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校 長 挨 拶

年号が平成から令和に代わり，新しい時代
を迎えようとしています。本校も，昨年度，
創基120年の節目を過ぎ，次の時代に向けて
新たな一歩を歩み出したところです。常日頃
から本校の教育活動に御理解と御協力を頂
き，厚く御礼を申し上げます。

令和元年度（平成31年度）は，卓球部流通
情報工学科３年の烏田学生が，昨年度３月の
全国高等学校選抜卓球大会男子シングルスに
おいて全国優勝という活躍，12月には，広島
県体育協会から表彰されました。さらに，教
職員では商船学科水井教授の国立高等専門学
校教員顕彰における優秀賞の受賞等から始ま
り，幸先の良いスタートを切りました。また，
夏には全国高専体育大会において，卓球部が
男子団体の全国連覇を達成しました。

後期に入りますと，残念ながら期待のロボ
コンは中国地区大会敗退でしたが，来年に繋
がるパフォーマンスを見せてくれました。来
年度を楽しみにしています。その後も，学生
の活躍のニュースが次々と飛び込んできまし
た。中国地区高等専門学校英語弁論大会にお
いて，商船学科１年鞍田学生が暗唱部門で優

勝し，本校として初めての優勝カップを持ち
帰りました。さらに，中国新聞主催「みんな
の新聞コンクール」において，広船新聞編集
委員会発行の「広船新聞」が学校新聞の部門
において入選を果たしました。４月に創刊号
が発行されたばかりでの偉業で，本校の課外
活動やイベント，学生や教職員の素顔，学校
の課題やプロジェクトに迫る内容で構成さ
れ，現在までに，５号が発行されています。（本
校ホームページ参照）

今年度，本校としての最大の行事は，夏の
主管校としての中国地区体育大会の開催と全
国大会での陸上競技と水泳競技の開催でし
た。出場選手はもちろんのこと，裏方の仕事
をこなしてくれた学生，教職員および関係者
には慰労と感謝を伝えたいと思います。卓球
部の全国優勝もさることながら，全国の強豪
との勝負の中，本校担当の陸上競技において，
女子円盤投・砲丸投の２種目で入賞し，表彰
台に立ってくれた流通情報工学科４年吉村学
生の姿は，運営する本校関係者に力を与えて
くれました。

９月に，平成30年の大島大橋への貨物船衝
突事故における練習船を用いた給水活動に対
して，山口県知事より，瀬戸内の３商船高専
に感謝状が贈呈されました。それも一つの引
き金となって，令和２年度予算に，５商船系
高専の練習船代船に関する調査費的な予算が
計上されています。船齢23歳の広島丸が更新
される目安が見えてきました。数年後に新し
い広島丸を目にすることを期待しましょう。

新しい時代を迎えて，我が国の将来を担う
人財（人材）である学生が育つように，本校
の教育・研究活動への支援を重ねてお願い申
し上げます。

校　長

辻
つじ

　　啓
けい

　介
すけ
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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48人（男
子39人，女子９人）で活動しています。高体
連関係の大会・日学連関係の大会・高専関係
の大会・一般の大会と数多くの試合に参加し
ています。

今年の活動成績を，高体連関係の大会，高
専関係の大会，日学連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県総合体育大会（学校対抗の部）：６月１
日（土）・２日（日）にびんご運動公園で開催さ
れ，男子が４位に入りました。
②中国高校卓球選手権大会：６月14日（金）
－16日（日）に広島市安佐北区スポーツセン
ターで開催され，学校対抗の部に男子が出場
しました。
③県新人大会（学校対抗の部）：11月９日

（土）・10日（日）に三次カルチャーセンターで
開催され，男子が５位に入りました。
④前年度末になりますが，全国高校選抜シン
グルス（２部）：３月25日（月）－28日（木）に
北九州市総合体育館で開催され，烏田幸君流
通（３年，当時流通２年）が出場し，見事優
勝しました。さらにこの優勝により，今年度
12月７日（土）にリーガロイヤルホテル広島で
開催された公益財団法人広島県体育協会表彰
式に体育賞（全国優勝個人の部）を受賞しま
した。
（２）高専関係の大会（1～ 5年生出場）
①中国地区高専大会：７月５日（金）－７日（日）
に東広島運動公園で開催され，団体戦は男子
が優勝（男子10回目），女子も準優勝と健闘
しました。個人戦では，男子シングルスで飯
田慎吾君（流通５年）が準優勝，女子ダブル
スで山村杏奈（流通５年）・吉村奈々子（流
通４年）組が準優勝しました。

②全国高専大会：８月23日（金）－25日（日）に
米子産業体育館で開催され，男子団体は決勝
戦で同じ中国地区代表の米子高専を倒し優勝

（Ｖ６）することができました。個人戦では，
男子シングルスで飯田慎吾君（流通４年）が
優勝と，最後の大会を２冠で締めくくりまし
た。

大会当日は差入れや応援をしていただきま
した。選手も本校を卒業された先輩方との大
きな繋がりに感動しておりました。心から感
謝申し上げます。

当日は，本校卓球部ＯＢ・ＯＧも大勢駆け
つけて応援してくれました。今年の男子団体・
個人の優勝も先輩・後輩の絆が大きな支えに
なりました。
（３）日学連関係の大会（4・5年生出場）
①全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部：
10月24日（木）－27日（日）に京都府立体育館で
開催され，中国学生選手権秋季大会を３位通
過した飯田慎吾君（流通５年）が出場しまし
た。 
②オール西日本大学卓球選手権大会・個人の
部：12月13日（金）－15日（日）に犬山市体育館
で開催され，中国学生選手権秋季大会を通過
した飯田慎吾君（流通５年）と澤岡将伍君（流
通５年）が出場しました。

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。この努力の過程の中でい
ろいろなことを経験し，人として大きく成長
してくれることを願っております。今年度は
長年卓球部を支え，そして現在の卓球部を作
り上げた瀧口三千弘教員が退職されます。バ
トンタッチされる顧問一同は不安だらけです
が，今後ともよろしくお願いいたします。

卓　球　部
全国高専大会優勝（Ｖ6 ）報告等
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全国高専大会：男子団体決勝戦前の円陣

全国高専大会：参加者全員にて

全国高専大会：瀧口教員と

広島県体育協会からの表彰状とメダル

県総合体育大会（学校対抗の部）

県新人大会（学校対抗の部）

 全国高専大会：男子団体決勝戦前の整列
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電子計算機研究会
高専プロコン全国大会特別賞

電子計算機研究会では，ゲームやアプリ
ケーションなどのプログラム制作や，コン
ピュータを使ったものづくりを行っていま
す。そして，その成果を各種コンテストに応
募しています。

今年度は，第30回全国高等専門学校プログ
ラミングコンテスト（高専プロコン）都城大
会において，藤井志帆（流通５年）， 泉　瑞
希（流通４年），稲田　丈（流通４年），向山
麗（流通４年），保岡直登（流通４年），里村
仁華（電子１年）の６名が取り組んだ「アリ
スteaパーティー」が，特別賞と企業賞（N
ＳＤ賞）を受賞しました。

高専プロコンとは，全国の高専の学生が集
まり，自分たちの情報技術や創意工夫を凝ら
したモノづくりで競い合うコンテストです。

アリスteaパーティーは，うさぎが話す
でたらめな昔話のタイトルを当てるクイズ
ゲームを通し，「不思議の国のアリス」の終
わらないお茶会を体験できるシステムです。
ディープラーニングの技術を使った昔話の自
動生成・答えの算出・文章校正や，リア投影
できる机型のスクリーンの作成，会話をベー
スにしたゲームシステムによって，アリスの
魅力である言葉遊びやお茶会の雰囲気を堪能
する事ができます。

泉瑞希学生（流通４年）の感想

私たちは部活動の合間にリフレッシュタイ
ムとしてお茶を楽しんでいます。そんなお茶
の時間をもっと楽しく，ずっと続けていたい
と思い，不思議の国のアリスの終わらないお
茶会を連想し，アリスteaパーティーを開発
しました。その中で，ディープラーニングの
技術によってAIを作成したり，音声認識技
術を用いてうさぎさんと会話できるようにす

るなど，最先端の情報技術に触れることがで
きました。

高専プロコンでは特別賞と企業賞という素
晴らしい賞をいただくことができ，支えて下
さった方々にとても感謝しています。
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卒業生受賞者

