで商船祭準備に関わってなかった
分，知らないことが多く，みんなに助けてもらいな
がら，何とか完成させることができました。毎日放
課後残って準備した分思い出が濃く，ステージ
に飾られたバックパネルを見たときは凄く感動
しました。商船祭実行委員になることができて
本当に良かったと心から思っています。
（バックパネル係責任者　D4　高橋 明莉）

●寮生会活動
　今年の寮生会役員の任期は半年間しかな
く，私は寮生会長を務めるに当たり，次の二つ
のことに注力しました。
　一つ目は新入生への指導です。
　これはただ単に寮内の規則を教えるだけで
なく，「なぜ，その規則が必要なのか」「どうやっ
て寮生活を過ごせばいいのか」など，自身が先
輩方から指導され，5年間の寮生活で過ごして
きた経験を新入生へ伝えることを目標に指導し
てきました。
　二つ目は寮内でのイベントです。
　寮内では，毎年様々なイベントを行いますが，
今年はかき氷大会を開催しました。
　かき氷大会を開催するにあたり，日時やトッピ
ングなどを決めていた途中，連絡の不備や準
備不足など自身のミスがあり，みんなを混乱さ
せたこともありました。
　しかし，寮生会の仲間に助けてもらい，かき氷
大会を無事成功させることができ，新入生との
親睦を深めることができました。

　半年間という短い期間でしたが，私は上記
のように様々な場面で仲間に助けてもらいな
がら寮生会長という大役を務めることができま
した。これからは，この経験を後輩達に伝え，現
寮生会に楽しい寮の雰囲気を作っていってほ
しいと思います。
（平成27年度前期寮生会長 M5 中川 嵩斗）
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てきました。
　二つ目は寮内でのイベントです。
　寮内では，毎年様々なイベントを行いますが，
今年はかき氷大会を開催しました。
　かき氷大会を開催するにあたり，日時やトッピ
ングなどを決めていた途中，連絡の不備や準
備不足など自身のミスがあり，みんなを混乱さ
せたこともありました。
　しかし，寮生会の仲間に助けてもらい，かき氷
大会を無事成功させることができ，新入生との
親睦を深めることができました。

　半年間という短い期間でしたが，私は上記
のように様々な場面で仲間に助けてもらいな
がら寮生会長という大役を務めることができま
した。これからは，この経験を後輩達に伝え，現
寮生会に楽しい寮の雰囲気を作っていってほ
しいと思います。
（平成27年度前期寮生会長 M5 中川 嵩斗）



●入学式（4.5）

　商船学科46名，電子制御工学科48名，流通情報
工学科45名，編入学生3名（内カンボジア1名），専
攻科産業システム工学専攻５名の学生が本校に入
学しました。
　村上校長から，「心豊かで実り多い学生生活を過
ごし，立派な社会人として巣立って行くことを願いま
す」と式辞がありました。
●新入生オリエンテーション（4.6～8）
　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。
●前期クラスマッチ（4.30）
　リレー・ソフトボール・バレーボール・バドミントンの
4種目を競い合い，級友と同じ汗を流し，友情を深め
ました。

●高校総合体育大会尾三地区大会
※各成績は別掲（P.13）

●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）
●キャリア教育講演会（6.22）
　キャリア教育の一環として，株式会社ヒロクラ
代表取締役社長赤木聰之氏を招き，講演会を開
催しました。“企業が求める人材像～「星が来た夜
」”と題し行われた講演には，4年生約120名が聴
講し，講師の赤木社長は自らの体験談を交えなが
ら，「睡眠時間を除けば仕事をしている時間が一
番長い。好
奇心をもっ
て仕事をし
よう」と熱く
語ってくだ
さいました。
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●環境保護に関する講演会（10.7）
　元広島市植物公園職員世羅徹哉氏を講師として
お迎えし，本校学生・地域住民の方 を々対象に「広島
県の希少野生植物の現状と保護活動」というテーマ
で講演会を開催しました。参加者からは「希少な植物

があることは
知っていたが，
島内に希少な
植物がたくさ
んあるとは思
わなかった」な
どの感想が聞
かれました。

●商船祭・オープンスクール（10.31,11.1）
　今年の商船祭のテーマは『波紋』。
　笑顔が波紋のように広がっていき，皆が笑顔で商
船祭を楽しめるようにと考えたものです。

