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日ごろから本校の教育活動にご理解とご協
力をいただきありがとうございます。本年度
はまさしく，誰も経験したことのない状況に
振回された１年でした。　　　　　　　　

令和２年２月に文部科学省や高専機構本部
から新型コロナウイルス感染症に関連した通
達があり，危機管理室会議を開き，卒業式の
縮小実施や若潮寮の閉鎖等を決めたのが始ま
りでした。

３月に入っても事態は収まらずに，入学式
の延期や遠隔授業など，様々な問題が浮上し
てきました。そこで，「学生の学修機会の確
保等」を教務主事室（教育関係の部署）で，
学生・教職員の健康管理と感染防止に関する
ことを学生主事室（学生支援，指導の部署）で，
学校再開の新しい寮環境の整備並びに寮管理
を寮務主事室（寮運営に関する部署）で分担
することを決め，事務局の各部署が各主事室
の活動を支援する体制を整えました。

４月の政府の全国非常事態宣言を受けての
「入学式中止」は，学校運営に責任を持つ者
としての最初の大きな決断でした。人生の節
目に際して本校に入学をする新入生を迎える
式典ができないことは，新入生やその保護者
に対して申し訳ない気持ちでした。宣言解除

後の６月22日（月）に，青春坂を上ってくる嬉
しそうな１年生の姿を見て感激したことが思
い起こされます。

この１年には，決断を迫られる場面がいく
つもありました。状況の変化に伴い方針を変
更せざるを得なかった時，学校からの指示を
忠実に守り，実行してくれた学生には敬意と
感謝の気持ちを伝えたいと思います。登校の
日はもちろん，WEB授業の日や休日も，検
温と行動記録の毎日登録（バーチャル登校）
を継続しています。継続することで学生たち
の感染拡大防止への意識を強めることになり
ます。これは，令和３年度も（コロナ禍が収
まるまで）続けることになります。

コロナ禍の中で，WEBでの学会発表を行
い，各種のコンテストにWEB参加をした学
生諸君の頑張る姿が見えました。特に，10
月に行われた第31回全国高等専門学校プ
ログラミングコンテストの課題部門におい
て，本校のチームが制作した「英語しりとり 
knoWord」が優秀賞を受賞し，同時開催され
ていたNAPROCK 12th INTERNATIONAL 
PROGRAMMING CONTEST の Themed 
sectionにおいても優秀賞を受賞しました。
このプログラムは全国高専の中でも，高く評
価されています。

新型コロナウイルス感染症の終焉がまだま
だ見えない状況で新年度を迎えることになり
そうです。社会情勢の変化に従い，学生教職
員の安心安全を確保するために対応していか
なければなりません。その都度ご迷惑をおか
けすることになるかも知れませんが，保護者
をはじめ，多くの本校関係者の皆様にご理解
いただき，時には応援を得て，この非常事態
を乗り切れるように出来る限りの努力をして
いこうと考えております。ご協力・ご支援の
ほど，よろしくお願いいたします。

校　長

辻
つじ

　　啓
けい

　介
すけ

校 長 挨 拶
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新型コロナウイルス感染症の脅威が日々拡
大している中で，学生の学びを止めないため
に実施してきたこれまでの取り組みについ
て，報告させていただきます。

昨年３月末時点では，新年度の１週間程度
の授業開始の延期と入学式の延期を予定して
いましたが，その後，ゴールデンウイーク明
けからの対面授業開始と入学式の中止に変更
し，４月下旬には，５月中の対面授業実施が
難しいことからさらに対面授業開始を延長す
ることになりました。その間に，遠隔授業の
実施方法を検討し，２年生以上の学生が利用
したことのあるBlackboardを使用すること
に決め，ホームページと学級担任から，学生
に自宅での通信環境等の学習環境の調査と
BlackboardとMicrosoft365・Teamsへのアク
セスを依頼し，遠隔授業を受講できることを
確認しました。通信環境の調査結果より，ラ
イブ授業や通信量の多くなる動画配信等を行
わないことにしました。また，学校で購入す
る予定だった教科書等を各家庭に送り，パソ
コンの貸出しもしました。４月22日（水）から
２年生以上は１日２教科程度で遠隔授業を開
始し，１年生はBlackboardとMicrosoft 365・
Teams の使用法のトレーニングを始めまし
た。５月７日（木）から全学年，通常の教科数
で実施しました。

５月25日（月）付で緊急事態宣言が全面的に
解除され，６月19日（金）から広島県への移動
が可能になり，６月８日（月）から通学生を対
象に自主登校を始め，学習支援と学生生活等
の相談をできるようにしました。６月22日（月）
から学校でしかできない実験実習や演習等の
教科の実施と遠隔授業のフォローアップ等の
ため，学年ごとに２週間の対面授業を始めま

した。初めに１年生と４年生，次に２年生の
対面授業が実施できましたが，３年生と５年
生は対面授業を２日間実施した時に島内在住
者の新型コロナウイルス感染情報が確認され
たので，対面授業を中止しました。

夏休み明けの対面授業は，８月24日（月）か
ら専攻科生の授業を開始し，９月１日（火）か
ら30日（水）までの間，１年生の実験実習や演
習等の授業を実施し，９月１日（火）から15日

（火）までの間，商船学科４年生の学年末の授
業を実施しました。10月５日（月）から30日

（金）の間，２年生の実験実習や演習等の授業
を，商船学科５年生の航海実習や卒業研究や
演習等の授業を実施しました。11月４日（水）
から12月２日（水）の間，３年生の実験実習や
航海実習や演習等の授業を実施し，その後冬
休みに入るまで実験実習以外の科目で授業を
実施しました。１年生と２年生には，11月４
日（水）から冬休みに入るまで実験実習以外の
科目で授業を実施できました。12月８日（火）
から24日（木）の間，電子制御工学と流通情報
工学科の４年生と５年生の実験実習や卒業研
究や演習等の授業を実施しました。

