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校長挨拶

本年度４月に辻校長に代わって神戸大学か

ら着任いたしました河口でございます。本校

の生徒一人一人がさらに充実し実りある学校

生活を送ることが出来るよう，教職員一同と

一致協力し頑張って行く所存でございますの

でどうぞよろしくお願い申し上げます。

保護者の皆様におかれましては，本校で実

施しております教育活動につきまして，平素

よりご理解とご協力を賜りまして厚くお礼申

し上げます。毎年一回ではございますが，そ

の年度を振り返って本校で行ってまいりまし

た教育活動の総括として，「学校だより」で

皆さま方にご報告しております。今回64号で

あることからもお分かりいただけますよう，

その回数には歴史を感じますとともに改めて

責任の重さをひしひしと感じております。

本年度におきましては連休明け本校で新型

コロナウイルス感染症罹患者の発生に伴い，

直ちに遠隔授業に切り替える処置をとらざる

を得なかったこと，突然であったことから皆

さま方に多くのご迷惑およびご心配をおかけ

したことを誠に申し訳なく思っております。

学校といたしましては，学生への影響を最

小限に留めるべく，出来るだけ速やかに全学

生が通常の学校生活をおくれるよう努力を重

ねてきたところですが，残念ながら広島県へ

の緊急事態宣言の発令などにより，何かと制

約のある学校生活となりましたこと重ねてお

詫びいたします。

そのような制約がある学校生活の中でも，

この一年間本校の学生達はたいへん多くの成

果を残してくれております。ウェブページに

も掲載しておりますが，課外活動や様々な教

育の場におきまして多くの実績を残し，さら

に次のステップに向かって一歩ずつ確実な歩

みを見せてくれております。

この「学校だより」では，そのような学生

の一年間の歩みや学生生活にかかわる様々な

情報を掲載しておりますので，学生と一緒に

お読みいただければ幸甚に存じます。皆さま

方におかれましては，これによって学校のこ

とを少しでもご理解いただきますとともに，

今後本校の教育活動に対しまして更なるご協

力・ご支援を賜りますようお願い申し上げま

してご挨拶とさせていただきます。

校　長

河
コウ

　口
グチ

　信
ノブ

　義
ヨシ
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新型コロナウイルス感染症対策のため昨年

度は多くの行事が中止となりました。多くの

授業で対面授業が実施できず，オンラインに

変更となりました。学年ごとの分散登校の実

施を行いましたが，定期試験もほとんどが中

止となってしまい学年末試験のみの実施とな

りました。これを受けて本年度はコロナ禍の

なか可能な限り前向きに学習に取り組み，学

生の学力低下を防ぎたいという思いで教育に

取り組みました。

年度始めである４月には無事に授業やク

ラスマッチを行うことができましたが，５

月から通常授業を行うことができなくなり，

Blackboard，Microsoft365・Teamsなどを使っ

てのオンライン授業となりました。保護者の

皆様，大崎上島町にお住みの方々には大変ご

心配をおかけいたしました。その後６月から

はオンラインでは実施できなかった実験，実

習の集中フォローアップ授業を経て，６月中

頃から何とか通常の対面授業に戻すことがで

きました。

学校生活が６月に落ち着きだしたころ，大

崎上島町からワクチン接種のお話をいただ

き，大崎上島町に住民票のある学生及び教職

員がワクチン接種をするための時間を設けて

いただけることになりました。ワクチン接種

については，第一にアレルギーや副反応が心

配な学生に配慮をし，また保護者の方々にご

同意いただきながら慎重に進めました。専攻

科生を含め全学年を順番に３週間あけて２回

接種できるようにする必要がありましたの

で，ワクチン接種により学習を不足させるこ

との無いように臨時時間を組み学生に遅い時

間まで授業を受けてもらうことになりまし

た。遅くまで学習を続けてくれた学生達の力

強さには私も勇気付けられました。

ワクチン接種が日本において開始されてか

ら比較的早い段階で，接種のお話を大崎上島

町からいただきましたこと，またワクチン接

種会場までの往復に借り上げのバスを利用す

るための費用は大崎上島町からいただいた助

成金を使わせていただいたことに大変感謝い

たします。

夏休みに入り８月末には感染が急拡大し，

保護者懇談会は急遽中止といたしました。保

護者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま

した。

９月からは10月に海技教育機構における乗

船実習を行う商船学科３年生のみの授業を実

施いたしました。

10月末から11月頭には商船祭，12月には２

泊３日の４年生の工場見学，１泊２日の１，

２年生の社会見学，３年生の社会見学，練習

船広島丸での泊を伴う航海実習と，それまで

実施できなかった学校行事を何とか実施でき

ました。

まだまだ新型コロナウイルス感染症につい

て安心できる状況ではありませんが，その中

にあってあらゆる行事に前向きに取り組んで

くれた学生に感謝いたします。またそれを支

えてくださった，保護者の皆様，大崎上島町

の皆様にも重ねて感謝申し上げます。

来年度も学生，保護者の皆様の力をお借り

しながら前を向いて教育ができることを祈っ

ております。

　コロナ禍でも前を向いて
教務主事　大山　博史　
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本校は，