平成30年度
１．学　外
電気・情報関連学会中国支部

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 古澤　優希
流通情報工学科 高重　賢生

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 青山　　舜
電子制御工学科 一場　悠仁
電子制御工学科 金田　晋治
電子制御工学科 濱中悠宇磨
電子制御工学科 古澤　優希
電子制御工学科 森山　千寛

功労賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 宮永　　潤
電子制御工学科 森清　竣也
電子制御工学科 青山　　舜
電子制御工学科 一場　悠仁
電子制御工学科 河野　龍紀
電子制御工学科 矢山　伴紀
電子制御工学科 渡邉　裕太
電子制御工学科 稲垣　悠也
電子制御工学科 正藤　一樹
流通情報工学科 安森　琢真
流通情報工学科 楢原　皓太
流通情報工学科 稲田　冴紀
流通情報工学科 大坪　尚希
流通情報工学科 後藤こころ
流通情報工学科 吉田明日香
流通情報工学科 伊達あゆみ
流通情報工学科 奥本　茉奈

産業システム工学専攻 檜垣　　龍
産業システム工学専攻 黒野　　圭

令和元年度
１．学　外
一般社団法人　全日本船舶職員協会

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 梶井　桃衣
商船学科機関コース 渡邉　哲矢

公益財団法人　海技教育財団

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 村上　大河
商船学科機関コース 金本　翔馬

公益社団法人　日本航海学会

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 溝田　直音

公益社団法人　日本船舶海洋工学会

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 松本　華澄
商船学科機関コース 内田　陽良

公益社団法人　日本マリンエンジニアリング学会

学　科　名 氏　名
商船学科機関コース 呉李　　寅

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 山本帆ノ風

功労賞
学　科　名 氏　名

商船学科機関コース 呉李　　寅
商船学科機関コース 内田　陽良
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在学生表彰
  ●令和元年度クラブ活動等における　　　
  本校功労賞受賞者・受賞団体（前期）

●特別功労賞

大　　　　会　　　　名 種　　　　目 成績 クラス 氏　　名 日付

第46回全国高等学校選抜卓球大会 卓球男子シングルス 優勝 流通３年 烏田　　幸 ３月26日

●功労賞

大　　　　会　　　　名 種　　　　目 成績 クラス 氏　　名 日付

平成31年度
広島県高体連尾三地区春季総体

剣道部 団体（男子） 優勝 団体（男子） ４月21日

剣道部 団体（女子） 優勝 団体（女子） ４月21日

剣道部 個人（女子） 優勝 流通２年 山田珠里佳 ４月21日

県総体尾三地区大会
卓球部 団体（男子） 優勝 団体（男子） ４月28日

卓球部 団体（女子） 優勝 団体（女子） ４月28日

県選手権尾三地区大会

卓球男子ダブルス 優勝 流通２年 小林　洋輝
満永　　遼 ４月20日

卓球男子シングルス 優勝 流通２年 小林　洋輝 ４月20日

卓球女子ダブルス 優勝 流通１年 面田　莉奈
栗栖　理子 ４月20日

第65回
中国地区高等学校剣道選手権大会 剣道部 個人（男子） 出場 商船３年 大串　龍翔 ６月15日

第66回
中国高等学校卓球選手権大会

卓球部 団体（男子） 出場 団体（男子） ６月15日

卓球男子ダブルス 出場 流通２年 小林　洋輝
満永　　遼 ６月14日

卓球男子ダブルス 出場 電子２年 西原　佳佑
福岡　　隼 ６月14日

卓球男子シングルス 出場 流通３年 友岡　治登 ６月16日

卓球男子シングルス 出場 流通３年 烏田　　幸 ６月16日

第71回中国卓球選手権大会

卓球男子シングルス 出場 流通５年 飯田　慎吾 ６月30日

卓球男子シングルス 出場 流通３年 烏田　　幸 ６月30日

卓球男子シングルス 出場 流通２年 小林　洋輝 ６月30日

第55回
中国地区高等専門学校体育大会

卓球部 団体（男子） 優勝 団体（男子） ７月７日
陸上競技部
　女子砲丸投 優勝 流通４年 吉村　　岬 ７月６日

第54回
全国高等専門学校体育大会

卓球部 団体（男子） 優勝 団体（男子） ８月24日

卓球男子シングルス 優勝 流通５年 飯田　慎吾 ８月25日
第69回
尾三地区高校対抗選手権大会

陸上競技部
　男子110ｍＨ 優勝 流通３年 菊本　悠太 ７月29日

第60回尾三地区新人選手権大会

陸上競技部
　男子ハンマー投 優勝 商船２年 溝田　　響 ８月31日

陸上競技部
　男子砲丸投 優勝 商船２年 溝田　　響 ９月１日
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クラブ紹介

フライングディスク同好会は平成28年度に
発足した同好会です。フライングディスクの
競技の一つである「アルティメット」がニュー
スポーツとして，平成27年度の本校の体育の
授業で取り上げられたことがきっかけで，当
時２年生だった学生たちが興味を持ち，同好
会を結成することになりました。

フライングディスクとは，いわゆる“フリ
スビー”と呼ばれるプラスティック製の円盤
のことです。1940年代にアメリカで生まれた
スポーツです。本同好会では，世界公認11種
目のうちの一つであるアルティメットの練習
を中心に活動しています。

アルティメットは，各７人からなる２チー
ムが100m×37mのコートでディスクを味方
どうしでパスしながら運び，敵のエンドゾー
ンで味方からのパスをキャッチすると点を得
られます。サッカー・バスケットボール・ラ
グビー等とは異なり，ディスクを持った選手
は，パスをするまでその場から移動すること
はできません。前に進むにはチーム全員の
連携が必要となります。また，Spirit of the 
Gameの精神に基づき，試合には審判を置か
ず，全員がルールを熟知してフェアなプレー
をすることを求められていることも特徴で
す。

令和元年度は，本同好会には４年生２人，
３年生３人，２年生１人，１年生12人の計18
人が在籍しています。そのうち女子学生が３
人です。全員が本校入学後にアルティメット
を始めました。 

練習は毎週月～木曜日に学校のグランドで
おこなっています。ディスクを投げる練習・
キャッチする練習・走る練習など，基礎的な
ことを繰り返しています。大会が近づくと，

試合形式の実践的な練習も取り入れていま
す。 

出場する主な試合は，毎年５月に開催され
る中四国オープンアルティメット大会（倉
敷）と11月に開催される中四国アルティメッ
ト大会（広島）です。どちらの大会も，大学
生や社会人チームが多数出場します。社会人
チームには競技経験が長い人が多いため，そ
のようなチームに勝つことは簡単ではありま
せん。今は，年齢の近い大学生チームに勝つ
ことを目標に練習に取り組んでいます。

社会人チームの中には元日本代表選手・全
日本学生選手権優勝等の経験を持つ方もお
り，直接指導をしてもらうこともあります。
そのような方々から刺激を受け，世界大会の
選考会に挑戦する学生も現れました。

試合で勝つことを目標にしながら努力する
とともに，敵味方に関係なく選手全員に敬意
を持ちながら，フェアプレーができる選手に
なるための土壌がフライングディスクにはあ
ります。大会で勝てるチームになるには，ま
だまだ時間はかかりそうですが，大学生や社
会人チームの人たちと交流しながら人として
成長する学生たちの応援を今後ともお願いい
たします。

令和元年11月中四国アルティメット大会

●●● フライングディスク同好会 ●●●
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クラブ紹介

硬式テニス部は現在男子12名，女子９名，
マネージャー２名の計23名で活動していま
す。練習は月曜日から金曜日に行い，上級生
が中心となり進めています。部員はほぼ硬式
テニス未経験者で構成されており，ソフトテ
ニス経験者かテニス競技自体初心者ですが，
日々の練習によって一歩一歩上達していく姿
が見られます。主な出場試合は，中国地区高
専大会や呉高専で開催される高等専門学校・
工業高校テニス交流会，竹原市テニス協会主
催のシングルス大会です。今年度の中国地区
高専大会では女子ダブルスにて２ペアが初出
場ながらに３位と４位という成績を納めるこ
とができました。