冬休みが明けてまた，対面授業の実施が難
しい状況になっています。不慣れな遠隔授業
への取り組みの難しさ，対面授業での連続す
る実験実習等の忙しさなど，今年は学生に
とって非常に厳しい年になっています。課題
やレポート等の提出が，遅くなっている学生
も多数います。必要な授業時間の確保は出来
ていますが，授業内容は決して十分とは言え
ず，学んだことが本当に理解できているかの
確認をしながら，これからも取り組んでいき
ます。

　❖学生の学びを止めないために
教務主事　吉田　哲哉　
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令和２年度は新型コロナウイルス感染症予

防のための施策を多く実施してきました。本

校は，離島高専で在籍者の３割以上が広島県

外に実家があるため，多くの判断と施策が必

要となりました。特に実習，学生寮などは感

染拡大やクラスターとなりやすい環境であ

り，結果として健康状態や心理状態に大きな

影響を及ぼし，また学修機会を減らし，混乱

することを懸念しました。そこで，校長・教

務主事室・学生主事室・寮務主事室と事務

部が主導し，全学的に新型コロナウイルス

感染症予防対策を始めました。まず，教育

機会の確保を進めるために，４月・５月に

Blackboard等Learning Management System

（教育のオンラインシステム）の取扱いにつ

いて，全学生が遠隔授業ができるように促進

しました。その際に，学生の健康状態把握は，

学校運営の中核となるものであるとし，「健

康観察問診票」の作成と運営について検討し

ました。この学生自身による健康管理は，対

面授業が実施されるまでの新型コロナウイル

ス感染症への感染の予防，特に気付きを促す

ものとし，今日までの情勢を考慮しアップ

デートを行っています。毎日の体調確認・検

温の実施と記録を始めた当初は，情勢的にこ

の「習慣」がベースではなかったですが，早

い段階でこの施策を実施できたことは，のち

の体調確認システムの整備に良い影響が与え

られたと考えています。また，５月に本校の

新型コロナウイルス感染症に関する５つの方

針である「新型コロナウイルス感染症に対す

る学校運営の基本方針」・「新型コロナウイル

ス感染症に対する教育体制の基本方針」・「新

型コロナウイルス感染症に対する学生指導の

基本方針」・「新型コロナウイルス感染症に対

する学寮運営の基本方針」・「新型コロナウイ

ルス感染症緊急度」を発出しました。これは，

ここまでの健康調査やアンケート・多くの高

等専門学校とのコミュニケーション・本校の

危機管理に関する様々な前例等を考慮し，関

係各所の調整のもと制定されました。この方

針をもとに８月，11月の現状に合わせて更新

しました。

しかし，紙ベースでの健康観察の確認は，

利便性やチェック体制等について多くの改善

点が整理され，６月に電子化が進められまし

た。電子化にあたって，学生・教職員の共通

でのアクセスやデータベース管理等の利便性

を考慮して，Microsoft365を活用し，設計・

運用を開始しました。また，その際，登校が

できる要件を学校が確認し，支援・指導でき

る「登校許可制度」を開始しています。その

後，個人IDに紐づけたQR発行サービスも開

始しました。QRコードの読み取りから，学

生の検温報告の確認が簡単にできるような教

職員用アプリも運用を開始し，いつでも学生

の健康状態を遠隔・対面で実施できるように

なり，新型コロナウイルスの感染等があって

も迅速に対応できるようになりました。個人

情報の取り扱いについても十分に検討を実施

し，それらの情報が適切に取り扱われるよう

にも留意しました。今後とも，学校運営を継

続的に実施できるように，よりよい健康管理

を目指し，システムの改善等を継続的に実施

していきたいと考えています。

　❖学生生活におけるコロナ対応
学生主事　大和田　寛　
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若潮寮では全国から集まった寮生が集団生
活を送っています。新型コロナウイルス感染
症の拡大が深刻化する状況下，文部科学省・
厚生労働省・高専機構本部・広島県等の指導
を参考とし，以下に示すような対策を行い感
染予防に取り組んでいます。
（１）共有スペースについて

①補食談話室，洗面所，図書室等
補食室での喫食の制限，その他集団での利

用を禁止。
②浴場

浴槽は使用せず，シャワーのみ使用可能。
入浴時間延長及び脱衣かごの間引きを行い，
浴室の同時利用人数を制限。（写真１）
③寮食堂

座席数を減らし飛沫防止のパーテーション
を設置した他，寮食堂利用時間の延長と学年
毎の時間区分による同時利用人数の制限。朝
食のメニューをパンとおにぎりに変更して居
室で喫食（食堂でも喫食可）。昼食は学校食
堂ではなく喫食スペースの広い寮食堂に変
更。配膳時の飛沫感染予防のため，昼食と夕
食を弁当形式に変更。
④寮事務室