・全国各地から学生が集まり，在籍者の３割

以上が広島県外出身者

・８割の学生が寮生活

・所在地が離島

等の理由で，新型コロナウイルス感染症対策

については，特に慎重な判断と施策が必要と

なりました。

前期においては，広島県へ緊急事態宣言が

発令されましたが，本校学生の学びの機会を

確保するため，対面方式での授業を実施いた

しました。学校再開にあたっては，地域の皆

様のご理解を得つつ，文部科学省，広島県教

育委員会および保健所からの要請等に従い，

最大限の新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止措置を講じ，学生の学修機会の確保に

努めました。課外活動についても，広島県等

からの要請に基づき，限定して許可いたしま

した。他にも，

・校内食堂は寮生だけへの食事提供に制限｡

また近隣地域への配慮から昼食時の買い物

についても一部制限。通学生の昼食は持

参。

・学校および寮生活に不安がある学生には学

生相談フォームに専用窓口を設け，個別に

相談を受け付ける。希望する学生にはカウ

ンセラーと対面またはTeamsによる相談

も受け付ける。

等の様々なコロナ対策を実施し，学校生活を

再開させることができました。

残念ながら，中国地区高専体育大会は中止

となりましたが，他高専の学生との交流の機

会を設けるため，競技ごとに代替大会を実施

いたしました。保護者の皆様や関係者の方々

など，多くの方々の支えにより学生の活躍の

機会を設けることができ，心より感謝申し上

げます。

後期からは，引き続き広島県からの要請等

に従い，制限していた課外活動を順次再開

しております。大崎上島ライオンズクラブ ・

大崎上島町青少年健全育成協議会と共に薬物

乱用防止啓発チラシの配付を行うなど，新型

コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底し

たうえで，地域の方々との交流等も行いまし

た。

また，商船祭ですが，学外者の立入を制限

したものの，学生達の尽力のもと２年ぶりに

実施することができました。オンラインのラ

イブ配信や，医療従事者の方々や地域の皆様

への感謝のために花火を打ち上げる等，これ

までにない新しい形の商船祭を実施すること

ができました。

後期の課外活動では，高専ロボコン2021中

国地区大会がオンラインにて開催され，本校

Ａチームが推薦を受け，11月28日（日）東京・

両国国技館で開催される全国大会へ出場しま

した。

また，令和３年12月18日（土）・19日（日）

に仙台高等専門学校名取キャンパスで開催さ

れた第56回全国高等専門学校体育大会剣道競

技において，本校剣道部が，男子団体の部で

準優勝するなど，コロナ禍の中でも学生達は

目覚ましい活躍を見せてくれました。

コロナ禍で様々な制限がある中，学生達は

その潜在力を大いに発揮してくれたと思いま

す。今後とも，皆様の協力を得て，学生達の

成長の機会を設けてまいりますので，何卒よ

ろしくお願い申し上げます。

　学生生活における新型コロナウイルス感染症対策
学生主事　大和田　寛　
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若潮寮は，令和３年４月に91名（男子74名，

女子17名）の新入生を迎え，全寮生数421名

でのスタートとなりました。

寮生は集団生活において自立性や協調性を

身につけることを目的に，みんなが快適に過

ごせるようルールを守り生活しています。寮

生活では，掃除や洗濯等自分のことは自分で

行うだけではなく，周囲と協調しながら生活

する必要があります。若い多感な時期を自宅

とは異なる環境で集団生活することで大きく

成長していくことが期待されます。

若潮寮には学生による寮の運営組織である

「寮生会」があります。寮生会は寮生の意見

や要望を聞き取り意見集約し，寮生活を寮生

目線で改善する活動の他，日々の清掃活動に

おける役割分担や計画立案，掃除の確認，コ

ロナ対応の作業及び啓蒙活動等，様々な面に

おいて指導的な役割を果たしており，寮生会

主導のもと寮生は互いに協力しながら寮生活

を送っています。寮生会により今後もクリス

マス，景品大会，年末大掃除等，コロナ禍で

もできるイベント活動を計画しています。

寮生会によるこれらの活動・取り組みが，

他の学生の模範となった団体及び学生を対象

として表彰される功労賞を受けました。

また，６月に寮生を対象とした寮での食事

についてアンケートを実施しました。リクエ

ストの多かったものを新メニューとして提供

する等，毎日の食生活がより満足度の高いも

のになるように努めています。

コロナ禍での取り組みについて

若潮寮では全国各地から集まった寮生が集

団生活を送っています。緊急事態宣言が全国

的に解除され，寮生の外出・帰省による感染

リスクは以前に比べ低くなりましたが（令和

３年10月現在），集団生活である寮生活にお

いて感染防止対策は未だ必要不可欠です。寮

生にとって制約のある生活となっています

が，一人ひとりが責任のある行動を取ること

を期待しています。

コロナ禍の対応として，点呼方法の変更，

補食談話室や食堂，浴室等の共有スペースの

利用制限，三密回避の徹底，手洗いうがい，

マスク着用，換気，消毒の励行等の取り組み

を実施しておりますが，感染状況により，浴

室使用の制限や食堂の配膳方法等，緩和して

対処しています。

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。

コロナ禍により，制限のある生活は続きま

すが，その中でも寮生活が充実したものとな

るよう努力してまいりますので，ご理解とご

協力を宜しくお願いいたします。

　寮の生活について
寮務主事　小林　　豪　

寮生会功労賞　賞状
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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，学生相談室長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年度から続く，新型コロナウイルス