　商船祭2日
目には，オープ
ンスクールも
開催し，日本
郵船㈱の海
技士による講
演会や施設
見学，体験航
海等を通じて学校紹介を行いました。広島県内外か
ら約250名の参加がありました。
●『ぐるぐるスクール』撮影（11.25）
　広島テレビ放送の番組「ぐるぐるスクール」に本校
が取り上げられることとなり，出演のトータルテンボスさ
ん，スタッフの皆さんが来校されました。授業・学生寮・
練習船などのさまざまな場面での撮影に緊張を隠せ

●卒業証書・修了証書授与式（9.26）
　秋晴れのもと，商船学科卒業式，専攻科海事シス
テム工学専攻修了式が挙行されました。本年度は体
育館の改修工事のため，竹原のグリーンスカイホテル
での開催となりました。商船学科41名，専攻科海事
システム工学専攻7名が本校を巣立って行きました。

秋 AUTUMN
●日本郵船株式会社との連携事業で講演会
　（12.10）
　日本郵船の現役若手航海士による「海運企業の
今と海技者の仕事」について講演会を実施しまし
た。商船学科2年生を対象とし，船舶や船員の仕事
についての説明を受けました。講演後，普段聞くこと
ができない「外航海運業界」についての質問もあり，
海や船への関心だけではなく今後のモチベーション
の向上に大変有意義な講演会となりました。

冬 WINTER

ない学生も見受けられましたが，トータルテンボスのお
二人の巧みな話術ですぐに笑顔になり，笑いのたえな
い収録となりました。　　
　この模様は12月20日と27日の2回連続で放送されました。
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代表取締役社長赤木聰之氏を招き，講演会を開
催しました。“企業が求める人材像～「星が来た夜
」”と題し行われた講演には，4年生約120名が聴
講し，講師の赤木社長は自らの体験談を交えなが
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●環境保護に関する講演会（10.7）
　元広島市植物公園職員世羅徹哉氏を講師として
お迎えし，本校学生・地域住民の方 を々対象に「広島
県の希少野生植物の現状と保護活動」というテーマ
で講演会を開催しました。参加者からは「希少な植物

があることは
知っていたが，
島内に希少な
植物がたくさ
んあるとは思
わなかった」な
どの感想が聞
かれました。

●商船祭・オープンスクール（10.31,11.1）
　今年の商船祭のテーマは『波紋』。
　笑顔が波紋のように広がっていき，皆が笑顔で商
船祭を楽しめるようにと考えたものです。

　商船祭2日
目には，オープ
ンスクールも
開催し，日本
郵船㈱の海
技士による講
演会や施設
見学，体験航
海等を通じて学校紹介を行いました。広島県内外か
ら約250名の参加がありました。
●『ぐるぐるスクール』撮影（11.25）
　広島テレビ放送の番組「ぐるぐるスクール」に本校
が取り上げられることとなり，出演のトータルテンボスさ
ん，スタッフの皆さんが来校されました。授業・学生寮・
練習船などのさまざまな場面での撮影に緊張を隠せ

●卒業証書・修了証書授与式（9.26）
　秋晴れのもと，商船学科卒業式，専攻科海事シス
テム工学専攻修了式が挙行されました。本年度は体
育館の改修工事のため，竹原のグリーンスカイホテル
での開催となりました。商船学科41名，専攻科海事
システム工学専攻7名が本校を巣立って行きました。

秋 AUTUMN
●日本郵船株式会社との連携事業で講演会
　（12.10）
　日本郵船の現役若手航海士による「海運企業の
今と海技者の仕事」について講演会を実施しまし
た。商船学科2年生を対象とし，船舶や船員の仕事
についての説明を受けました。講演後，普段聞くこと
ができない「外航海運業界」についての質問もあり，
海や船への関心だけではなく今後のモチベーション
の向上に大変有意義な講演会となりました。

冬 WINTER

ない学生も見受けられましたが，トータルテンボスのお
二人の巧みな話術ですぐに笑顔になり，笑いのたえな
い収録となりました。　　
　この模様は12月20日と27日の2回連続で放送されました。
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在学生表彰卒業生受賞者