飛沫感染の防止のため窓口にはビニール
カーテン（写真２）を設置し寮生の寮事務室
入室を禁止。
⑤居室

定期的な居室換気と整理整頓の徹底。２人
部屋は仕切りのある居室のみを使用し，２段
ベッドの２人部屋は１人部屋として使用。
⑥ウォータークーラー

飛沫感染予防の観点より，寮内のウォー
タークーラーの使用を禁止。

（２）三密回避及び，手洗い・マスク・換気・

消毒等の徹底

放送，掲示，巡回指導により，三密回避，
手洗い・マスク着用・換気・消毒の励行。

寮内各所に消毒液を設置し，建物に入る
際，及び食堂への入退出時には手指の消毒の
実施。

入浴時，洗面時，喫食時，居室以外でのマ
スク着用。マスクやティッシュ等の専用ゴミ
箱を設置し，これらのゴミは教職員が対応。

手摺，補食談話室，浴室，トイレ，洗面所，
自動販売機等の共用部分の消毒は教職員が定
期的に実施。
（３）毎朝の検温・体調報告

従来の起床点呼をオンラインによる検温と
体調報告に変更。
（４）外出・外泊の制限

島外に外出する際は，事前に外出届を提出
し，感染リスクの高い場所への外出を制限。

外泊は男女ともに外泊カードを提出。
（５）体調不良時の対応

体調不良者が発生した場合に備え，若潮会
館に別室を用意。

　
寮生は，外泊や外出の制限に加え様々な制

約がある生活となっていますが，集団生活で
は一人の身勝手な行動が大きな影響を及ぼす
ことを理解し，互いに協力し責任ある行動が
とれる学生に成長することを期待していま
す。

　❖学生寮のコロナ対応
寮務主事　　小林　　豪　

写真１ 写真２
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高専の学生は，15歳から22歳までの青春期

の多感な年齢の学生です。学生たちの様々な

悩みや相談に応じるために，学生相談室を開

設しています。

学生相談室のスタッフは，相談室長１名，

相談員４名，補助相談員（看護師）２名，非

常勤カウンセラー（臨床心理士）２名，スクー

ルソーシャルワーカー１名の計10名で構成さ

れています。学生相談室のスタッフのみなら

ず，教職員による相談やクラス担任の教員を

中心とした連絡会などを実施し，学生相談室

ではもちろん，研究室や医務室でも相談に応

じています。

また，学内で「学生相談室主催の研修会」

を開催するほか，全国学生相談研修会等，学

外での研修会にも毎年多数の教職員が参加し

てスキルアップを図っています。

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症

により，学生にとっては遠隔授業含めこれま

で経験したことのない生活が長く続くことに

なりました。このようなコロナ禍の影響に伴

い，急激な学生生活環境の変化による，いわ

ゆるコロナストレスに悩まされる学生が非常

に多くなりました。特に，通常の学校生活が

送れず，このような状態がいつまで続くのか

という不安感や，自分ではどうしようもない

という無力感，遠隔授業というこれまで経験

したことのない負担感を非常に強く感じ，深

く悩む学生が多くなりました。

学生相談室では，このようなコロナストレ

スやその他様々な悩みをもつ学生に，自宅か

らでも気軽に相談してもらえる，オンライン

によるカウンセリング環境を整えてきまし

た。このような相談室の活動を周知するため

に，「学生相談室だより」を作成し，誰でも

気軽に相談できる環境の構築に努めていま

す。

また，ストレスチェック，心とからだの健

康調査及び，いじめに関するアンケート等を

実施し，担任の先生をはじめ，教職員一丸と

なり学生の心の健康を見守る活動も行ってい

ます。このような活動により，自分自身では

気づかない心のストレスを早期に発見すると

ともに，早期に解決できる手助けができれば

と考えています。

コロナ禍の影響は，もうしばらく続くと考

えられます。上述の活動に加え，環境の変化

に柔軟に対応した新たな活動により，学生の

心の健康を教職員一丸となり見守りつつ，学

生の更なる成長を実現できるように全力でサ

ポートしていきたいと考えています。

　❖学生相談室のコロナ対応
学生相談室長　酒池　耕平　
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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41名（男
子29名，女子12名）で活動しています。

最初から最後までコロナ禍で悩まされまし
たが，今年度の活動成績を，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，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）

全国総合体育大会（インターハイ）が中止
になり，それに伴い地区大会，県大会が中止
になりました。新人大会（学校対抗の部）で
は男女とも尾三地区大会で団体優勝し，11月
７日（土）・８日（日）に三次カルチャーセンタ
ーで開催された県大会に出場し，男子が６位，
女子が５位に入りました。

選抜大会（シングルスの部）の広島県予選
では，流通１年秋田紅葉さんが優勝，流通２
年面田莉奈さんと流通１年西原実夢さんがベ
スト８，電子２年浅野環斗君と電子２年栗栖
理子さん，近石航春君がベスト16に入りまし
た。秋田さんは３月25日（木）から28日（日）に
三重県津市で開催される全国高校選抜卓球大
会に出場します。
（２）高専や一般の大会（１～５年生出場）

中国地区及び中四国地区，全国高専大会が
中止になりました。

11月１日（日）・14日（土）に開催された全日
本選手権大会広島県予選では，流通４年烏田
幸君（一般の部）と秋田さん（ジュニアの部）
がベスト16に入りました。
（３）日学連関係の大会（４・５年生出場）

中国学生選手権の春季大会と秋季大会が中
止になりました。中国新人学生卓球選手権大
会では男子団体５位，個人戦は烏田君が準優
勝，電子５年余頃智紀君がベスト16でした。

新人大会尾三地区予選 男女団体優勝

選抜大会広島県予選女子シングルス優勝報告

選抜大会広島県予選の会場にて（府中市）

卓球部のコロナ禍での大会報告等
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令和２年10月10日（土）と11日（日）に行われ
た第31回全国高等専門学校プログラミングコ
ンテストの課題部門において，電子計算機研
究会の流通情報工学科５年泉　瑞希さん，稲
田　丈君，新本　蓮君，保岡直登君，矢山
若奈さんの５名のチームが制作した「英語
しりとり knoWord」が優秀賞を受賞しまし
た。なお，同時開催されていたNAPROCK 
12th INTERNATIONAL PROGRAMMING 
CONTESTのThemed sectionにおいても優
秀賞を受賞しました。

     
今年度の全国高専プログラミングコンテス

トで優秀賞をいただくことができました。新
型コロナウイルス感染症の影響により何か
とオンラインで行う機会が増えてきました。
そのような中，私たちはビデオ会議システ
ムを応用し遠隔で，英語でしりとりを行う
ことで英単語学習ができる“英語しりとり
knoWord”を開発しました。