感染症の影響で，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。特に今年度前期

は，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，悩みを持

つ学生のサポートを行ってきました。また，

このような学生相談室の活動を周知する為

に，「学生相談室だより」を作成し，誰でも

気軽に相談してもらえ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

康調査および，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

と共に，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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令和３年度の卓球部は，部員39人（男子27

人，女子12人）で活動しています。

昨年度に引き続きコロナ禍に悩まされまし

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）

①県総合体育大会（学校対抗の部）：５月29

日（土）・30日（日）にびんご運動公園で開催さ

れ，男子が６位，女子が５位に入りました。

②中国高校卓球選手権大会：６月25日（金）

～ 27日（日）に鳥取県民体育館で開催され，

学校対抗の部に女子が，個人の部に電子２年

の近石航春君，流通２年の秋田紅葉さん，流

通２年の西原実夢さんが出場しました。

③県新人大会（学校対抗の部）：11月６日

（土）・７日（日）にオークアリーナで開催され，

女子が４位に入り，全国選抜中国地区予選に

出場を決めました。

④前年度末に全国高校選抜シングルス（２

部）：３月25日（木）～ 28日（日）に三重県津市

で開催され，当時流通１年の秋田紅葉さんが

出場し，ベスト16に入りました。

（２）高専関係の大会（１～５年生出場）

①中国地区高専大会：８月10日（火）・11日（水）

に松江市鹿島総合体育館で開催され，団体戦

は男子と女子が優勝（男子11回目，女子公式

競技後初），個人戦では，男子シングルスで

流通５年の烏田幸君が優勝，女子シングルス

では秋田紅葉さんが準優勝，男子ダブルスで

の烏田幸・友岡治登組と女子ダブルスでの秋

田紅葉・西原実夢組が優勝しました。

②全国高専大会：10月30日（土）・31日（日）

に福島県楢葉町ならはスカイアリーナで開催

され，男子団体は決勝戦で惜しくも敗れて準

優勝，女子団体は優勝することができました。

女子団体は今年度が正式競技として初開催と

なり，初代優勝チームとなりました。個人戦

では，男子シングルスで烏田幸君が優勝，女

子シングルスでは秋田紅葉さんが準優勝，男

子ダブルスでの烏田幸・友岡治登組と女子ダ

ブルスでの秋田紅葉・西原実夢組が優勝し，

男女合わせて４冠を獲ることが出来ました。

（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28日（木）～ 31日（日）に所沢市体育

館で開催され，中国大会をダブルス３位で通

過した烏田幸君と友岡治登君が出場しました。

②オール西日本大学卓球選手権大会・個人の

部：12月10日（金）～ 12日（日）にオークアリー

ナで開催され，烏田幸君と流通５年の友岡治

登君が出場しました。

③全日本学生選抜卓球選手権大会：11月27日

（土）・28日（日）に仙台カメイアリーナで開催

され，中国学生選手権秋季大会の男子シング

ルスで優勝した烏田幸君が出場しました。

学校・保護者・卓球関係者など多くの方々

の支えにより活動を続けられ，心より感謝申

し上げます。部員が少しでも逞しく成長して

くれることを願いながら，これからも活動し

てまいります。

卓球部のコロナ禍での大会報告
（コロナ禍での全国高専女子初優勝）

高体連・高専の各大会での集合写真
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第56回全国商船高等専門学校漕艇大会（以下漕
艇大会という。）が，令和３年11月７日（日）本校
に於いて開催され，本校のＡクルーが，平成27年
（2015年）第50回大会（本校主催）ぶりに優勝し
ました。
昨年は第55回漕艇大会が新型コロナウイルス感
染症の感染拡大をうけ中止となり，遠隔授業や分
散登校を行う中クルーが揃う機会も少なく，十分
な活動を行うことが難しい状況でした。しかし，
「少ない練習日や限られた練習時間はとにかく集
中して，内容の濃い時間にします」とクルーは熱
心に練習に取り組んでくれていました。　
今年度も中国地区高専体育大会が中止され代替
試合を検討する中，漕艇大会も同様の検討を行
い，開催日程を７月25日（日）から秋季へ変更し,
秋季開催予定であった「瀬戸内三商船高専漕艇大
会」を８月８日（日）に本校で開催しました。
その後，全国の新型コロナウイルス感染症の感
染状況を踏まえ，今年度の開催担当を，弓削商船
高等専門学校から本校が引き受け開催されること
となりました。
漕艇大会開催に向けた対策として，密を避ける
ために各校１クルー（17名），引率教員２名（審
判教員含み）のみの参加，試合会場となる本校練
習船桟橋への選手・競技関係者以外の立ち入り制
限などを行いました。
本校の学生・教職員をはじめ，各校の参加者の
協力を受け，小春日和で，カッターレースには絶
好の環境で無事に全てのレースを終える事が出来
ました。
予選，決勝レースの結果から，各校のクルーが
とても少ない練習時間のなか懸命に取り組んでき
た様子が伝わってきました。
閉会式の講評でも述べられましたが，オールが
よく揃い，誰が見ても美しい様子のクルーが優勝
することが，今後も受け継がれていくことを願っ
ています。