第19回「創立90周年記念くれしん高校生イラスト」
優秀賞
　流通情報工学科　５年　中村　果帆（右写真）

努力賞
　流通情報工学科　５年　山根　奈々

タカハ機工ポスターコンテスト
特別賞
　電子制御工学科　４年　日原　綾香

税に関する高校生の作文　表彰
　流通情報工学科　３年　里信　綾音（右写真）

周南ロボコン2015　優勝
　電子制御工学科　２年　河野　龍紀
　電子制御工学科　２年　渡邉　裕太

第１６回校内作文・表現コンクール
最優秀賞
　商　船　学　科　３年　木場　恭平

•地方企業から学んだこと
　流通情報工学科　３年　奥本　彩奈

•「プシュケの涙」を読んで

優秀賞
　電子制御工学科　５年　松浦　日菜

•気は心
　流通情報工学科　４年　松本　瑞季

•心の強さ
　電子制御工学科　２年　渡邉　裕太

•「下町ロケット」を読んで

【その他】

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長表彰　優秀団体　広島商船高等専門学校
ものづくり同好会

NPO法人日本ニュース時事能力検定協会　　　　奨励賞　　広島商船高等専門学校
日本赤十字社　銀色有功章（赤十字事業の進展に貢献）　　　　広島商船高等専門学校学生会

平成２７年度在学生等表彰者一覧表（一部抜粋）平成26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 杉山　史徒
流通情報工学科 藤澤　覚司

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 等 氏　名

電子制御工学科 寺西万那海

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名
電子制御工学科 荻野慶一朗
電子制御工学科 川﨑　健太
電子制御工学科 川村　　諒
電子制御工学科 杉山　史徒
電子制御工学科 竹下　普備
電子制御工学科 竹下竜之介
電子制御工学科 時宗　将寛
電子制御工学科 番野木　晨
電子制御工学科 三宅　裕貴
電子制御工学科 山形　亮太
電子制御工学科 横山　　伸
流通情報工学科 高垣　優菜
流通情報工学科 仲井　友紀

特別功労賞
学 科 名 氏　名 該当要件

流通情報工学科 有津　悠貴 課外活動（卓球部）におい
て，その功績が特に顕著

功労賞
学 科 名 氏　名 該当要件

流通情報工学科 松原　蒼空 寮生会活動において，
功績が著しい

電子制御工学科 寺西万那海

課外活動（海友会）にお
いて，その功績が著しい流通情報工学科

下山　玲紋
高垣　優菜
仲井　友紀
舛本　理紗

電子制御工学科 笠岡　恭介 課外活動（剣道部）にお
いて，その功績が著しい流通情報工学科 西牟田雄貴

流通情報工学科 田淵　友也 課外活動（卓球部）にお
いて，その功績が著しい

平成27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 等 氏　名
商船学科 航海コース 大島　潤也
商船学科 機関コース 川上　幸一

公益財団法人　海技教育財団表彰
学 科 名 等 氏　名

商船学科 航海コース 大西　流星
商船学科 機関コース 松島　和宏

公益社団法人　日本航海学会奨学ほう賞
学 科 名 等 氏　名

商船学科 航海コース　 中野　辰哉

公益社団法人　日本船舶海洋工学会奨学褒賞
学 科 名 等 氏　名

商船学科 航海コース 小田　篤史
商船学科 機関コース 西岡　大祐

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 等 氏　名
商船学科 航海コース 室　　輝之
商船学科 航海コース 小田　篤史
商船学科 航海コース 大西　流星
商船学科 航海コース 山口　隼平
商船学科 航海コース 松村　爽平
商船学科 航海コース 上田　　誠
商船学科 機関コース 川上　幸一
商船学科 機関コース 松島　和宏
商船学科 機関コース 西岡　大祐
商船学科 機関コース 横山　泰之
商船学科 機関コース 半井浩一朗

功労賞
学 科 名 等 氏　名 該当要件

商船学科 航海コース 梶川　義哲
課外活動（剣道部）
において，その功績
が著しい

商船学科 航海コース 室　　輝之 寮生会活動におい
て，功績が著しい
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在学生表彰卒業生受賞者
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努力賞
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　電子制御工学科　２年　河野　龍紀
　電子制御工学科　２年　渡邉　裕太