私はメンバーの中でも特にプログラミング
が苦手で，初めの頃，私は周りの迷惑になり，
開発を行う上でみんなの力になることはでき
ないととても感じていました。その中でも，
岩切先生の一言とメンバーの理解があったこ
とで成し遂げることができました。自分の中
で何ができるのか，この状況下でこの先自分
に活かせることは何かを第一に考え，自分な
りにできることを精一杯にやりました。具体
例をあげると，今回はオンラインでの開催で
あったため，プレゼンテーションやデモンス
トレーションの動画を提出する必要がありま
した。その際のプレゼン動画の撮影，下級生
に協力してもらい開発したシステムの実験，
提出する資料の作成といったように他のメン
バーがプログラミングだけに集中できるよう

に自分のできる範囲のことを全力で行ってき
ました。提出資料に関して私は初めての参戦
で，経験豊富なメンバーが私の作ったものを
もとに作ったものを見て，実力や経験の差を
目の当たりにすることで，自分に足りないも
のが多くあると感じました。それとともに，
今の自分にとっては吸収しきれないほどのも
のがあり，つらいと思うこともありましたが，
とても貴重な経験をさせていただきました。

最後に今回，私が一番感じたこととして，
自分の苦手なこと，周りの人たちよりも劣っ
ている状況において，自分自身のやるべきこ
とを見極めることを学びました。この先社会
に出て同じ状況になることはたくさんあると
思います。それを先に経験することができ自
己成長ができたととても感じます。みんなの
迷惑になるような私を受け入れてくれたメン
バーに感謝したいです。

（流通情報工学科５年　新本　蓮）

全国高専プロコン課題部門  優秀賞受賞
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卒業生受賞者

令和元年度
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 TAN CHUN YANG
流通情報工学科 飴井　麻友

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 伊瀬知　諒
電子制御工学科 伊藤　　悠
電子制御工学科 奥田　昴志
電子制御工学科 紀之定幸世
電子制御工学科 髙橋　知孝
電子制御工学科 TAN CHUN YANG
電子制御工学科 林越　友暉
電子制御工学科 松林　玲祐
流通情報工学科 渡橋　汰介
流通情報工学科 原野　涼太
流通情報工学科 東　　孝亮
流通情報工学科 行武　愛望

功労賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 小寺　智也
電子制御工学科 奥田　昴志
電子制御工学科 髙橋　知孝
流通情報工学科 松井　咲月
流通情報工学科 山村　杏奈
流通情報工学科 藤原　知可
流通情報工学科 澤岡　将伍
流通情報工学科 藤井　志帆

令和２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 木場　玲奈
商船学科機関コース 泊　　起史

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 繁岡　潤人
商船学科機関コース 内海　光平

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 大下　博弥

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 鈴木　雅人
商船学科機関コース 河野　雅也

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 北井　君弥

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 大下　博弥
商船学科航海コース 木場　玲奈
商船学科機関コース 峯本　邦彬
商船学科機関コース 北井　君弥

功労賞

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 木場　玲奈
商船学科機関コース 北井　君弥



広島商船高等専門学校  学校だより　No.63

9

在学生表彰
●令和元年度外部機関等表彰
・2019年３月に開催された第46回全国高等学校選抜卓球大会で，流通情報工学科２年（当時）の

烏田　幸がシングルス（２部）競技で優勝したことを受け，以下のとおり受賞及び表彰され
た。

表彰団体 受賞及び表彰項目 クラス※ 氏　名

高等専門学校機構 高等専門学校機構学生表彰

流通３年 烏田　　幸公益財団法人久保スポーツ
振興基金 久保スポーツ賞

広島県高等学校体育連盟 スポーツ賞

●令和元年度課外活動等における本校功労賞受賞者・受賞団体（後期）

出場大会等 大会結果等 クラス※ 氏　名

広島県高等学校新人卓球大会尾三地区予選会
全国高等学校選抜卓球大会中国地区予選

男子団体優勝
団体出場 卓球部（団体）

第31回高専プログラミングコンテスト 特別賞及び
ＮＳＤ企業賞

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

大阪国際招待卓球選手権・広島県予選 ６位・
本大会出場 流通３年 烏田　　幸

広島県高等学校新人卓球大会尾三地区予選会 シングルス優勝
ダブルス優勝 流通２年 小林　洋輝

広島県高等学校新人卓球大会尾三地区予選会 ダブルス優勝 流通２年 満永　　遼

第15回ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール

優秀賞
（㈱ラック） 流通２年 三好　陸斗

第35回中国地区高専英語弁論大会　暗唱部門 優勝 商船１年 鞍田　柚菜

フライングディスク部の主力メンバーとして，第６回全国ユー
スアルティメット選手権大会（高校生部門）に出場し，準優勝
の成績を収めたことに対して

商船３年 神尾　七星

卓球部高体連の主将として部員をまとめ上げ，広島県高等学校
新人卓球大会尾三地区予選会男子ダブルス優勝・団体優勝と全
国高等学校卓球選手権大会男子団体出場という結果を残し，主
将引退後も継続して後輩の指導を行っていることに対して

流通３年 友岡　治登

※学年は令和元年度当時
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クラブ活動等の活動報告（一部抜粋）
●卓球部	 	