今年度は部員の多くを占めていた昨年度の
５年生の卒業や，途中入部の部員の増加によ
り，部活動の雰囲気も大きく変わりました。
そのため，どうすれば部員が活動しやすくな
るのか，楽しく活動できるのかについて考え
る機会が多くありました。お互いに手探りな
がらではありましたが，部員それぞれが硬式
テニス部の在り方について考えることができ
た年になったと思います。

また，中国地区高専大会でテニス会場の運
営校にあたり，大会運営を行ったことは部活
動として大きな経験になりました。顧問，部
員ともに初めての大会運営でわからないこと
が多く，学校の職員の方や他高専の顧問の先
生方にも支えていただきながらの運営になり
ました。その中で，部員はSCU（ソロチェア
アンパイア）や試合状況の伝達などそれぞれ
が役割を果たし，仲間と協力して自分に責任
をもってやり遂げることを学びました。

今後は，今年度経験したことを踏まえ，部
員にとって居心地の良い部活にできるよう全
員で協力して硬式テニス部を持続できるよう
頑張ります。そして，部員たちで教え合い，
助け合いながら日々の練習に取り組み，もっ
とテニスのことを好きになって楽しんで活動
していきたいと思っています。

中国地区高専大会団体戦の様子 中国地区高専大会女子ダブルス出場メンバー

●●● 硬式テニス部 ●●●
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ソフトテニス部は，１～５年生男女合計約
30名が在籍し，オムニコート２面で練習して
います。男子と女子で分けることなく，練習
は男女合同で行っています。女子は力強い男
子のボールを受けたり，打ち合ったりするた
め，当然それなりの力がつきます。

ソフトテニス部は高校体育連盟に加入して
いるため，高校の大会にも出場することがで
き，高専の大会や練習試合も併せて，年間多
くの試合を消化することになります。高専生
は，普通の高校生と比べて，試合で経験を積
む機会が多いという点で有利と言えます。

ソフトテニス部の年間の試合スケジュール
は，以下の通りです。

＜高校体育連盟の大会＞（１～３年生）

４月中旬　広島県春季選手権大会（県大会）
４月下旬　尾三地区総合体育大会
６月上旬　広島県総合体育大会（県大会）
８月上旬　尾三地区夏季選手権大会
９月上旬　尾三地区新人選手権大会
11月上旬　広島県新人選手権予選（県大会）
12月下旬　尾三地区インドア選手権大会

＜高校体育連盟の練習試合＞（１～３年生）

５月下旬　尾三地区強化練習会
10月下旬　尾三地区強化練習会

＜高専の大会＞（１～５年生）

　６月中旬　弓削戦（２校定期戦）
　７月上旬　中国地区高専大会
　８月下旬　全国高専大会

＜高専の練習試合＞（１～５年生）

６月下旬　中国地区高専合同練習試合

高専大会は，上級生主体でのチーム構成と
なりますが，実力によっては，１年生から出
場することも可能です。

練習や大会以外では，高専大会や合宿後に
打ち上げ（バーベキューや焼き肉など）をす
ることもあります。10月下旬の商船祭では，
クラブバザーで屋台を出しています。その年
の３年生が主体となってメニュー決めや仕入
れ，ポスター作製等を行い，当日は部員全員
で調理・販売を行っています。その他にも，
新入生へのクラブ紹介の考案や，消耗品購入
のための予算要求書作成などがあります。

このように年間を通して練習・試合・各種
イベントがあり，精力的に活動しています。

クラブ紹介
●●● ソフトテニス部 ●●●
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英会話部は，令和元年度の所属部員数は，
５年生８名，３年生４名，２年生３名，男女
比では，男子８名，女子７名の部活です。

現在は主に毎週月曜日，火曜日に活動を
行っています。

月曜日は，授業終了後に様々な英語に関す
るレッスンを行っています。

火曜日は，昼休みの15分間に本校外国人講
師のカレド先生との“English Session”で，
毎回様々な話題について楽しく活発な会話を
行っています。

通常の授業の枠ではどうしても人数の制約
があり，のびのびと会話を行う事が難しい面
がありますが，部活動という少人数の環境で
学生の皆が英語に親しめる環境を作りたいと
考え活動しています。

グローバル化が叫ばれるなか，外国語とり
わけ英語の重要性は高まる一方です。

また，本校の三学科（商船，電子，流通）
いずれの学科の進路先となる業種職種でも，
現在国際展開を行っている企業への就職が多
く，また，進学先の卒業後の就職先において
も，国際展開を行っている企業への就職が多
い状況にあります。おそらく，現時点で国際
展開を行っていない企業でも今後グローバル
展開を行うことになるでしょう。

学生にとって，グローバル時代で活躍する
素養を身に着ける事は，直近の現実的な課題
となっています。

例えば大学入試センター試験の後継試験で
ある大学入学共通テストでも活用されると
いうことで一躍知名度を上げた（その後少
なくとも来年度の採用は見送られましたが）
TOEIC試験などは，従来の文法・語彙力重
視から，会話力，広い意味でのコミュニケー

ション力を重視しており，また，実際のビジ
ネスの現場でもこの能力は必要性が高いもの
です。普段の生活の中でこのように英語など
の外国語と接する環境を作ることで，違和感
なくその言語を自分自身のものとすることが
出来ると考えます。

また，近年では高専機構全体としてもグ
ローバル化を推進しています。本校は単独で
も十数年来フィリピンの協定校との交流を
行っており，協定校の学生の短期留学を受け
入れる際には，英会話部の学生が積極的に携
わり，学生たちもグローバル化の波を肌で感
じています。

更に，第四ブロックの他高専との連携で他
高専主催の海外研修に参加する学生も増えつ
つあり，こちらの語学研修などにも積極的に
参加しています。

これらを背景に，英語をはじめとするグ
ローバル時代に必要な素養を身に着ける事が
出来るよう，活動を行って参ります。

クラブ紹介
●●● 英会話部 ●●●
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種　　目 成績 クラス 氏　名

卓球男子団体 優勝

流通５年 飯田　慎吾
流通５年 澤岡　将伍
電子５年 小寺　智也
流通３年 烏田　　幸
流通３年 友岡　治登
電子２年 西原　佳佑
電子２年 福岡　　隼
流通２年 小林　洋輝

陸上競技女子砲丸投 優勝 流通４年 吉村　　岬

種　　目 成績 クラス 氏　名

卓球男子団体 優勝

流通５年 飯田　慎吾
流通５年 澤岡　将伍
電子５年 小寺　智也
流通３年 烏田　　幸
流通３年 友岡　治登
電子２年 西原　佳佑
電子２年 福岡　　隼
流通２年 小林　洋輝

卓球男子シングルス 優勝 流通５年 飯田　慎吾

クラブ活動等の活動報告（抜粋）

●第55回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）成績優秀者・団体
期日：令和元年７月５日（金）～７日（日）

●第54回全国高等専門学校体育大会（夏季大会）成績優秀者・団体
期日：令和元年８月17日（土）～９月１日（日）

●第46回全国高等学校選抜卓球大会
期日：平成31年３月28日（木）

シングルス（２部）
優勝
　流通２年　烏田　幸　　　　　　　　　　　　

●第101回全国高等学校野球選手権広島大会
期日：令和元年７月18日（木）

２回戦敗退
　如水館14－０広島商船
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●第54回全国商船高等専門学校漕艇大会
期日：令和元年７月14日（日）～15日（月）　　主幹校：富山商船高等専門学校

・Ａチーム　09：03.9　２位
・Ｂチーム　09：23.3　２位

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2019中国地区大会
期日：令和元年10月27日（日）　　会場：山陽小野田市民体育館（山口県）

・Ａチーム【北風と太陽（キタカゼトタイヨウ）】
　１回戦敗退　　　　　　　　　　　　　　
　　電子５年　伊藤　　翼
　　電子５年　紀之定幸世
　　電子５年　工藤　大夢
・Ｂチーム【稲荷参（トウカサン）】
　１回戦敗退・特別賞（東京エレクトロン株式会社）
　　電子３年　厚地　一喜
　　流通２年　山﨑　　毅
　　商船２年　姥迫竜ノ介

●全国高等専門学校第30回プログラミングコンテスト
期日：令和元年10月13日（日）～14日（月）　　会場：都城市総合文化ホール（宮崎県）

・自由部門【アリスteaパーティー】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　特別賞・企業賞（株式会社ＮＳＤ）
　　流通４年　泉　　瑞希
　　流通４年　稲田　　丈
　　流通４年　向山　　麗
　　流通４年　保岡　直登
　　電子１年　里村　仁樺