決勝レース
（手前から広島商船・富山高専・鳥羽商船）スタート

ほぼ同時の回頭（手前：鳥羽商船　奥側：広島商船）

ゴール直前，オールが良く揃っている

優勝クルー，栄誉と感謝の『櫂立て』

漕艇部の全国漕艇大会優勝報告
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１．学 外

卒業生受賞者

令和２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 余頃　裕紀
流通情報工学科 稲田　　丈

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 坂口　竜治
電子制御工学科 濱田　恒輝
電子制御工学科 平田　裕介
電子制御工学科 余頃　智紀
電子制御工学科 余頃　裕紀
流通情報工学科 小島　龍騎
流通情報工学科 保岡　直登

功労賞
学　科　名 氏　名
電子制御工学科 木村　拓馬
電子制御工学科 田島　悠太
電子制御工学科 余頃　智紀
電子制御工学科 余頃　裕紀
流通情報工学科 泉　　瑞希
流通情報工学科 稲田　　丈
流通情報工学科 岸保　伶於
流通情報工学科 下竹　就己
流通情報工学科 新本　　蓮
流通情報工学科 保岡　直登
流通情報工学科 矢山　若菜
流通情報工学科 吉村奈々子
流通情報工学科 吉村　　岬

令和３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 奥田　悠希
商船学科機関コース 溝口　雄基

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 斉藤　美玖
商船学科機関コース 北野　順也

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 平元　雅英

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 大野　功基
商船学科機関コース 﨑根　健太

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 石川　大晟
商船学科航海コース 斉藤　美玖
商船学科航海コース 髙山　英輝
商船学科航海コース 平元　雅英
商船学科航海コース 藤井　光瑠
商船学科航海コース 山縣　俊平
商船学科機関コース 岡部　雄大
商船学科機関コース 北野　順也
商船学科機関コース 髙橋　美和
商船学科機関コース 鎮西　　陸
商船学科機関コース 溝口　雄基

功労賞
学　科　名 氏　名

商船学科航海コース 奥田　悠希
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在学生表彰
●功労賞

大　　会　　名　　等 種　　　　目 成績 クラス 氏　　名 日付

広島県高等学校総合体育大会
尾三地区大会

剣道男子団体 優勝 団体（男子） ４月17日

剣道 優勝 商船３年 宮本匠太郎 ４月17日

卓球男子団体 優勝 団体（男子） ４月24日

卓球女子団体 優勝 団体（女子） ４月24日

県選手権尾三地区大会

卓球男子ダブルス 優勝 電子３年
電子３年

浅野　環斗
多田　浩基 ４月17日

卓球男子シングルス 優勝 電子３年 浅野　環斗 ４月17日

卓球女子ダブルス 優勝 流通２年
流通２年

秋田　紅葉
西原　実夢 ４月17日

卓球女子シングルス 優勝 流通２年 西原　実夢 ４月17日

第68回
中国高等学校卓球選手権大会

卓球女子団体 出場 団体（女子） ６月26日

卓球男子シングルス 出場 電子２年 近石　航春 ６月27日

卓球女子シングルス 出場 流通２年 秋田　紅葉 ６月27日

卓球女子シングルス 出場 流通２年 西原　実夢 ６月27日

第57回
中国地区高等専門学校体育大会
代替大会

陸上　男子砲丸投 優勝 商船４年 溝田　　響 ７月11日

陸上　女子200m 優勝 商船２年 大野　紗来 ７月11日

陸上　女子円盤投 優勝 商船２年 富永　一葉 ７月11日

剣道女子団体 優勝 団体（女子） ７月17日

卓球男子団体 優勝 団体（男子） ８月10日

卓球女子団体 優勝 団体（女子） ８月10日

卓球男子ダブルス 優勝 流通５年
流通５年

烏田　　幸
友岡　治登 ８月11日

卓球男子シングルス 優勝 流通５年 烏田　　幸 ８月11日

卓球女子ダブルス 優勝 流通２年
流通２年

秋田　紅葉
西原　実夢 ８月11日

高等学校総合体育大会
尾三地区大会

陸上　女子200m
陸上　女子400m 優勝 商船２年 大野　紗来 ８月７日

　　８日

陸上　男子砲丸投
陸上　男子円盤投 優勝 電子３年 柿野　礼緒 ８月７日

　　８日

中国五県
陸上競技対抗選手権大会

陸上
　男子ハンマー投 出場 商船４年 溝田　　響 ８月21日

新型コロナウイルス感染症の寮内での様々な感染防止対策を
実行し，寮生の模範として指導的な役割を果たしたため 寮生会
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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55回
全国高等専門学校体育大会　
卓球競技