大会名 開催日 種目 成績 クラス 氏　名

第66回広島県高等学校新人
卓球大会（学校対抗の部）
兼第48回全国高等学校選抜
卓球大会（学校対抗の部）

令和２年
11月7日（土）

・8日（日）

男子団体 ６位

女子団体 ５位

第52回中国新人学生
卓球選手権大会

令和２年
12月5日（土）

・6日（日）

男子団体 ５位

シングルス
（男子）

準優勝 流通４年 烏田　　幸

ベスト16 電子５年 余頃　智紀

第48回全国高等学校選抜
卓球大会広島県予選

令和３年
1月30日（土）

シングルス
2部

（男子）

ベスト16 電子２年 浅野　環斗

ベスト16 電子１年 近石　航春

シングルス
2部

（女子）

優勝 流通１年 秋田　紅葉

ベスト８ 流通２年 面田　莉奈

ベスト８ 流通１年 西原　実夢

●バレー部
大会名 開催日 種目 大会結果

第 73 回全日本バレーボール
高等学校選手権大会
広島県予選会

令和 2 年
11月１日（日）

７日（土）
男子

３回戦 広島商船
15 − 25
25 − 20
25 − 12

戸手

４回戦 広島商船 ５− 25
８− 25 瀬戸内

●剣道部
大会名 開催日 種目 成績 クラス 氏　名

令和２年度広島県高体連
尾三地区剣道新人大会

令和２年
９月12日（土）

男子個人

優勝 商船２年 宮本匠太郎

３位 商船２年 佐藤　　響

３位 商船１年 竹内　勇馬

女子個人 ３位 流通１年 祐本菜々美

令和２年度広島県高体連
尾三地区剣道新人大会　優勝（商船２年宮本）他

第48回全国高等学校選抜卓球大会
広島県予選　優勝（流通１年秋田）
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・同時開催「NAPROCK12th INTERNATIONAL PROGRAMMING CONTEST」
「Themed section」においても優秀賞を受賞

●令和２年度　第73回広島県高等学校総合体育大会スキー競技
期日　令和３年１月６日（水）～８日（金）

会場　恐羅漢スノーパーク立山コース

出場種目・結果
ジャイアントスラローム　優勝・令和２年度全国高等学校総合体育大会（長野県）出場　
　商船２年　小田　袈方

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2020中国地区大会
期日：令和２年11月１日（日）　

会場：オンライン（Clusterバーチャル会場，YouTube配信）

Ａチーム【華火（ハナビ）】
アイデア賞・特別賞（㈱安川電機）
　電子３年　広谷　優太
　電子３年　三宅　哲行
　電子３年　濱本　健太
　電子３年　吉田　賢人
　電子２年　中村　真碧
　電子２年　中福　和也

●全国高等専門学校第31回プログラムコンテスト
期日：令和２年10月10日（土）～11日（日）　

会場：オンライン（バーチャル会場，YouTube配信）
課題部門【英語しりとり knoWord】
優秀賞
　流通５年　泉　　瑞希
　流通５年　稲田　　丈
　流通５年　新本　　蓮
　流通５年　保岡　直登
　流通５年　矢山　若奈
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今年の学生会活動は特に動くことができ
ず，その状況下でも何とか学生みんなが楽し
く過ごせるイベントをという願いで，クラス
マッチ２回，景品大会を実施しました。コロ
ナ禍のなかで，多くの知恵を振り絞り，競技
等を考えました。前半のクラスマッチ（令和
２年11月18日（水））では，低学年主体で実施
しました。各クラスにクラスごとに色が異な
るＴシャツを配布し，その裏にそれぞれの思
いを書きました。男子・女子綱引き（グラ
ウンド），男子サッカー（グラウンド），男
子ドッジボール（テニスコート），男子ポー
トボール（グラウンド），男子オセロ（グラ
ウンド），女子バレー（第一体育館），女子
ドッジボール（テニスコート），男子・女子
リレー(グラウンド），男子・女子しっぽ鬼
(グラウンド）を実施しました。特に綱引き
としっぽ鬼は盛り上がりました。

12月18日（金）は，高学年を交えたドッジボ
ール大会，景品大会を実施しました。景品大
会では，初めてのオンライン開催で実施しま
した。非常に盛り上がることができました。
学生会選挙も，オンライン開催で実施しまし
た。対立候補が出馬するなど，激しい戦いと
なりました。

来年度は，もっと楽しいイベントを増やし
て，みんなが仲良くできるように工夫したい
と思います。

商船学科　３年生　桑田　瑛士

学生会活動
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広船新聞
今年度の新聞委員会はコロナ禍において，

活動が非常に難しい状態でした。特に，取材
は濃厚接触にあたるため，難しいところがあ
りながらも，新入生やオープンスクールの参
加学生などに対し，本校の状況や特色を届け
たい気持ちもあり，今年は３刊の発行を目指
しました。まず，コロナ禍において，とにか
く発行しようと思い，第６号の発行を目指し
ました。昨年度から，本委員会はMicrosoft 
Teamsを駆使し，新聞製作を実施してきま
したが，編集会議をオンラインで実施し，校
正等も協力して行いました。

その後，委員長の旗揚げのもと，オープン
スクール号の制作を行いました。これは，オ
ープンスクールでは，商船祭と違い私たちと
直接関わる機会が無く，中学生に伝えたい本
校の特色や魅力を伝えられる唯一の手段であ
るからです。また，今年度は特にコロナ禍に
おける本校の状況や対応を中学生だけでな
く，中学生の保護者の方にも知っていただき
たいという思いがありました。

私たち新聞委員会もオンライン等を活用
し，コロナ禍においても今までどおりの活動
ができるように対応していきたいです。１年
生も入り，委員が増えました。今後，細かな
情報をスピーディに届けていきたいと思いま
す。また，地域とつながった情報発信もして
いきたいと思います。これからもよろしくお
願いいたします。

商船学科　５年生　石川　大晟
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学校の取組み（COMPASS5.0）
COMPASS5.0とは，高専生が未来技術の