第１６回校内作文・表現コンクール
最優秀賞
　商　船　学　科　３年　木場　恭平

•地方企業から学んだこと
　流通情報工学科　３年　奥本　彩奈

•「プシュケの涙」を読んで

優秀賞
　電子制御工学科　５年　松浦　日菜

•気は心
　流通情報工学科　４年　松本　瑞季

•心の強さ
　電子制御工学科　２年　渡邉　裕太

•「下町ロケット」を読んで

【その他】
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学 科 名 氏　名
電子制御工学科 杉山　史徒
流通情報工学科 藤澤　覚司
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学 科 名 氏　名 該当要件

流通情報工学科 松原　蒼空 寮生会活動において，
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平成27年度
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　 本 校 で
は，現在3D
プリンタを教
育，研究，社
会貢献，クラ
ブ活動等に
使用してい
ます。教育では，授業，実験実習，卒業研究等
に利用し，研究では，技術者育成のための導入
教育に用いる現在新しいエンドミル（刃物）の
開発に使用しています。社会貢献では，出前
授業等で使用する小中学生向け教材の部品
等を製作しています。
　また，現在，学習指導要領に基づいた小中
学校での3Dプリンタ活用方法を検討中です。
クラブ活動では，主に高専ロボコンのロボット製
作や，昨年から開始された3Dプリンタアイディ
アコンテストに2年連続全国大会へ出場して
います。今後も，3Dプリンタを通して，教育，研
究，社会貢献等をさらに充実させていきたいと
考えています。

■流通情報工学科 ――――――――――
　広報教材づくりとアクティブラーニング
　流通情報工学科では，昨年度より「流通っ
て何だろう，流通ってよく分からない」という新
入学生の疑問に応えるべく，「流通情報工学」
を学生が理解し，その内容をいかにわかりやす
く中学生に伝えるかについての議論を重ね，広
報用の教材づくりをアクティブラーニングで実
践しています。ここでは流通情報工学科の1・2
年生と5年生が協力して取り組んだ内容を紹
介します。なお，その成果はオープンスクールと
商船祭の学科展示でも発表しました。

（1）流通ゲーム～お料理の巻～
　この流通ゲームの開発は昨年度の「流通
ゲーム～お引越しの巻～」に引き続き，1年生が

「専門基礎（流通入門）」で取り組みました。
教材の構成は，流通の始まりとしくみをその昔
から現代への移り変わりで紹介する寸劇方式
の動画｢流通の始まりとしくみ｣の制作と，レシ
ピにそって食材･商品の品質と価格のバランス
を考えながら購入し，総合ポイントを競う｢流通
ゲーム｣の開発です。13名の1年生が中心と
なって企画を進め，内容を改善するために評
価リハーサルをクラス全員で行いました。
　1年生は5年生から指導を受け，食材や商品
にインストアバーコードを貼り，スキャンすると価
格と品質ポイントが計算される｢POSシステム｣
を設計しました。また，専門科目で学習した内
容を｢流通クイズ｣として表現しました。
　この企画がスタートした5月当初は，指示をし
ないとなかなか行動できませんでしたが，グルー
プワークの回数を重ねるごとに自分から進んで
行動するようになり，8月のオープンスクールで
は，中学生との距離が近い1年生ならではの特
徴を生かした最高の模擬授業ができました。学
生は｢対話力，行動力，協調性，発信力｣が身に
ついたと自己分析しています。

■商船学科 ―――――――――――――
　操船・ECDISシミュレータ
　2010年に改正されたSTCW条約（1978
年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の
基準に関する国際条約）に規定された要件を
満たす最新の操船シミュレータとECDIS（電
子海図情報表示装置）シミュレータを導入しま
した。
　操船シミュレータは，水平視野角270度の視
界映像を模擬船橋の周囲に設置された円筒
型スクリーンに投影できます。より実船に近い
環境となったことで，レーダ・シミュレータ訓練は
当然のこと，ブリッジ・チームワーク訓練も実施で
きるようになりました。