令和３年
10月30日（土)
　　31日（日)

男子団体 準優勝
女子団体 優勝
ダブルス
（男子） 優勝 流通５年

流通５年
烏田　　幸
友岡　治登

シングルス
（男子） 優勝 流通５年 烏田　　幸

ダブルス
（女子） 優勝 流通２年

流通２年
秋田　紅葉
西原　実夢

シングルス
（女子） 準優勝 流通２年 秋田　紅葉

第71回
中国学生卓球選手権秋季大会
兼　第87回全日本大学総合
卓球選手権（個人の部）予選
兼　第７回オール西日本大学
卓球選手権大会　予選

令和３年
８月30日（月)
　　〜
９月２日（木)

男子団体
２部

優勝
最優秀選手 流通５年 友岡　治登

男子団体
入替戦

対広島修道大学勝利
（来期１部昇格）

シングルス
（男子） 優勝 流通５年 烏田　　幸

ダブルス
（男子） ３位 流通５年

流通５年
烏田　　幸
友岡　治登

第49回
全国高等学校選抜卓球大会
広島県予選会

令和３年
11月６日（土)
　　７日（日)

女子団体 ４位

第67回広島県高等学校
新人卓球大会尾三地区予選会
学校対抗の部

令和３年
10月30日（土)

男子団体 優勝

女子団体 準優勝

●剣道部
大　　　会　　　名 開催日 種　目 成　績 クラス 氏　名

第56回全国高等専門学校
体育大会　剣道競技

令和３年
12月18日（土)
　　19日（日)

男子団体 準優勝

第57回中国地区高等専門学校
体育大会代替大会　剣道競技

令和３年
７月18日（日)

男子団体 準優勝
女子団体 優勝

広島県高等学校総合体育大会
尾三地区大会

令和３年
４月17日（土)

男子団体 優勝
男子個人 優勝 商船３年 宮本匠太郎

第55回全国高等専門学校体育大会　卓球競技 第56回全国高等専門学校体育大会　剣道競技

学校だよりNo64.indd   10 2022/02/02   13:26



広島商船高等専門学校  学校だより　No.64

11

●第56回全国商船高等専門学校漕艇大会
期日　令和３年11月７日（日）
会場　広島商船高等専門学校
優勝　Ａチーム（10′37″89）

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2021
【中国地区大会】
期日：令和３年10月17日（日）　　会場：オンライン（YouTube，ニコニコ生放送配信）
【全国大会】
期日：令和３年11月28日（日）　　会場：国技館

Ａチーム【Project STACK】
　電子４年　広谷　優太
　電子４年　三宅　哲行
　電子４年　小西　洸生
　電子４年　𠮷田　賢人
　電子４年　濱本　健太
　流通４年　山﨑　　毅（全国大会）
　電子２年　俵　　巧磨（中国地区大会）
　電子１年　森脇　健太
　電子１年　奥野　太一

●中国地方の『船のある風景』フォトコンテスト
スマートフォン・船のある風景部門　
最優秀賞　商船１年　川村　哲稜
作品名：静かな夜明け

●全国高等専門学校第32回プログラムコンテスト
期日：令和３年10月９日（土）～11日（日）　
会場：オンライン（YouTube配信）
競技部門【PIXEL　ORDER】
　流通３年　手良脇虎成
　流通２年　坂本　　隆

クラブ活動等の活動報告（一部抜粋）
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今年度の学生会活動は昨年度とは異な

り，新型コロナウィルス感染症の影響が少

なかったため，様々なイベントを行うこと

ができました。

４月27日（火）に行われた前期クラスマッ

チでは，全学年が参加しました。男子・女

子リレー，男子サッカー，男子・女子ドッ

ジボール，男子バレー，女子バドミントン，

男子・女子オセロを行い，特にサッカーと

ドッジボールが盛り上がりました。

七夕では，短冊に願い事を書き，その中

から厳選した願いを，学生会のメンバーで

叶えました。お菓子やお肉，クッションが

欲しいなど，色々な願いを叶えることが出

来ました。

11月25日（木）に行われた後期のクラス

マッチでは，男子ソフトボール，男子ポー

トボール，男子・女子卓球，女子バレー,

女子ドッジボール，男子・女子トランプ,

部活対抗リレー，を行いました。今回初め

て実施した部活対抗リレーはとても盛り上

がりました。

今年度も学生会選挙はオンラインで開催

しました。会長・副会長とも４人ずつ候補

が出てとても激しい戦いとなりました。

来年度はクラスマッチなども多く開催

し，みんなが楽しめるイベントをもっと増

やしたいと思います。

電子制御工学科　４年　南原　　翔

学生会活動
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広 船 新 聞
今年度の新聞委員会は昨年度と同様に新型