中核となる人材となるために，高専のスケー

ルメリットを最大限に生かした「高専発！

『Society5.0型未来人財成事業』」の略称です。

この事業の目的は，Society5.0時代における

基礎教育である，「AI，データサイエンス」，

Society5.0を支える基盤技術教育である「ロ

ボット」及び「IoT」の教育パッケージ（到

達目標，教材教育研修，教育実践実例，他高

専への情報発信及び展開支援，事業の継続）

を構築するものです。この事業を通じ，同時

に各校が，学校の個性特色を反映させた３ポ

リシー（アドミッション・ポリシー、カリキュ

ラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）の

関係性から，第４期中に伸長深化させていく

分野や体制を構築し，地域の課題発見解決型

の学び等を通じて，未来技術をリードする人

財の育成する体制の構築を目指すものとして

います。

〇社会と連携した，到達目標の策定

〇到達目標を達成するための教材開発

〇開発した教材を最大限発揮できる教育実践

方法の開発

〇他高専への展開ならびにブラッシュアップ

商船学科・電子制御工学科・流通情報工学

科の３学科を有する離島高専として，本校は

現在の３学科を基礎とした次世代基盤技術と

しての「モビリティ技術」の伸長と深化を考

えており，本事業において，モビリティを通

して，その基幹技術である「IoT技術」を社

会に実装できる人材育成を目指し，カリキュ

ラムの構築と他校への発信目的とし事業を進

めていきます。

基礎からIoT技術，モビリティに関する知

識・技術の習得ができるカリキュラムシステ

ムを全学で目指し，知識基盤として構築する

カリキュラムを策定します。特に，本校の特

色である混合学級を活かし，高専低学年時に

おける適切な到達目標の策定・教材開発を運

営チームで検討し，PDCAモデルによる教育

体制改善検討を実施します。

大きな課題として現在学科によって，IoT

に関わるソフトウェア・ハードウェアに関す

る教育を単独で実施しており，連携できる教

育が本校でできていない課題があります。次

世代基盤技術教育においてこれらのコラボ

レーションを行う上で，本事業は必要性が高

く，親和性も高いです。また本校の特色は，

学科の親和性の高い，また地域からの需要の

高い「モビリティ技術」を通してIoT教育を

実施することにより，学習者は社会と連結し

た必要な技術を習得できるような体制を構築

できるため，これを活かす展開と体制を整え

るために，長期的な取組みを行っていきます。
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写真１

写真２

写真３

学校の取組み（高専高度化推進経費事業）
令和２年秋，高専高度化推進経費事業に基

づく企業講演・見学・実習を実施しました。

この事業の趣旨は，地域企業の見学や，地域

の技術者に講師として講演いただくことを通

して，地域研究のテーマを探るというもので

す。学生たちは講演等を通して，起業のやり

がい・品質へのこだわり・社会で求められる

人物像といった，これからの人生に役立つ社

会人の基礎を学びました。

ご協力いただいた企業等と実施内容は以下

のとおりです。

事業を通して，学生は地域との繋がりを深

める貴重な経験を得ることができました。ご

協力いただいた企業・団体様には，この場を

お借りして心から感謝申し上げます。

実施一覧（敬称略・実施順）

種別 企業等 タイトル

講演

白井汽船（株） 船舶・業務内容・求められる技能
フレスタ大崎上島店 離島における流通の仕組み
御前崎海運（株） 船舶・業務内容・求められる技能
ＮＰＯ法人かみじまの風 大崎上島町を知ろう（Ｉターン，Ｊターン）
大崎クールジェン（株） 電力供給の使命
フルーツセンター文田
しいたけ工場 しいたけ販売のマーケティング戦略

岡本醤油醸造場 品質管理の取組み
（有）シスコム 島内ネット環境整備の課題
きのえ温泉　ホテル清風館 ホテル経営の工夫【写真１】
農事組合法人　神峯園 生産における品質管理の取組み

見学
大崎工業（株）広島工場 商品企画時の市場調査と量産展開時の生産工程の設計

方法【写真２】

小池造船海運（株）
船舶・業務内容・求められる技能
新造船進水式【写真３】

実習 岩﨑農園 大崎上島の特産品・Ｉターンと起業という生き方
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寮生会活動
今年度は新型コロナウイルス感染症対策と

して巡回点呼の方法が大きく変わりました。
具体的には，寮生を廊下に集合させての点

呼から，接触を避けるため居室内で点呼する
方法に変わりました。この方法では当直の先
生１人で全ての点呼をするには非常に多くの
時間がかかるため，自分たち寮生会で１棟と
５棟の巡回点呼を実施するようにしました。

これにより，巡回点呼待ちにより時間をと
られなくなったと思います。しかし，寮生会
が巡回点呼をするということで残念ながら速
やかな点呼に協力してもらえないことがあり
ます。このことは今後の課題として，寮生会
が巡回点呼や掃除の確認を実施しても，きち
んとできるように指導していこうと思います。

今後も寮生会として先生方と協力していき
ながら，よりよい寮生活となるように色々と
取り組んでいきます。

今年度は分散帰寮により全寮生が揃ってい
る期間が短かったこともあり，イベントの多
くは開催することができませんでしたので，
新しい方法を模索して実行していきたいと考
えています。

男子寮生会長　電子４年　宇崎　僚太

寮生によるイベントとして球技大会と景品
大会を行いました。球技大会では，フットサ
ル，ペタンク，ソフトボールの３つの競技を
行いました。分散帰寮により友達と離れてい
た時間が長く，また十分な運動をすることが
できていなかったこともあり，多くの寮生が
汗を流し楽しんでくれました。景品大会では
コロナ禍のなかで，全員が一か所に集まって
開催することは困難であったためオンライン
を利用し，密にならないような工夫をしての
実施でした。今年は大規模なイベントを開催
することはできませんでしたが，少しでも寮
生の気分転換になったのではないかなと思い
ます。寮生会としては，今回のイベントの反
省点や改善点を含め，コロナ禍ではあります
が皆さんに楽しんでもらえるイベントを考え
ていきたいと思っています。