●第35回中国地区高等専門学校英語弁論大会
期日：令和元年11月2日（土）～３日（日）
会場：山口大学工学部Ｄ講義棟（山口県）

・暗唱部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　優勝
　　商船１年　鞍田　柚菜
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今年の学生会の活動としては各局で新たな
取り組みを行いました。

今年から発足された自治局では挨拶・交通
整理運動を実施しました。昨年まで，登校し
てくる学生たちと顔を合わせ，挨拶を交わす
だけでしたが，今年度から今まで自転車の盗
難事件が相次いでいたため駐輪場の整理の業
務を追加し，自転車の施錠を促しました。活
動開始当初は鍵の施錠をする学生が少なかっ
たものの根気強く注意喚起を行うことで現在
では多くの学生が施錠をすることで自転車の
盗難防止へと繋がりました。

体育局は，クラスマッチでは例年通りの競
技種目を数種類とその時期に世間ではやって
いた「気配切り」などを取り入れたことで，
マンネリ化してしまっていた学生達の参加意
欲を少しでも改善させるための考えを取り入
れました。

文化局では季節ごとのイベントに合わせ，
学生たちも気軽に楽しめる様な飾りつけ，参
加イベントなどの催しを行いました。６月の
梅雨の時期には俳句を一句読んでみることや
７月には小ぶりな笹を用意し短冊に願い事を
書いて吊るし，12月にはもみの木を用意しク
リスマスを感じさせるクリスマスツリーを本
校一階に飾りつけを行うなど，島の中で過ご
す寮生でも季節のイベントを味わいやすい環
境づくりを行いました。

広報局では今までは非公式ではあったもの
のSNSを使った学生会の活動報告を上げてい
ましたが，堅苦しいイメージが強かったこ
と。また，学校内でも学校外でも我が校で過
ごす学生たちの様子がわからないことが多い
のではないかと考え，今年から活動を始めた
写真で伝える普段の学生の姿をSNSにアップ
することで学校内でもその話題を共有したり

し，学校外では我が校について少しでも興味
を持ってもらったりしてもらうことで多くの
人に広める活動を行いました。

最後に会計局では，活動自体に大きく変化
をもたらしたわけではないのですが，各局が
学生たちのための活動をしやすくするために
必要なお金を勘定し，目立つことは少ないで
すが重要な役を担いました。

我々の代での活動はこれで終わりになって
しまいますが，来期の学生会の学生達がこれ
までの下積みを活かし，さらなる発展を行っ
てくれることを期待しています。

学生会　広報局局長　　　　　　　

流通４年　矢山　若菜

学生会活動

令和元年度学生会執行部メンバー
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広船新聞発刊のご案内
広船新聞編集委員会は，学生会の特別委員

会として，会員の学生活動の広報等を目的に
平成31年３月に発足しました。
「広船新聞」は，広島商船高等専門学校の

公器として，学生と地域の方々を中心とした，
本校に関わる全ての人々を「新聞」という媒
体を通して結ぶことを使命としている学校新
聞です。今年度，「広船新聞本紙」５刊，「広
船新聞短報みにせん」２刊を刊行しました。

本委員会は現在，３年生までの編集委員が
13名，４年生以上の委員が３名です。３年生
までの編集委員が，企画・取材・記事執筆・
編集・校正までを一貫して行い，４年生以上
の学生は，３年生までの編集委員の指導を
行っています。

紙面内容の充実と品質の向上を目的に，本
紙制作以外に２つの活動を行っています。１
つ目に他の高校の新聞部の交流，２つ目に新
聞取材遠征合宿です。

第一の他校新聞部との交流として，令和元
年度広島県高等学校新聞交流会に参加しまし
た。広島県の４校の新聞部の部員と，中国新
聞広島制作センター（ちゅーぴーパーク）と
平和記念公園へ取材に向かいました。

取材後，手作り新聞を作成するものであり，
編集委員の一人が，交流会をこのように振り
返っています。
「自分が遅いだけなのかもしれませんが皆

さん作業が早かったです。もっと早く記事が
書けたら，見直しとかする時間が増えたらミ
スも減り，より良い新聞になったと思いまし
た。自分に足らないものを見つけられるいい
機会になりました。大切にしていることがそ
れぞれの高校で違ったり，色んな記事の見方
があったりしてとても面白かったです。個性
は活かしながら悪い所をこれから直していけ

新聞交流会で他校と喧々諤々と議論

たらと思います。」

第二に，新聞取材遠征合宿では，大久野島・
大三島で地域課題・振興活動について２泊３
日の取材を行いました。特に今年度は，変遷
の激しい瀬戸内の塩業について伯方塩業大三
島工場・若手中心の大三島振興に尽力されて
いる伊東塾の拠点，伊東豊雄建築ミュージア
ムへの取材，編集を行いました。今後は，大
三島の地域振興の特長を大崎上島の特長と比
較し，より豊かな地域振興につながる知見を，
本紙を通じて提案し学生活動のヒントとなる
ように活動を続けていきたいと思います。

　　　広船新聞編集委員会委員長　

商船３年　鳥居　幹也
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商　船　祭
僕は，今年度の商船祭実行委員長を務めさ

せていただきました。これまでは商船祭の当
日だけ楽しむだけだったのですが，初めて実
行委員の立場になってみると商船祭の準備の
大変さを身も持って知ることができました。
また，１人では何もできない自分でしたが，
常に周りに助けてもらい，なんとか商船祭を
成功できたと思います。ありがとうございま
した。

実行委員長　余頃　裕紀（電子４年）

私は今年度の商船祭で副実行委員長と兼任
して，イベント係の責任者も務めさせていた
だきました。私は２年生の頃からイベント係
の実行委員となっており今年責任者を担当し
ました。イベントが上手くいくようにメン
バーのみんなと何度も打ち合わせをしたり，
体育館で何度もリハーサルを行いました。本
番では皆さんが楽しいイベントができたと
思っています。上手くいくか不安でしたが，
支えてくださった教員・実行委員の皆さんの
おかげで成功しました。ありがとうございま
した。

また，副実行委員長として実行委員長や各
係のサポートを行い，影ながらですが重要な
仕事を多く任されました。先輩達が今までど
れだけ大変だったかよく分かり，改めて協力
することの大切さを学ぶことができました。
　　　イベント係・副実行委員長

升谷　文香（流通４年）

私は２年間広報を担当し，今年は責任者を
させていただきました。Web版パンフレッ
トやポスター，パンフレットは分かりやすさ
を重視して作ったのでより良いものができた
と思います。また今年は多くの企業にご協賛
いただき素晴らしいパンフレットやポスター
を作成することができました。

広報係　吉村　奈々子（流通４年）

私は今年度の商船祭で，会計係の責任者を
務めさせていただきました。私は学科展示な
どの他の仕事も忙しい中，商船祭の実行委員
になること自体初めてで不安だったのです
が，他の実行委員にも助けられ，なんとか成
功することができました。大変だった分，終
わったあとの達成感は大きく，心からやって
よかったと思えました。良い思い出が出来て
良かったです。

会計係　野中　啓人（電子４年）

私は今回の商船祭で装飾係を務めさせてい
ただきました。装飾物を作る作業では，係以
外の多くの人にも手伝ってもらい完成させる
ことができました。後輩たちが支えてくれた
からこそ達成できたのだと強く感じていま
す。イメージしたものを作るのは，予算や技
術の面でギャップを感じ苦労しましたが，対
策や代替案を考えたりし，達成感を感じると
共に，諦めずに挑戦することの大切さを感じ
ました。

装飾係　大町　歩歌（流通４年）
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私は，今年度の商船祭で装飾の責任者を務
めさせていただきました。大変なこともたく
さんありましたが，後輩の子や他の実行委員
の方の手伝いにより楽しく作業を進めること
ができました。また，自分の足りない所にも
気付け，いい経験ができました。

装飾係　西部　百桃（流通４年）

僕は備品係のトップを務めました。色々頼
りない僕だったと思いますが備品のメンバー
に恵まれなんとか成功させることができまし
た。商船祭を終え，いろいろなことがありな
がらも無事に終えることができ自分なりに成
長できたと思います。本当におつかれさまで
した！