■電子制御工学科 ――――――――――
　「3Dプリンタ Object EDEN500V」
　電子制御工学
科では，次世代の
実践的技術者育
成 のため 実 際 の
企業が使用してい
る同じタイプの3D
プリンタ（ Object 
EDEN500V）を2010年に導入しました。3Dプ
リンタとは，パソコン等で作成した3Dデータのデ
ザイン（3DCG等）を，立体（３次元のオブジェク
ト）に造形する装置です。2013年にオバマ大
統領が演説で「3Dプリンタは，あらゆるものづく
りに革命をもたらす。新たな産業がアメリカから
生まれるにちがいない。」と言及したことから，
世界中で注目されるようになりました。日本にお
いても，安倍政権の成長戦略の柱のひとつと
して3Dプリンタの普及・拡大を強化する方針
が掲げられました。
　3Dプリンタには，様々な種類がありますが，現
在テレビや雑誌等で取り上げられているのは，
ほとんどが安価なタイプのFDM方式（熱溶解
積層法）です。FDM方式は，簡単に説明すれ
ばプラスチックの材料を溶かしながら積層して
いく，いわばソフトクリームを作るようなイメージで
立体の模型を製作するタイプです。このタイプ
は，精度はあまり良くないですが，小型で非常に
安価であることからホビー等で使用されていま
す。また，本校でもロボコン等でFDM方式を使
用しています。それに対してEDEN500Vは，専
用の光硬化性樹脂をプリントヘッドから噴射し，
紫外線（UV）ランプで硬化させ，硬化した薄い
レイヤーを積み重ねて3次元形状を造形してい
く光造形方式の装置です。この方式は，複雑
な形状や滑らかな表面，薄壁のモデルを16μm
の微細な精度で造形することが可能です。

学科の施設等の紹介

操船シミュレータ実習風景

ECDISシミュレータ実習風景
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2）「運ぶん。届けるん。なんぼかかるん？
　 ～流通を支えるネットワークゲーム～」
　このボードゲームの開発は，流通活動の一つ
である，モノを効率的に運ぶネットワークについ
て，遊びながら学ぶことができるゲームとして，
1年生が「専門基礎(流通入門)」，2年生が
「情報演習」で取り組みました。実際に広島
県にある4社のメーカーの流通センターで製品
や商品をトラックで集荷して回ります。こちらの
すごろく風のボードゲームでは，チームで作戦を
たてながら，トラックへの効率のよい荷物の積
み方やルートの選定を考えてコマを進めます。
また，どれくらいの運送費がかかり，利益が上が
るかを競うように工夫し，チーム内でコミュニ
ケーションが取りやすいように設計しました。学
生はゲームの進行係として中学生をサポート
し，流通センターの役割の解説も熱心に行って
いました。

　中心メンバーの1・2年生はプレイヤーが流通
活動について楽しく理解できるように，ゲーム性
をもたせるところに一番苦労したようです。5年
生に技術面でアドバイスを受けながら，試行錯
誤を重ねました。
　また，コマを3Dプリンタで制作し，サイコロの
代わりにマイコンで作動するルーレットや，費用
と利益を計算するためにAndroidタブレットの
アプリケーションも開発しました。

　アクティブラーニングの実践は，｢前に踏み出
す力｣｢考え抜く力｣｢チームで働く力｣の3つの
能力からなる社会人基礎力を育成するため
に，そして文理融合学科としての流通情報工
学科の特徴ある取り組みとして定着させてい
きます。

中学生とゲームを楽しむ学生

中学生にPOSを説明する学生

リハーサルをする1.2年生

中学生とゲームを楽しむ学生

新任教員紹介

商船学科　教授

武山　哲

商船学科　准教授

雷　康斌

一般教科　准教授

大沼　みお

　平成27年4月1日付けで着任いたしました武山哲です。着任前は，日
産自動車の総合研究所で新しい車の研究を行っていました。また，会社
と並行して，横浜国立大学，東海大学，神奈川工科大学の非常勤講師
にも携わって参りました。
　専門は，内燃機関（エンジン）とコンピュータを用いた解析技術です。
生まれは横浜で，広島には初めて来ましたので，広島のことをいろいろ教
えていただけると助かります。『人生前向き』がモットーです。学生と同じ
土俵で語り合い，学び合いたいと思っております。これから，よろしくお願
いいたします。