女子寮生会長　流通４年　山本　結衣
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広島丸の活動
１．乗組員の交代

令和２年度に広島丸は，長らく学生達や，
商船祭での広島丸カレーで来船者の胃袋を喜
ばせてくれた「前川司厨長」が退職され，４
月１日（木）から小野甲板次長を迎え，新しい
体制で進むことになりました。
２．航海実習

２月初旬には，１年間の実習計画を立案し
て，寄港予定の港の係留申請を行い，航海実
習の準備を行っていましたが，新型コロナウ
イルス感染症の影響により，６月22日（月）か
らの分散登校開始を受けて，停泊中の実習が
行えるように，６月15日（月）付けで「広島丸
における新型コロナウイルス感染症対策指針
について」を作成して，学校長と広島丸船長
の連名で，保護者・学生・教職員へ発信しま
した。この時点では，泊は伴わない，他港へ
の寄港もしない，午後から短時間の航海で船
内での供食を行わないことにしていました。
その後，ほとんどの学生が戻り，対面授業が
行える状況になったことから，10月６日（火）
付けで，「広島丸における新型コロナウイル
ス感染症対策指針について（２報）」を発信
して，朝から夕方までの実習を行い，昼食の
みではありますが，学生への船内供食を行い
ました。

３年生，５年生ともに，前期・後期分の「練
習船実習」を短期集中ではありましたが無事
に行うことができました。

終了後に行った，感想文や聞き取り調査
から，５年生からは，卒業前に経験する
JMETS（（独）海技教育機構）での航海実習
の前に，座学期間中における実習の総復習と
将来へ向けての確認ができたので，ありがた
かった等の感想がありました。

３年生からは，２年生終了時の短期実習も
無く，３年生では，専門教科が増えることを
楽しみしていたものの，４月の実習もできず，
遠隔授業続きで，理解が難しかったが，今回，
実習を短期に集中してできたので，体力的に
キツかったけれど，これまでの焦りや不安が
飛んで，理解が進みとても良かった。今後の
座学にも活きます。などの感想がありました。

次年度が，どのような状況となっても，学
生のために，より良い実習環境を整えて，迎
えられるよう準備していきたいと思います。
３．海洋教育パイオニアスクールプログラム

令和元年度に続き，公益財団法人笹川平和
財団による，2020年度海洋教育パイオニアス
クールプログラム「水難事故防止に関する海
洋教育プログラムの開発」が採択されました。

この活動として，広島県立広島叡智学園中
学校の１年生39名に対して，薮上一等航海士
を中心に活動を行いました。当初は，広島丸
からの飛び込み脱出訓練を予定していました
が，実施予定日の気温が低い予報であること，
コロナ禍での行事であることから，大崎上島
を周回する体験航海の中で，小人数のグルー
プに分かれて，海や船への関心を高め，水難
事故の防止につながる船上教育を以下の内容
で実施しました。参加した中学生は，体験を
通して楽しく学習している様子でした。
①船橋：操舵体験及び船の重要性について
②端艇甲板：救命講習

救命いかだを展帳して，筏の説明や・属具
の説明，救命胴衣の着用体験，救難食糧・
救命水の体験

③教室：ロープワーク体験
④機関制御室：海洋汚染について

海洋汚染（油濁防止），海洋環境について
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国際交流室活動紹介
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人材を育成するために，また教職員の

国際交流を推進するために，留学生交流，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。周知のとおり，昨年から流行する世界的な規模の新型コロナウイルス感染症により，
本校の国際交流行事である学生海外派遣や海外短期留学生の受入も中止せざるを得ませんでした。
代替として，本年度はオンラインによる国際交流活動を積極的に模索し，学生がSDGs Webinar 
2020やInternational Student Conference 2020 Onlineなどの国際交流行事に参加しました。

【留学生紹介】

SUKHBAATAR　ENGUUN
スフバートル　エングーン

（モンゴル）

初めまして，モンゴルから来ましたエン
グーンと申します。電子制御工学科３年生で
す。

私は，東京で１年間日本語学校に通って，
大崎上島に来ました。最初は広島弁が分かり
にくく，島の雰囲気も違えば，人々の使う言
葉も違い，まるで別の国に来たようでした。
当初は，初めての海に囲まれた場所での一人
暮らしに，ワクワクしながらも，不安を感じ
ていました。しかし，今は先生方や学生たち
の優しさに恵まれて，安心した，そして充実
した生活を送っています。また，学校の事務
室の職員さんや管理人さんにもいつもお世話
になっております。本当に感謝しています。

私の趣味は，ものづくりとバスケットボー

ルです。最近は哲学の本も読み始めました。
広島商船は，自分の良いところを生かしな

がら，勉強や勉強外での活動に意欲的に取り
組める環境を整えていると思います。入学し
てから，自分の趣味を深めながら，それを通
して友達もたくさんできてよかったと思いま
す。

学校の学生たちだけでなく，大崎上島の
人々はみんなすごく優しいです。出会ったと
きに見知らぬ人でも挨拶する習慣がありま
す。近所のおばさんやおじさんは「お兄さん，
身長はどれくらいなの？」など，自分の孫の
ように，気持ちよく話しかけてくれます。東
京に住んでいた時に日本人は冷たいという印
象を持っていましたが，大崎上島に来て私の
日本人に対しての見方が変わりました。広島
商船に入学して良かったと思います。