備品係　余頃　智紀（電子４年）

 ２日目に百段階段側にも急遽受付ブース
を設置することになる等の少々トラブルもあ
りましたが，受付担当の皆さんはしっかり挨
拶をし，募金の呼びかけもしてくれていたの
でとても助かりました。来場者の方々にもス
タンプラリーを楽しんでいただけたのではな
いかと思います。

受付係　中畦　由貴（流通４年）

今年度の商船祭ではバサーのトップを努め
させてもらいました。今回の商船祭では様々
なトラブルがありましたが，同じ係の人達が
力になってくれてとても助かりました。改め
て人の上に立つ難しさを痛感することが出来
ました。今回の事を糧に今後も頑張りたいと
おもいます。

バザー係　有馬　航太（流通４年）

今回，駐車場の責任者として商船祭に関わ
らせていただきました。今まで商船祭に係と
して関わることがなく右も左も分かりません
でした。多くの方の協力があり駐車場内での
トラブル等もなかった為，無事駐車場の責任
者としての役目を果たすことができたと思っ
ています。皆様のお陰です。ありがとうござ
いました。来年度も頑張って盛り上げて下さ
い。

駐車場係　髙良　勇気（電子４年）

学校だより2020No62.indd   16 2020/02/20   10:56



広島商船高等専門学校  学校だより　No.62

17

寮生会活動
現在，若潮寮では約400名の学生が共同生

活をしています。私たち寮生会が中心となっ

て安心して楽しく暮らしやすい寮を目指して

います。寮生会の主な活動としては，イベン

トの企画・運営，掃除の指導や駐輪場の整備

など快適できれいな寮づくりを行っていま

す。

イベントではかき氷大会やビンゴ大会，冬

にはクリスマスイルミネーションの飾り付け

など一年を通して様々な取り組みをしていま

す。これからも寮生の意見を参考にイベント

を増やしていきたいと考えています。また若

潮寮では毎日，朝と夜に掃除時間が設けられ

ています。寮生がローテーションで交代しな

がら掃除を行い，寮生会がチェックをしてや

り忘れがないかを確認しています。さらに年

に３回の大掃除を行うことで普段なかなか手

の行き届かないところも掃除して寮の美化に

努めています。

最後に，私にとって寮は生活する場所でも

ありますが協調性や責任観念，礼儀作法など

の資質を高められる学びの場所でもありま

す。寮内での規律やマナーを寮生一人一人が

守ることで互いを高め合い，将来社会人と

なった時，寮生活で養ったことを活かしてい

けるような寮にしていきたいと思います。そ

のためにも寮生会は寮生の模範となると共

に，寮生を支えていく組織でありたいと考え

ています。

女子寮生会長　流通４年　吉村奈々子

かき氷大会

寮内大掃除
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学生寮の現状
高専における学生寮は，技術者教育を支え，

かつ学生の「人間形成の場」として重要です。

規律ある集団生活を通じて，自主的，自律的

な生活習慣の確立と学習意欲の育成，協調性

や相互扶助の精神を育成するなど，学生の学

びの場としてとても大切な場です。

若潮寮では，規律ある集団生活を通じて，

勉学の効果を上げるとともに，次に掲げる資

質を育成することを目的としています。

一．責任観念，実践力並びに指導力

二．自立及び協調の精神

三．時間厳守及び清潔整頓の習慣

四．礼儀作法

平成31年４月に95名（男子76名，女子19名）

の新入寮生を迎え入れ，全寮生数は457名で

のスタートとなりました。

５月には元号が「平成」から「令和」に移

り変わり，令和元年８月に商船学科４年生を

海技教育機構の練習船へ送り出したことに

よって寮生数は少なくなりましたが，約400

名が集団生活を送っています。

４月に入寮した１年生は寮生活にも慣れ大

きな成長が，２・３年生はそれぞれ進級し，

先輩らしくなっている姿が見られます。４・

５年生は，資格試験や就職活動，卒業研究等，

忙しくしている様子で，各自責任を持ち生活

しています。

多くの寮生が，学習面以外においても課外

活動や学生会活動などで活躍しています。充

実した学校生活を過ごす，または，なにか物

事を成し遂げるには，健康的な身体が求めら

れます。勉強が大切なことであるのは当然で

すが，学業以外の活動にも積極的に取り組ん

でもらいたいと思います。

集団生活には，身勝手な行動は許されず，

我慢を強いられるケースが多くあると思いま

すが，ルールの範囲内で，仲間達と工夫し，

協力し合い，多少の不便や困難を乗り越えて

いくことができる強い寮生になってもらいた

いと考えています。

最後になりますが，39年間という長きに亘

り事務職員として若潮寮で業務に携わってこ

られた茶園加苗さんが平成31年３月をもち退

職されたことをこの場を借りてご報告させて

いただきます。茶園さんは愛情深い対応でこ

れまで多くの寮生を社会に送り出してきまし

た。茶園さんは退職されましたが，若潮寮は

今後も変わらぬ手厚い支援を行い「人間形成

の場」としての寮を運営していきます。保護

者の方，学級担任，クラブ顧問，学生相談室，

寮生会などとの連携を心掛け，寮生の成長を

応援していきますのでご支援のほどよろしく

お願いいたします。
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学生の地域貢献活動

●HELIOサマープログラム
６月26日（水），27日（木）の２日間，2019年

度　HELIO（Human Eco logy Lab In 
Osakikamijima）サマープログラムを開催し
ました。

HELIOプログラムとは，世界の大学生が
瀬戸内海を舞台に地球環境，農業，ビジネス，
コミュニティ，エネルギー，平和などについ
て考え，世界とローカルをつなぐ21世紀型教
育モデルを考え，大崎上島から世界に発信す
るものです。

今年度は海外（アメリカ・カナダ・メキシ
コなど）の大学生23名が本校に集まり，本校
学生とのランチタイム交流，北野亮子氏によ
る海藻から作る代替プラスチックを題材とし
た講演会，ワークショップなどを実施し，積
極的に国際交流を行いました。

●慶應義塾大学生との意見交換会
８月２日（金），慶應義塾大学生との意見交

換会を開催しました。
本会は，慶應義塾大学環境情報学部　長谷

部葉子研究会からの依頼により，本校学生と
慶應義塾大学生が離島の活性化，地域連携に
関する意見交換を行い，交流を通して地域へ
の理解や愛着を深め，今後の取組について検
討する機会とすることを目的として開催した
ものです。

本会には本校学生９名，慶應義塾大学学生
10名が参加し，本校澤田副校長，水井副校長
による本校の歴史，地域連携についての講話，
慶應義塾大学　長谷部准教授による域学連携
に関する講話を聴講した後，学生同士の意見
交換会を通して相互に交流を深めました。

本校では，学生の地域貢献活動を推進することにより，教育支援・生涯学習・高齢者支援・障が
い者支援・地域交流・地域人材育成などの事業等，幅広い分野で学生の交流を誘発し，地域の方と
の協働・交流を通じて，学生の学習意欲の向上に加え，他者理解力，課題解決力，マネジメント力
等，社会で活躍するために必要な能力向上に役立てています。
これまで，多くの学生が自主的に地域貢献活動に参加し，上記の社会で必要とされる能力を身に
つけるとともに，地域の活性化に協力することで，地域への郷土愛を育むことができました。
今年度も，地域等が主催する事業を通じて，地域社会との連携及び支援を推進することで，本校
の教育研究の発展に寄与することを目的として学生の地域貢献活動を実施しました。
今年度の学生の地域貢献活動について，主な活動をご紹介します。

学生の意見交換会北野亮子氏による講演会
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●大崎上島町プログラミング教育支援
９月５日（木），大崎上島町プログラミング

教育支援を実施しました。
本事業は，大崎上島町教育委員会からの依

頼により，2020年度からの小学校におけるプ
ログラミング教育必修化に向けて，地域の小
学生34名を対象として実施したもので，今回
の実施に先立ち，地域の小中学校教員26名を
対象としたプログラミング教育に係る研修も
行われました。

当日は本校学生10名が講師として参加し，
加藤メディアセンター長の指導のもと，プロ
グラミングを使って絵を描くなどの学習を
し，参加した小学生からは「お兄さんとお姉
さんが優しく教えてくれて，プログラミング
についてよく分かった」「初めてプログラミ
ングをやってみて，面白かったので，家でも
やってみたい」などの意見がありました。