　平成27年4月1日付けで着任しました商船学科の雷康斌です。出身
地は中国陝西省です。平成元年吉林工業大学を卒業，平成4年天津
大学大学院修士課程を修了，平成13年東京大学大学院博士課程を
修了しました。専門分野は流体力学です。学生時代から，パイプライン振
動のシミュレーション，混相乱流のモデリング，直交格子による複雑流体の
シミュレーション等について研究してきました。今後，本校の使命である社
会で活躍できる人材の育成に微力を尽くしながら，船と海を巡る研究に
チャレンジして行きたいと思います。

　平成27年4月1日付けで着任いたしました，大沼みおと申します。一般
教科で化学を担当しています。温泉などの高温や高塩濃度，強酸性と
いった厳しい環境に棲息する微生物がどのようにその環境に適応して
いるか，またそのような生物の利用方法について研究をしています。以前
は大学で，研究を主体とした仕事をしており，大勢の学生と関わり合う機
会が多くありませんでした。本校では，授業や様々な学校行事に加え，多
くの学生が寮で生活しているため，学生と関わり合う機会が多く，戸惑う
こともありました。しかし，教職員の方々や学生にも助けられ，必要な時に
はきちんと指導し，楽しむときには楽しむことができるようになりました。今
後も，皆様に御助言を頂きながら成長し，教育と地域に役立つ研究等を
通して本校に貢献したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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　本校は在校生の７割近くが寮生です。寮生
活での充実が，学校での生活にも大きく影響
してきます。そのため，寮では規則正しい生活
管理，寮生会によるイベント開催などさまざまな
取り組みを行っています。今回は，その中でも
寮での学習支援活動を2件紹介させていた
だきます。

　学習支援活動の第一弾として，図書室での
共同自習時間を平成26年度後期から設けま
した。もともと寮の日課では，20時から2時間の
自習時間が設定されています。しかし，多くの
寮生が共同生活をおくる関係で，17時半～22
時の入浴は，浴室が混雑しないようにお互いが
配慮しあっています。そのため，自習時間でも
人の移動があったり，足音が聞こえたりと自室
では集中できないという声があがっていました。
また，自室にはマンガや携帯電話，ゲームなどが
あり，ついその誘惑に駆られてしまう学生がい
るという問題も散見されました。このような状況
を鑑みて，そして自習の習慣が身についていな
い寮生の成績向上もねらいとして，寮務主事
や担任の指導の下，一部の学生を集めての共
同自習を開始しました。平日の20時から1時間
半，宿直教員や寮務主事が質問への回答，勉
強法の指導などを適宜おこないながら監督し
ました。その結果，昨年度は参
加学生の大部分が成績を向
上させました。
　今年度も引き続いてこの取
り組みを実施し，多くの教員の
協力で自習課題の準備なども
できたことにより，もともと集め
られた学生だけでなく，自主的
に参加する学生も増え始め，テ
スト期間中は図書室が満席に
なるほどの盛況ぶりでした。

　学習支援の第二弾として，English Dojo
（英語道場）を始めました。水曜日20時半から
1時間程度実施しています。平成27年11月
11日に1回目を開催しました。1年生1人，3年
生4人，4年生1人の計6人の参加がありまし
た。まず，自己紹介を英語で行い，他の学生が，
その内容について英語で質問する形式で簡
単な英会話をしました。また，英語のラブソング
を歌って暗唱できるように練習しました。2回目
の18日は1年生2人，3年生4人の計6人でし
た。多読用の英文を配り，英文読解のコツを学
びました。この時の歌はジョン・レノンのイマジン
でした。3回目は12月8日，フィリピンから来日され
ていた先生を迎えてフリーディスカッションを行
いました。この日は女子寮生も含め，学生13人
と教員3人の参加がありました。
　今後，英語はますます必要になってきます。
あきらめずに努力すれば，誰もが必ず身につけ
ることができます。

　寮での学習支援を2件紹介させていただき
ました。今後も寮生の学力向上のための支援
を行っていきたいと思っています。

（寮務主事　成清 勝博）

寮での学習支援活動紹介 国際交流室活動紹介
　ますますグローバル化する現代社会で活躍
するエンジニアとなるためには，グローバル・コ
ミュニケーションの能力は欠かせません。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。具体的には，どの授業も年に1度
は英語だけで実施する，定期試験に必ず1問
は英語で出題などを行っているほか，図書館
には英語力UPのための速読用教材などを
続々と入荷しています。