コロナウイルス感染症の影響を受け，活動が

非常に難しい状態でした。

しかし，新入生などにこのような情勢の中

でも様々なイベントを行っていることを知っ

てもらうべく，三密対策などを徹底したうえ

で対面による話し合いや，先生や生徒に取材

を行うなど，細心の注意を払い活動を行った

結果，クラスマッチ，部活動，ロボコン，文

化祭，校内選挙などの記事を協力して制作す

ることができました。 

オンラインによる活動など，工夫を凝らし

対応することで，例年通りの活動を行うこと

ができつつあります。

１年生も入り委員が増えました。今後も本

校のことのみならず，地域ともつながった細

かな情報発信を行いたいと思います。

電子制御工学科　２年　岩中航太朗

学校だよりNo64.indd   13 2022/02/02   13:26



広島商船高等専門学校  学校だより　No.64

14

商　船　祭
この度商船祭実行委員長及び総務・渉外
係のトップを務めました，川口紗季です。イ
ベントのYouTube配信や花火の打ち上げな
ど，数々の新たな試みに成功したのは応援し
てくださった皆さんの協力のおかげです。本
当にありがとうございました！
実行委員長・総務・渉外係

流通情報工学科　４年　川口　紗季

この度の商船祭は，新型コロナウイルスの
影響で色々と制限される中，とても楽しく素
晴らしいものができたと思います。時間が無
くて忙しい日々が続きましたが，その分達成
感は今までに感じたことのないものでした。
副委員長・備品管理係

電子制御工学科　４年　南原　　翔

初めての商船祭，久しぶりの商船祭，最後
の商船祭を楽しんでいただけましたでしょう
か。例年通りのやり方ができない状況で，今
年度はパンフレットを冊子の形態ではなく，
手に取っていただきやすいように三つ折りの
ものに挑戦してみました。
初めて話す後輩や同級生と制限されつつも
商船祭を開催できてとても楽しいものになり
ました。
副委員長・広報係

流通情報工学科　４年　八代醍穂花

装飾係の中村香佑です。装飾は約１ヶ月毎
日放課後に集まって様々な作品を作っていき
ました！たくさんの子達と仲良くなれて本当
に最高の思い出です！！ 本当にありがとうご
ざいました！！
副委員長・装飾係

流通情報工学科　４年　中村　香佑

コロナ禍で制限があったため，最初はうま
くいくか不安でしたがたくさんの人の協力の
お陰で今年の商船祭は大成功に終わったと思
います。
当日の楽しそうな写真をみて商船祭を通
じ，学年を超えての団結が深まり来年に繋げ
ることが出来たのではないかなと思いまし
た。
会計係

流通情報工学科　４年　尾野　祥子

私はバザー管理のトップとして，商船祭を
盛り上げるために助成金を支給したりしまし
た。今年の商船祭は学生が手を加えた飲食物
の提供が禁止となりましたので，縁日の屋台
などを参考にしたバザーを提案しました。
バザー・模擬店管理係

流通情報工学科　４年　吉盛　冬馬

商船祭とっても楽しかったです。このよう
な状況下の中でうまく行くか不安でしたが，
なんとかうまくいったとわたしの中では思い
ます！
不安になる事がたくさんありましたが，み
んなのお陰で体育館の装飾も教室の装飾も間
に合いました！
装飾係

流通情報工学科　４年　井上　爽椰

私は商船祭で，装飾係のトップを務めさせ
ていただきました。今年は体育館，階段だけ
でなく，廊下そして学校内の教室にフォト
ルームを２部屋作ってみんなの思い出に残る
写真を撮れる空間を作りました。装飾係の子
達は夜遅くまで凄く頑張ってくれて，とても
素敵な装飾が完成しました。
装飾係

流通情報工学科　４年　森重つばさ
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商　船　祭
私はイベントのトップをやらせていただき

ました。コロナ禍で制限がかかった中での企
画は大変でしたが，みなさん楽しんでくださ
り頑張って良かったなと思いました。人前が
苦手でしたが克服でき，イベントも無事成功
して本当にいい経験になりました。
イベント係

流通情報工学科　４年　西川　由唯

人に仕事を渡すことが難しく，やることが
うまくやれるかが不安でした。商船祭に関
わってくれた方々のおかげで商船祭は成功し
ました。恵まれた環境で経験させてもらえて
感謝しています。
イベント係

流通情報工学科　４年　道田　　成

初めてオンラインでも商船祭を行うことが
印象的でした。また，役員みんなでつなぎを
作ったのも印象的でした。役員みんなで話し
合ったり見せあったり写真を撮ったりととて
も楽しかったです。
クリーン係

電子制御工学科　４年　福岡　　隼

私は，商船祭でバックパネルのトップを務
めさせていただきました。一緒に活動してく
れた後輩達は嫌な顔ひとつせずバックパネル
を僅か１週間程で完成させ他の係の仕事も毎
日遅くまで手伝ってくれました。
バックパネル係