●ふれあい工房13周年感謝祭
11月16日（土）に開催された，社会福祉法人

大崎福祉会ふれあい工房13周年感謝祭に吹
奏楽部，SES同好会の学生31名が参加し，ス
タッフのご支援をいただきながら，地域住民
の方々との交流を図りました。

ステージイベントの開演を彩る吹奏楽部の
ステージでは，過去のヒット曲から最新曲ま
で３曲を演奏しました。

SES同好会はロボコンワークショップを開
き，来場者の方々は学生達のアドバイスを受
けながらロボット操作を体験し，ロボット製
作技術を活用した自分の名前入りキーホル
ダーを作成していただきました。また，SES
同好会はロボコンワークショップを展開する
傍ら，ボランティアスタッフとして感謝祭運
営にも携わり，貴重な経験となりました。

今回の活動に限らず，地域住民の方々との
交流や大崎上島での経験が，学生達の人生の
礎の一つとなることを願っています。

プログラミング教育支援

吹奏楽部による演奏

ロボコンワークショップ
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各学科の特色ある授業の紹介
商船５年　航海コース　木場　玲奈

１．学科の特色のある授業の紹介

授業では，航海士として船の特性を知るこ
とはもちろん，船に関する法律や運用学，気
象，航海に使う機器の勉強など，多くのこと
を学ぶことができます。座学だけではなく，
ロープワークやシミュレーターを使った操船
演習のほかに，本校の練習船広島丸を実際に
動かす実習もあります。

在学中には，合計一年間の乗船実習があり，
国内だけでなく海外の港にも行くことができ
ます。昨年は帆船日本丸に乗って，シンガポー
ルへ行きました。船酔いなどで辛い時もあり
ましたが，たくさんの仲間に支えられ，一生
の思い出に残るような楽しい実習となりまし
た。

また，同じ夢を志す他の商船高専の学生と
もすぐに仲良くなれます。日本全国にたくさ
んの友達ができるのも，商船学科の強みで
す！

商船学科　航海コース

２．将来の進路等

卒業後の進路は様々ですが，商船学科の学
生の多くは船員の道を選びます。

船員は大きく分けて，外国への輸送を行う
外航船員と日本国内で様々な物資を運ぶ内航
船員の２つに分かれています。加えて，造船
に関わる仕事や船を管理する仕事など，陸上
で海運を支える仕事に就く人もいます。毎日
のように沢山の企業が本校に赴いて，説明会
を開催してくださるので，必ず自分に合った
就職先が見つかるはずです。

さらに，もっと多く学びたい学生は，本校
の専攻科や国立私立大学に進学することも可
能です。

まだ夢が見つからない人も，本校で様々な
経験をするうちに，きっとやりたいことが見
えてくるでしょう。どの進路を選んでも，先
生方がしっかりサポートしてくださるので，
心配ありません！

本校に入ってから毎日新しいことばかり
で，５年間など本当にあっという間です。商
船学科で楽しく充実した青春を送りません
か！
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各学科の特色ある授業の紹介
商船５年　機関コース　内海　光平

１．船上の何でも屋『機関士』を育む『機関

コース』

商船学科には，「航海コース」と「機関コー
ス」の２つのコースがあることを皆さんご周
知のことかと思われますが，恐らく多くの
方々が「船員」と聞いて想像されるだろう船
長・航海士といった役職の人材を育成してい
るのは「航海コース」です。そんな，碧い瀬
戸内海がよく似合う航海コースを余所に，乗
船中はモグラのようにお日様の下にあまり出
てこないばかりか，海よりも機械や計器が友
人である我々「機関コース」の学生を加えた
２コースにより商船学科は構成されていま
す。

さて，我らが機関コースの学生は，船舶機
関士を目指して日々汗水を垂らして勉学に勤
しんでいますが，船の心臓ともいえるメイン
エンジンをはじめとした多くの機器から形作
られている「船」の運航・管理を行うマリー
ンエンジニアになるためには，狭く深いだけ
の勉強では不十分です。

なぜなら，船にはエンジン・ポンプ・配電
盤・ボイラ等々，ここには書ききれない程の
分野を全く問わない，大小さまざまな機器達
がみっしり詰まっており，それらを安全かつ
確実に作動させることが船舶機関士の責務で
あるからなのです。

そうであるからこそ，本校における教育は
機械や装置が動く仕組み・原理を机上にて工
学的視点で学んだ上に，広島丸を筆頭にした，
校内に設置されている機材を実際に用いるこ
とによって，より一層深い理解につながるよ
うに行われているのです。つまり，機械のボ
タンをただ無心に押すだけの“engine near”

商船学科　機関コース

ではなく，自らがとったアクションが何故必
要なのかを考えることができる本当の意味で
の“engineer”を育て上げようとしています。

高専はまさに，技術屋として大成を望む若
者を育てるための教育機関であると，私は強
く思うのですがいかがでしょうか。
２．機関コース学生の進路等

一部の学生が進学を希望する一方，自分を
含む多くの機関コース学生は，就職という道
を選択しています。就職先は船会社に限らず，
船具・舶用機器メーカーといった，何かしら
海と接点がある陸上企業に勤める人も少なく
ありません。船員として働く道だけでなく，
色々な業種で活躍する可能性が与えられてい
るのはやはり，「機関士」としての幅広い教
育を受けてきた賜物だと思います。
「機関士」は機械屋であり，時に電気屋と

なり，はたまたボイラ技士に変身したり，技
術職故に経験がモノをいう，忙しい職業かも
しれません。しかし，「腕におぼえあり」となっ
た暁には，決して器用貧乏などではなく，オー
ルラウンダーな人材として，どのような現場
でも重宝されること間違いなしのはずです。

制御モニターからメインエンジンの調子を確認
する機関科学生の様子を収めた一枚

エンジンの　近くにいる人
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各学科の特色ある授業の紹介
電子５年　タン　チュンヤン

実践的に技術を学ぶ

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。１年生から３年生にか
けて，電子制御に関わる基本的な知識を学び，
実験実習を通して実践的な技術力や創造力を
身に付けることを目標としています。これら
を生かして，４・５年生のものづくり実習や
卒業研究を行います。

ものを作るときに，ただ単に製品を作り上
げるだけではなく，その製品を作る中で，新
しい開発方法を考えたり，性能をより良くし
たりするためには，幅広い知識が必要となっ
てきます。その一つとして，電子制御と呼ば
れる技術が挙げられます。電子制御というの
は電子の力で機械をよりよく動かす技術であ
り，それを実現するためには，電気・電子，
機械，計測・制御，情報の４分野の基礎知識
が不可欠です。この４つの分野について学べ
ることと，それぞれの専門を研究している先
生方がいらっしゃることは本学科の特色だと
思っています。

私たちは３年生で行われた実習で，光セン
サを用いて黒い線で描かれたコースを認識
し，それに沿ってロボットを走らせるプログ

電子制御工学科

ラムを組みました。ベーシックコースを完走
できたら，追加課題としてコース上に置かれ
た段差やゲートなどの障害を検知し，それら
を乗り越えるためにプログラムをどのように
工夫すればよいのかを考えました。何度も何
度も試行錯誤を繰り返して，一つでも障害物
を乗り越えられた時の達成感を今でもまだ
はっきり覚えています。

また，４年生の前期をかけて，ものづくり
の実習を行いました。卒業研究のように各研
究室に配属され，自分たちの力で何かの製品
を一から作り上げました。製品の構想，材料
の選択，そして組み立てまで自分たちの学ん
できたことを生かして完成させました。私は

「浮くライト」というテーマを選びました。
電磁石を制御することによって永久磁石を物
理的な支持を使わずに空中に浮かせるデバイ
スを作りました。また，永久磁石にLEDと
コイルを付けて，無線送電でLEDを光らせ
ました。

このように，電子制御工学科では授業で知
識を学ぶだけではなく，実験実習などを通し
て実践的な技術力も身に付けられます。これ
は卒業後の進路が就職であっても進学であっ
ても，とても役に立つと私は思います。
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各学科の特色ある授業の紹介