　本校の主催する英語研修は例年8月下旬
から2週間，フィリピンの首都マニラで開催しま
す。費用が安価であり，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作成を

してもらっています。平成25年度は15人，平成
26年度は8人，平成27年度は10人が参加しま
した。
　今年度はセント・マイケルズ大学とも新たに
学術交流協定を結び，本校の海外協定校は
表1のとおり5校となりました。

　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。
　

上記は図書館の特設コーナー等の様子

語学研修の様子

English Dojoの様子

表 1　学術交流提携校一覧

大学名 協定締結日

・University of the Philippines Diliman 2001.8.27

・AMA Computer University 2002.8.29

・Emilio Aguinaldo College 2009.5.26

・University of Hawaii 
  Kauai Community College 2010.11.29

・Saint Michael's College of Laguna 2015.9.3
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電子制御工学科
オク  ルンラクスマイ

（カンボジア）

　はじめまして，カンボジアから来ました留学生
のスマイです。わたしの母語はカンボジア語で
す。カンボジアの技術大学在学中は，フランス
語で科学の一般科目を勉強しました。日本製
の車やロボットなどの電子制御に興味があり，1
年生のとき日本の文部科学省の試験に合格
しました。
　そして，平成26年4月に来日し，東京日本語
教育センターで1年間，日本語と一般科目を勉
強しました。そちらの課程を修了後，平成27年
4月に広島商船高等専門学校の電子制御工
学科の3年生に編入しました。
　私は日本語にまだ慣れていませんが，電子
制御に興味があり，先生方はやさしい日本語で
丁寧に教えてくれてどんな質問にでも答えてく
れ，学生たちも楽しく，本校が山と海が近いので
まわりの景色はとてもきれいですから，この学
校の生活にはすぐに慣れました。本校を卒業
したら日本の大学へ進学するつもりです。卒業
するとき，優秀な成績を収めたいので，今からわ
からないところを理解して，日本語を頑張って
勉強したいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

近年は，英語力向上の体制が充実しており，
中国地区高専学生国際交流支援コンソーシ
アム，高専機構が主催するプログラムのほか，
さまざまな学習形態の募集が増えており，学生
たちも積極的に参加できるようになってきてい
ます。
　 今 年 度は文 部 科 学 省 の “トビタテ！留 学
JAPAN”で専攻科の学生1名が留学しまし
た。“トビタテ！留学JAPAN”とは，官民協働
海 外 留 学 支 援 制 度であり，海 外での「 異 文
化体験」や「実践活動」を焦点をあて，留学
を推 奨することにより学 生 時 代に多 様な経
験を提供するものです。

【参考】
文部科学省websiteトビタテ！留学JAPAN
(http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html)

　このほか，近年では高専機構で海外インター
ンシップなども企画されています。
　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，地元でのプチ・ホームステ
イ，小学生との交流など機会を設けて自国のプ
レゼンをしたり，近隣の留学生との交流会も行
なっています。
　グローバル・エンジニアとして活躍するのに

英語以上に大切
なことは，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 性が
必 要です 。留 学
生たちが在 学す
ることで，日本 人
学生の皆さんは，

フィリピンにあるサン・アグスチン教会 地元小学生との交流の様子

学生同士の交流の様子留学生交流の様子

本校に居ながらにして外国人のクラスメートを
持ち､交流することで国際感覚を培うメリットを
得ているのです。
　また，毎年10月に海外の提携校から短期留
学生を受け入れていることも，本校の学生に
とって国際感覚を磨く良い機会となっていま
す。今年度は提携校の外に日本郵船（株）と
の連携事業「郵船みらいプロジェクト」の一環
で，フィリピン商船大学学生が来校しました。同
大学に商船学科学生5名（本校4名，弓削商
船高専1名）を9月に派遣し，同大学3年生を
10名，引率教員4名を10月に受け入れを行い
ました。受け入れ初日に，同大学学生10名と本
校学生約20名の交流会（Welcome Party）
が行われました。高専での授業体験，校内練
習船広島丸ミニ航海訓練などの活動を通じ
て若者同士はすぐに和やかに交流を始めて
います。
　グローバル・コミュニケーションは“思いやり”
とも言い換えることができるのかもしれません。
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，世界中の人々と交流を深め
るだけでなく，身近な人をも慮る心を培い，リス
ペクトを欠かさず，そのうえで自らを明確に表出
できるよう励んでいってほしいと思います。