流通情報工学科　４年　榎　　七海

商船祭当日を含め準備をした日々はとても
長かったけど，とても短い時間のように感じ
ました！ 当日を含めとても心に残った日々
でした！！
駐車場係

電子制御工学科　４年　元廣　大智
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学校の取組（COMPASS5.0）
１．目的

COMPASS5.0とは，通信技術を活用した
コミュニケーションであるICTを駆使した
未来技術の中核となる人材を育成するため
に，高専機構全体としてスケールメリット
を最大限に活かした【高専発！「Society5.0
型未来技術人財」育成事業】の略称であり，
Society5.0を支える基盤技術教育の教育パッ
ケージを構築することを目的としています。

２．役割

広島商船高等専門学校および仙台高等専門
学校はCOMPASS5.0のIoT（モノのインター
ネット）分野の拠点校として主に以下のこと
を実施しています。
１） 各分野において高専生が身につけるべき
到達目標の策定

２） 到達目標と紐づけた教材収集・開発，新
しい学びに対する教員研修

３） 教育パッケージを他高専へ展開するため
の教育実践

４） 他高専への情報発信と教育パッケージの
展開

５） 拠点校としての特色の伸長・深化のサイ
クルの構築
このうち，１）と３）は本校が，２）と４）

は仙台高専が中心となり実施しています。５）
は両校がそれぞれ実施しています。

３．進捗報告

本校はIoT分野の担当であるため，IoT分
野における到達目標およびスキルセット（学
修項目）を検討しました。スキルセットは専
攻に関わらず全高専生が学ぶ全分野レベル
と，主に電気・電子・情報系を主副とした学
生が学ぶ分野別レベルの２段階となっていま

す。現在は，両レベルのスキルセットを外部
機関のレビューを受け，整理・再検討してい
る段階です。令和３年度末に，次期モデルコ
アカリキュラム策定委員会に提言するべく，
他分野と連携して到達目標を整理していま
す。
全国高専への展開においては，「Society5.0
×生き延びる力」をテーマとした全教職
員向けの映像を作成しています。これは
COMPASS5.0で実現すべき次世代基盤技術
教育を全教職員に理解してもらうことを目的
としています。
また，次世代基盤技術などを事業化する手
法を学びたい高専生に対して「事業構想でき
るリアルテック技術者育成プログラム」を実
施し，全国展開のための教育評価を行います。

４．今後の展開

今後は作成した到達目標・スキルセット・
教材を実践・評価・全国展開を実施しアップ
デートを継続して行います。
また，本校の特色の伸長・深化として，先
に述べたリアルテックプログラムの継続およ
び産業用ドローン運用管理技術者育成プログ
ラムの起ち上げを検討しています。「IoT教
育＝広島商船高専」となるような取り組みを
今後進めていきます。

IoT スキルセットの全体像
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学校の取組（高専高度化推進事業）

FD（ファカルティ・ディベロップメント）

研修　

高専高度化推進事業では，教員が授業内

容・方法を改善し向上させるための組織的な

取組として，FD（ファカルティ・ディベロッ

プメント）研修を実施しました。

新任研修会では，４月１日（木）に着任の新

任教員に対して一通り学校のシステムや成績

保存といった当面必須となる活動内容につい

て研修を行いました。その後一通り新任教員

や学生が学校生活に慣れた頃，ベテラン教員

の公開授業に参加してもらい，放課後には座

談会形式でベテラン教員との意見交換会を実

施しました。

校外への各種FD研修については，上半期

はコロナ禍のため，十分な数の実施はできま

せんでしたが，秋以降には若干の参加者を募

ることができました。

昨今は急激にオンライン授業が増え，本校

でも対応に少なからず苦労がありました。そ

のためオンライン授業にＦＤ活動をどのよう

に生かしていくのかをテーマに，オンライン

形式での研修を校内で２回行いました。

副校長（評価）担当　小河　　浩

瀬戸内海の離島に残る歴史的海事遺産のデ

ジタル化保存とアーカイブス化による発信

　
本校が所在する大崎上島及び大島商船高専

が所在する周防大島には，多くの歴史的な海

事遺産が残されており，幾つかの記念館や資

料館等にて資料の保管が行われています。

また，創立から120年を越える歴史がある

両校共に学校や学生等に関する有形資料及

び，卒業アルバムなどの多くの歴史的遺産が

残されていますが，現状では年史としてまと

められている以外には，情報発信が広く行わ

れておりません。

そこで，大崎上島町・周防大島町の地域振

興と海事思想普及を目的とした資料のデジタ

ルアーカイブス化を行い，ホームページを活

用した情報発信を試みることを目的として取

り組んでいます。　

これまでも，大崎上島における歴史的海事

遺産のデジタルデータ化に取り組み，この技

術を活用し，大島商船高専の千葉教員と共に，

伏木富山港・海王丸財団の協力を得て同財団

に保管されている初代練習帆船「海王丸」に

保存されている航海日誌の全編デジタル化に

取り組みました。

本年度は，伏木富山港・海王丸財団の協力

をいただき，既にデジタル化が行われている

「海王丸」の航海日誌等のアーカイブス化に

加え，両校で所有している歴史的海事遺産の

デジタル化の推進及びデータ活用の情報発信

としてホームページによる公開の設計検討を

行っています。

広島丸　船長　清田　耕司
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本校では，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。
今年度もコロナ禍で活動が制限される中，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地域貢献活動を実施
しました。
今年度の学校の地域貢献活動について，主な活動をご紹介します。