１．学科の特色のある授業の紹介

全国に57存在する高専の中で，流通情報工
学科は唯一本校にのみ設置されています。３
年生から情報コースと流通コースに分かれて
授業を受けることが多くなりますが，どちら
のコースでも流通・情報分野の両方を勉強し
ます。

情報コースの授業ではネットワークやデー
タベースなど，様々な授業がありますがその
中でも５年間を通して授業数が多いのはプロ
グラミングです。１年生ではScratchで，２
年生ではProcessingを使ってゲームを作りま
した。３年生からＣ言語が始まり，４年生で
はＣ言語でデータ構造とアルゴリズムのプロ
グラムについて学んでいます。構造体を使っ
たリスト構造やスタックとキューなど，身近
にあるものをコードで見ることがとても新鮮
で，仕組みがわかっていくと普段から周りの
システムを見る目が変わっていきます。授業
が進むほどレベルが上がっているので，時に
は問題に行き詰まることもあります。そのと
きはコードをいじってみたり，友達や先生に
助言を聞いたりして問題を解決しています。
壁を超えれば超えるほど自分の力になってい
くのが感じられるので，プログラミングの勉
強はとても楽しいです。
２．将来の進路等

流通情報工学科の卒業後の進路は，大学や
専攻科へ進学する人と就職する人とに分か
れ，多くの学生が就職します。

就職する場合，就活の方法として就活サー
ビスを使って自分で求人を探す方法と学校に
届く求人から探す方法のふたつがあります。
今年度に学校に届いている求人数は約500社

流通情報工学科

と，学生に対して10倍以上もの企業が高専卒
の学生を必要としています。コース共通だけ
でもＩＴパスポート，日商簿記，秘書検定，
ワープロ検定などの授業があり，在学中に取
得できる資格の種類が豊富なので様々な業種
にアプローチしやすいという特徴がありま
す。流通・情報業界以外へ就職した広島商船
卒の方もいます。

進学する場合には公立大学や私立大学の他
に，豊橋または長岡技術科学大学や本校の専
攻科への進学・編入が選択肢に入りやすいで
す。技科大や専攻科は高専卒の学生を主に受
け入れているので高専の延長のように学び続
けることができます。

このように本学科は，就職先と進学先の選
択肢が多く自分のやりたいことがしやすいの
で就職率100％を誇っています。

Arduino 演習

Processing で制作した作品
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広島丸の活動
校内練習船である広島丸は，実海域で船員

教育を行う高度な教育施設です。将来の船長・
機関長等を目指す学生に対して，『教室で学
んだ内容を船上で実地に経験することを繰り
返し行う』ことで理解を確実なものにします。
また，15歳で入学する学生や小中学生などの
青少年に，基礎的な慣海（海に慣れ親しむ）
性を身に着ける，という二つの大きな教育的
な目的があります。広島丸は，高専の大きな
目的である実践的な技術者育成を行う，非常
に有効な教材となっています。　

1996年11月７日に進水（広島丸の誕生日）
した広島丸は23歳になりました。船乗りの卵
を優しく育てるマザーシップとして瀬戸内海
をホームグラウンドに日々活躍します。

１．練習船実習
今年度は以下の計画で実習を行いました。
台風の影響で日程調整が必要なこともあり

ましたが，概ね天候に恵まれて穏やかな航海
でした。寄港地では，大型船の見学や職業観
を養うために，船舶検査官・外国船舶監督官
の講話，運輸安全委員会での講話，卒業生（船
会社人事担当）の講話を行いました。
４月　航海コース３年　高松・大阪・土庄東
　　　機関コース３年　別府・別府・伊予
６月　機関コース５年　神戸・神戸・土庄東
　　　航海コース５年　大阪・大阪・土庄東
　　　機関コース４年　徳島・丸亀
７月　航海コース４年　高松・土庄東
10月　機関コース３年　土庄東・丸亀
　　　航海コース３年　別府・別府
11月　機関コース５年　別府・別府・伊予
　　　航海コース５年　神戸・神戸・土庄東

大阪港入港

航海実習の様子

２．地域貢献（船上教室など）　
広島丸を活用した社会貢献（体験航海：尾

道など・地域連携事業（船内見学など）・広
報活動（高専フェア：宮崎・大阪）・共同研
究（三原市・企業）なども行っています。近
隣の小学校と連携した出前授業・船上教室な
ど海洋体験授業も行いました。専門技術講座
として東広島市消防局大崎上島消防署との合
同訓練や技術提供も行っています。

環境教育や社会規範の遵守精神のため，寄
港地での岸壁清掃，練習船桟橋付近の通学路
の清掃と声かけ活動の実施，また，地域や学
生の保護者からいただいた「こいのぼり」を
泳がして，地域の子供達や学生が元気に目標
へ向かうことを願っています。

救命講習 体験航海

広島丸乗組員で毎年 『トライ・ザ・セーフ
ティ in ひろしま』に参加しています。

今後も，広島丸の安全運航，学生が安全に
実習を行うための環境作りに励みます。

優雅に泳ぐ
　「こいのぼり」
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国際交流室活動
国際交流室は，国際化に対応できるグローバルエンジニアを育成するために，また，教職員の国
際交流を推進するために，外国人留学生交流， 日本人学生交流及び学術交流の３部門に分けて国際
交流事業を行っています。

【外国人留学生部門】

本校への留学生には，３年次から本科へ編
入学する留学生が円滑な学生生活を送ること
ができるように，留学生１名に教員メンター
１名と学生チューター１名を配置し，様々な
支援を行っています。

【日本人学生交流部門】

学生交流としては，海外の学術交流協定校
（フィリピン）での約２週間の語学研修を実
施しています。英語のみの環境で，英語の必
要性を実感するだけでなく，国際的な視野を
身につける研修となっており，今年度は22人
が参加しました（図１）。

【学術交流部門】

海外学術交流協定校からの学生を短期留学
として受け入れています。本校の学生たちに
とっても国際交流を実践する機会であり語学
力を試す好機となっています。平成29年度に
はフィリピンの協定校から12名の学生と２名
の引率教員，平成30年度には４名の学生，今
年度は２名の学生を受け入れ，本校の授業へ
の参加，学生達との交流活動を行いました。

短期留学生は，本校及び地元小学校での日
本の学校の体験，中国地区高専ロボコン応援
観戦，学生たちの案内で広島市内や竹原市内
を見学しました（図２）。

文末の英文は，修了式での短期留学生のス
ピーチです。

図１　語学研修の修了式（令和元年８月）

図２　短期留学生の小旅行（令和元年11月）また，日本郵船との連携事業「郵船みらい
プロジェクト」の一環として，フィリピンの
商船大学（NYK-TDG Maritime Academy）
に商船学科の学生を派遣し，授業や学生寮の
居住も現地の学生にまじって10日間に及ぶ授
業体験研修を行います。今年度は３人の学生
と引率教員１名が参加しました。
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My 12 days in Osakikamijima, Hiroshima 
in Japan has been an amazing experience. 
Hiroshima College became our home, and 
everyone here became our family.

I would like to express my deepest 
gratitude to all the people behind this 
program. First, to the President of the 
National Institute of Technology, Hiroshima 
College, Dr. Tsuji, thank you for your 
warmest welcome and for everything we 
had experienced during our stay. We know 
you, together with Dr. Narikiyo and Dr. Lei 
had made this Short Exchange Program 
possible. Dr. Lei, you have been taking care 
of everything for us even before we arrived, 
thank you so much! You＇ve been with us 
throughout the program and I＇m truly 
grateful for everything. To all the teachers 
and professors, especially those whom we 
have attended their classes, thank you so 
much for sharing your knowledge to us, 
and of course for exerting extra effort to 
speak in English just for us to understand. 
To all the students who became our friends, 
and our family here in Japan, thank you so 
much for making us feel that we belong, 
regardless of our nationalities. Thank you 
for all the memories we had, we will surely 
bring it with us wherever we go. 

As the program of 2019 is about to end, 
I＇m grateful to be one of those few chosen 
students from the Philippines to experience 
an unforgettable trip. From our fi rst day till 
the last, we continuously learn something 
from everyone. To be honest, it＇s hard for 
me to leave Japan. It has been a home for 
me already, and everyone here inspires me 
to be a better version of myself every single 
day. Dr. Tsuji and the whole Hiroshima 
College, thank you for an unforgettable 21st 
birthday! The land of the rising sun, my 
second home, thank you so much!