（国際交流室長　桑田 明広）

留学生紹介
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強しました。そちらの課程を修了後，平成27年
4月に広島商船高等専門学校の電子制御工
学科の3年生に編入しました。
　私は日本語にまだ慣れていませんが，電子
制御に興味があり，先生方はやさしい日本語で
丁寧に教えてくれてどんな質問にでも答えてく
れ，学生たちも楽しく，本校が山と海が近いので
まわりの景色はとてもきれいですから，この学
校の生活にはすぐに慣れました。本校を卒業
したら日本の大学へ進学するつもりです。卒業
するとき，優秀な成績を収めたいので，今からわ
からないところを理解して，日本語を頑張って
勉強したいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。

近年は，英語力向上の体制が充実しており，
中国地区高専学生国際交流支援コンソーシ
アム，高専機構が主催するプログラムのほか，
さまざまな学習形態の募集が増えており，学生
たちも積極的に参加できるようになってきてい
ます。
　 今 年 度は文 部 科 学 省 の “トビタテ！留 学
JAPAN”で専攻科の学生1名が留学しまし
た。“トビタテ！留学JAPAN”とは，官民協働
海 外 留 学 支 援 制 度であり，海 外での「 異 文
化体験」や「実践活動」を焦点をあて，留学
を推 奨することにより学 生 時 代に多 様な経
験を提供するものです。

【参考】
文部科学省websiteトビタテ！留学JAPAN
(http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html)

　このほか，近年では高専機構で海外インター
ンシップなども企画されています。
　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，地元でのプチ・ホームステ
イ，小学生との交流など機会を設けて自国のプ
レゼンをしたり，近隣の留学生との交流会も行
なっています。
　グローバル・エンジニアとして活躍するのに

英語以上に大切
なことは，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 性が
必 要です 。留 学
生たちが在 学す
ることで，日本 人
学生の皆さんは，

フィリピンにあるサン・アグスチン教会 地元小学生との交流の様子

学生同士の交流の様子留学生交流の様子

本校に居ながらにして外国人のクラスメートを
持ち､交流することで国際感覚を培うメリットを
得ているのです。
　また，毎年10月に海外の提携校から短期留
学生を受け入れていることも，本校の学生に
とって国際感覚を磨く良い機会となっていま
す。今年度は提携校の外に日本郵船（株）と
の連携事業「郵船みらいプロジェクト」の一環
で，フィリピン商船大学学生が来校しました。同
大学に商船学科学生5名（本校4名，弓削商
船高専1名）を9月に派遣し，同大学3年生を
10名，引率教員4名を10月に受け入れを行い
ました。受け入れ初日に，同大学学生10名と本
校学生約20名の交流会（Welcome Party）
が行われました。高専での授業体験，校内練
習船広島丸ミニ航海訓練などの活動を通じ
て若者同士はすぐに和やかに交流を始めて
います。
　グローバル・コミュニケーションは“思いやり”
とも言い換えることができるのかもしれません。
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，世界中の人々と交流を深め
るだけでなく，身近な人をも慮る心を培い，リス
ペクトを欠かさず，そのうえで自らを明確に表出
できるよう励んでいってほしいと思います。

（国際交流室長　桑田 明広）

留学生紹介
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瀧口教授 岩切准教授

鈴木助教 岸助教 池上非常勤講師

賞　名 職　名 氏　名

平成26年度国立高等専門学校教員顕彰理事長賞 商船学科教授 瀧　口　三千弘

平成27年度中国・四国工学教育協会協会賞 流通情報工学科准教授 岩　切　裕　哉

2015年山縣勝見賞　論文賞 流通情報工学科助教 鈴　木　理　沙

Asia Navigation Conference2014（CIN-JIN-KINPR　
Joint Symposium2014）Excellent Paper Award 商船学科助教 岸　　　拓　真

平成27年度（公財）日本教育公務員弘済会広島支部
教育実践研究論文 非常勤講師 池　上　　　彰