私が日本に興味を持ち始めたのは，2014年
に都城市で行われた国際交流イベントに参加
したことがきっかけです。その後，日本語を
学べる高校に進学し，自分なりに日本語の勉
強をがんばってきましたが，まだまだ未熟な
ところがあると思います。ですので，皆さん
にいろいろと教えて頂けると嬉しいです。パ
ンデミックの影響で皆さんと話す機会が少な
くなってしまいましたが，これからも交流を
深め，仲良くしていきたいと思っていますの
で，どうぞよろしくお願いします。
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●新入生オリエンテーションを開催

（６月22日（月）〜24日（水））

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，新
入生の初登校日が大幅に遅れたため，６月に３日間にわ
たり，クラスごとに分かれて新入生オリエンテーション
を行いました。

学生会歓迎会では，クラブ勧誘も兼ね，お菓子を食べ
ながら先輩たちと交流をしました。

●卒業証書授与式（９月28日（月））

商船学科の卒業証書授与式を挙行しました。
卒業生代表から，在学中や乗船実習中の思い出ととも

に，今後社会で活躍できるようにという決意の答辞があ
りました。

秋晴れにも恵まれた中，保護者，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，計38名が本校を巣立っていきました。

●オープンスクールを開催

（10月10日（土）〜11日（日），10月24日（土）〜25日（日））

今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から，対象者を中学３年生とその保護者とし，１日50組
限定で，規模を縮小して実施しました。

当日は，県内外から多数ご参加いただきました。希望
学科ごとの施設案内，学生寮や練習船の見学等を通じて，
本校の特色や，学生生活の様子を知っていただきました。

●税に関する作文表彰（11月12日（木））

税に関する高校生の作文において商船学科１年の三宅
那実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 §
一般教科　講師　藤沢　徹也

英語の授業を担当しています。以前は私立の中高一貫校に勤務していました。高校教員をしながら，
学会で発表したり，論文を投稿したりしてきましたが，専門分野は英語や英語教育ではありません。
南北戦争前のアメリカ文学です。

文学は役に立たないと言われています。英文学を本格的に勉強できる大学は激減しました。文学が
専門の英語の先生も少なくなっているようです。

何をもって「役に立つ」というのか定かではないのが人生のように思います。役立たずと言われる
学問を一生懸命勉強している人と接することが，学生のみなさんの人生の中で何か役立つことがあるかもしれません。

そう願いつつ，みなさんの学生生活のお手伝いをしていきたいと思っています。

流通情報工学科　助教　小川　春樹
令和２年10月１日付で流通情報工学科へ着任した小川春樹です。専門は数理モデルを用いて海運や

港湾管理などの諸活動を最適化することです。神戸大学を卒業し，ベルギーのアントワープ大学で修
士号を取ったのが同年の夏でした。広島商船高等専門学校の教壇に立つとは１年前には全く想像がつ
いていませんでした。広島にはこれまでご縁がなくほとんど訪れたことがありませんでしたが，住め
ば都と言うように教員生活を充実したものとしております。

ついこの前まで学生であったので，まだまだ教師として未熟者でありますが，学生とともに様々な
ことを体験し学び，成長してゆきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

商船学科　助教　岩切　敬晃
令和２年４月１日付で着任しました，岩切敬晃（いわきりたかあき）です。商船学科にて航海系科

目を担当させていただきます。
出身は千葉県で東京海洋大学（海事システム工学科）を卒業後，同大学院前期課程（修士）にて船

体運動予測シミュレーションを用いた船体制御や造波抵抗低減に関する研究を専攻していました。修
了後は瀬戸内の中堅造船会社に就職し，担当技師としてフェリーやタンカー，RO−RO船，ばら積み
船の船殻や塗装，甲板艤装の工程立案や現場の施工管理，監督対応を行ってきました。その後，船主

兼船舶管理会社の工務部にて外航船の船舶管理業務に従事し，船体，機関管理と各メーカーとの連絡，技師手配や検船な
どを行ってきました。

種々の会社にて実際の船舶に現場で携わってきた経験を活かし，学生の皆さんが卒業後に就職する会社で即戦力として
活躍できるよう，実物を見て，触れて，体験して学ぶことができる「現場に即した教育」に取り組んでいきます。学生の
皆さんがしっかりと社会に踏み出せるように，微力ながら貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。

流通情報工学科　助教　藤原　宗幸
令和２年４月１日付で流通情報工学科に着任しました，藤原宗幸です。昨年まではものづくりを中

心に教育現場で働いていました。
突然ですが，夢ってなんだと思いますか。今できないことを追いかけることが夢だと私は思います。

幼い頃，何かがあれば，潰したり，押したりと好奇心でいろいろした時期があったと思います。この「と
りあえずやってみよう」は今できていますか。私たちにとって失敗は，より良くするためのデータに
すぎません。失敗はマイナスでもなんでもありません。

「どーせ無理」と自信や可能性をなくしていくのではなく「だったら，こうしてみたら？」と言い合える環境作り，で
きない理由を探すことではなく，できる理由を考えるようになってもらいたいです。どうぞ，よろしくお願いいたします。

商船学科　助教　加藤　由幹
令和２年９月１日付で着任しました，加藤由幹です。商船学科で機械力学の講義を担当しています。
出身は同じ県内にある呉高専です。卒業後は筑波大学に編入学し，大学院まで進みました。その後，

川崎重工業株式会社の研究所にて，ジェットエンジンや産業用ロボットを対象に，制振技術や計測手
法の研究開発に従事しました。現在は圧縮センシングという新しい計測手法についての研究に取り組
んでいます。興味がある方は，ぜひ研究室に遊びに来てください。

広島商船高等専門学校の教員として従事するにあたり，丸暗記では解けない課題をこなすことで，
「自分で考える力」を身に着けることができるような講義を提供したいと考えております。卒業後の進路は様々だと思い
ますが，国際情勢の変化や技術革新のスピードが急激な現代を生きていく上で，この力は必ず必要になると思います。

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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