Speech at the Closing Ceremony
Micah Ezra P. Castro (EAC)

【その他】

平成22年に津山高専が主幹校となり設立さ
れた中国地区高専学生国際交流支援コンソー
シアムがあります。設立時より中国地区高等
専門学校海外合同研究発表会が開催されて
いましたが，今年度は海外協定校の都合に
より開催が中止となりました。本校からは，
ほぼ毎回参加しており，「Best Presentation 
Award」を２回受賞しました。また，「グロー
バルリーダー育成塾」に本校の留学生及び学
生が参加し，中国地区高専の留学生及び日本
人学生が体験した異文化について語り合い，
コミュニケーション能力を高める活動に参加
しました（図３）。

また，高専機構本部，グローバル高専事業
第４ブロック（中国四国地域），広島県等が
主催する様々な海外インターンシップや海外
研修プログラムの募集が年々増えており，今
年度は，２名の学生がタイ王国で開催された
ISTS2019に参加し，研究発表や海外の学生
達との交流を図り，１名の学生が広島県青少
年交流団四川省派遣事業に参加し，ホームス
テイ等を通じて現地の高校生との交流を深め
ました。その他，学生１名が「トビタテ留学
JAPAN」プログラムに採択され，オースト
ラリアに約３週間留学し，語学勉強及び海外
企業訪問を行いました。

（国際交流室長　雷　康斌）

図３　育成塾での研修発表（令和元年10月）

学校だより2020No62.indd   27 2020/02/20   10:57



広島商船高等専門学校  学校だより　No.62

28

●入学式（4 . 7）

柔らかな日差しの中，商船学科42名，電子制御工学科43名，流
通情報工学科43名，編入学生１名，専攻科産業システム工学専攻
６名が入学しました。

辻校長の「国際社会で活躍できる財産としての人財になること
を目指してください」という式辞と，白濱学生会長の「楽しく充
実した学校生活を一緒に送りましょう」という歓迎の挨拶があり，
続いて流通１年　梨和日向さんが新入生総代として「学則を守り，
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
することを誓います」と宣誓しました。

●大崎上島中学校研修受け入れ（4 . 25 ～ 26）

大崎上島中学校の１年生42名の宿泊研修を受け入れました。研
修では，カッター訓練や学生寮での食事体験等を実施しました。

カッター訓練では晴天の中，一生懸命漕ぎながら，皆で力を合
わせる大切さを学んだように感じられました。

●救急救命講習会（6 . 26）

本科１年生及び２年生を対象に「救急救命講習」を体育の授業
の一環として，地元大崎上島消防署の協力を得て実施しました。

簡易型模擬人体を使い，気道確保・人工呼吸・心臓マッサージ
（胸骨圧迫）訓練，AEDの使い方や実際に使用しての訓練などを
行いました。

学生達は，署員の指導のもと真剣な表情で取り組んでいました。

●公開講座（7 . 27）

７月27日に小中学生を対象とした「商船学科公開講座
～あつまれ船長・機関長！ 2019 ～」を実施しました。
県内外の小中学生16名と保護者17名が参加しました。

練習船広島丸で尾道港を出港し，船内でエンジン始動
見学，操舵・ロープワーク体験等を行いました。大崎上
島到着後，本校の学校説明を行い，商船学科の学生と一
緒にシーカヤック体験を行いました。

当日は風が強く，操縦も難しい状況でしたが参加者同
士で協力しながら楽しんでいました。参加者は今回の体
験で海や船への関心を深めたように感じられました。
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●山口県から感謝状（9 . 2）

平成30年10月，山口県周防大島町と柳井市を結ぶ大島大橋へ
の貨物船衝突事故が発生し，送水管が破断したことで周防大島
町では１か月以上の断水を余儀なくされ，本校は練習船を活用
した給水活動や飲料水の寄贈，練習船シャワー施設の提供等の
支援活動を行いました。これらの活動に対し，９月２日に山口
県から感謝状が贈呈されました。

●卒業証書・修了証書授与式（9 . 21）
商船学科卒業証書授与式，海事システム工学

専攻修了証書授与式を挙行しました。
卒業生・修了生代表から，在学中や乗船実習

中の思い出とともに，今後社会で活躍するとい
う決意の答辞がありました。来賓，保護者，在
校生，教職員及び，国際信号旗Ｕ・Ｗ（Ｕ・Ｗ
旗掲揚で「御安航を祈る」という国際信号）に
見送られ，商船学科航海コース17名，商船学科
機関コース21名，海事システム工学専攻４名が
本校を巣立っていきました。

●学生寮防災訓練（11. 11）

学生寮防災訓練を実施しました。寮生会役員の避難誘導によ
り，寮生全員が速やかに避難を行い，静かに寮のグラウンドに
集合しました。

その後，大崎上島消防署職員の方から消火器の使用方法の説
明を受け，担当の寮生会役員が訓練用の消火器を用いた消火訓
練を行いました。

●税に関する作文表彰（11. 20）

税に関する高校生の作文において商船１年の伊藤学生が竹原
税務署長賞を受賞しました。

竹原税務署長が本校に来校され，受賞学生へ賞状と記念品が
授与されました。
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新任教員紹介
平成31年４月１日付けで着任しました，下田旭美です。一般教科の英語を担当して

います。
大学卒業後，日本で英語教員になる前に，世界を知りたいと思い１年間の海外ボラ

ンティアに参加しました。そして，それがきっかけとなり，当初想定していなかった
国際協力という開発途上国の支援に従事しました。その間は，とくに，アフリカや中
南米の教育分野を専門としていたので，いろいろな国の学校を訪問することができま
した。海外では，日本は技術大国というイメージが強く，その日本の教育について質
問されることが多々ありました。

この度，ご縁があり広島商船高等専門学校で，志望していた英語の教員として教壇
にたてること，うれしく思っています。他の先生方と比べると，教授法など未熟な部
分はありますが，これまでの経験を活かし，英語を道具として使う楽しさや，海外で
の日本の印象なども含めて，学生とともに学んでいけるような授業ができればと思っ
ています。どうぞ，よろしくお願いします。

平成31年４月に着任しました。広島丸一等機関士の金川静子です。
生まれも育ちも広島県の北の方で，山に囲まれた場所で育ちました。祖父母の家が

大崎上島にあったこともあり，昔から訪れる機会も多く，本校のグランドでこっそり
遊んでいたことも…そうした身近な存在から，徐々に興味を持つようになり本校に入
学しました。

本校の商船学科機関コース卒業後，内航の海運会社に就職し船員として働いていま
した。

身体的な理由で長期乗船がしにくくなり，船員をやめるべきか悩んだ時期もありま
したが，諦められず，長期乗船せず女性船員だった経験を生かせる職場をさがしてい
たところ，本校の練習船の乗組員を募集していることを知り，母校に戻ってまいりま
した。

教員としてはまだまだ未熟ですが，本校の学生であったこと，船員経験が私の強み
だと思いますので，それを生かして学生さん達のサポートができればと思っています。
また，学生と一緒に喜んだり，悲しんだり，感情を共有し，より身近な存在になれる
よう頑張ります。よろしくお願いします。

４月１日に本校電子制御工学科へ着任して，早くも１年が経とうとしています。専
門は工学ですが，分野は環境に合わせて興味のおもむくままに活動してきたので流動
的です。現在は，機械工学との接点を持った電気工学に集中しています。

山本五十六・連合艦隊司令長官曰く。「やってみせ，言って聞かせて，させてみて，
ほめてやらねば，人は動かじ。話し合い，耳を傾け，承認し，任せてやらねば，人は
育たず。やっている，姿を感謝で見守って，信頼せねば，人は実らず。」人は，くど
くどと言うだけ，見せるだけ，叱りつけるだけでは育たない。

教えられる者も教える者も，体験を通じて互いに育ってゆければ幸いです。

一般教科
講師

下田　旭美

商船学科
助教

（広島丸一等機関士）

金川　静子

電子制御工学科
准教授

峠　正範
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教職員表彰
賞　　　　　名 所属・職名 氏　　　名

平成30年度国立高等専門学校教員顕彰
優秀賞

商船学科
教　　授

水　井　真　治

2019年度中国・四国工学教育協会賞
商船学科
教　　授

瀧　口　三千弘
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