操舵室での体験の様子出前授業後の修了証授与

学校の取組（地域貢献活動）

● 海と日本PROJECT in 広島 ●

７月24日（土），日本財団主催「海と日本
PROJECT in 広島  瀬戸内こども調査団～
海の宝，ハチの干潟に学ぶ～」調査イベント
の一環として，県内の小学生を対象に竹原市
で海洋環境をテーマにした出前授業を実施し
ました。令和２年度に本校学生が制作した海
洋環境学習ドリルを教材に，商船学科４年の
学生２名が中心となり実施しました。
オリジナルのイラストが鮮やかなドリルを

使用し，海洋におけるプラスチックごみの深
刻さや，海草であるアマモを増やす取り組み
について授業を行いました。座学の後は水質
検査実験も行い，化学物質が海洋環境に与え
る影響を視覚的に学びました。
参加した小学生たちが積極的に意見を発表

する，にぎやかな授業となりました。本校は
今後も，研究を通した地域交流に取り組んで
まいります。

 ● 広島丸の体験航海 ●
「次世代の海洋人材育成事業」の一環とし
て，10月26日（火）及び11月２日（火）に，島内の
小中学生を対象に体験航海を実施しました。
参加者は，広島丸乗組員や本校学生を講師
に，救命胴衣の着脱やロープワーク，更には
船の操舵を実際に体験しながら，大崎上島を
一周しました。操舵室のレーダーや甲板のラ
イフラフト（膨張式の救命いかだ），海から
見た島の様子など，普段はなかなか体験する
機会がないものに目を輝かせる参加者の姿が
印象的でした。
参加者からは，「船の操舵やいろいろなロー
プの結び方などの貴重な体験ができて楽し
かった」や「船から見る海や山がとてもきれ
いで，改めて大崎上島への愛着がわいた」と
いったコメントがありました。
コロナ禍において良いリフレッシュの機会
にもなったようです。
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プログラミング教育支援写真部による撮影教室

学校の取組（地域貢献活動）
● 写真部による撮影教室 ●

11月９日（火），大崎海星高校生徒の「島の
仕事図鑑（とびしま海道編）」制作のため，
本校写真部の学生が写真撮影教室を通して交
流を行いました。
参加者はグループに分かれ，雑誌に掲載さ
れた写真から好きな写真を選び，その構図等
を参考に身近なものを被写体にして写真撮影
に臨みました。写真部の学生は，「被写体の
気持ちになって撮影しよう」とか「どこにピ
ントを合わせ，どこをぼかすか考えてみよう」
などと活発にアドバイスを行いました。撮影
後は皆で写真を確認し，良い点や改善点につ
いて話し合いました。
約１時間という短い時間でしたが，参加者
はすぐに打ち解け合い，和気あいあいと活動
を実施しました。大崎海星高校の生徒からは
「島の仕事図鑑が完成したらぜひ見てくださ
い」というお話がありました。参加者は，今
後も写真撮影活動を通して様々な形で交流す
るためのアイデアを出し合いました。

 ● 大崎上島町プログラミング教育支援 ●
11月22日（月），町内の小学５年生を対象に
プログラミング教育支援を実施しました。本
事業は，2020年度からの小学校プログラミン
グ教育の必修化に対し，大崎上島町教育委員
会からの依頼により実施しているものです。
今年度は島内の３校から計41名の児童に参
加いただき，加藤博明メディアセンター長の
指導のもと，本校学生11名にも講師として協
力してもらいました。参加した小学生は，最
初は慣れない作業に戸惑いの表情も見られま
したが，プログラムが完成しパソコンに自分
の思ったような絵が描かれた時には歓喜の声
も聞かれたほか，本校の学生と楽しそうに談
笑する姿も見られました。
こうした事業を通して，普段は利用するだ
けのコンピュータについて，その仕組みや構
造に興味を持ってもらうだけではなく，プロ
グラミングを通して「試行錯誤を繰り返し，
順序立てて物事を考え，まとまった考えを一
定のルールに従って表現する」ことの大切さ
と楽しさを感じていただければ幸いです。
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広島丸の活動
１．航海実習（練習船実習）
前期の航海実習は，商船３年各コースとも
に４日，商船４年は各コース３日，商船５年
は，前年度実施出来なかった分を含め，両
コースとも６日分を全て日帰り実習で行いま
した。
後期は，商船３年のJMETS実習の予定変
更に伴い，10月に商船５年生，12月に商船３
年生が航海実習を行いました。
後期の予定変更に伴い，10月１日（金）付け
で，「広島丸における新型コロナウイルス対
策指針について（３報）」を発信しました｡ま
た，昨年度からの懸案であった船内泊を段階
的に行うため，乗船２週間前からの健康観察
を行い，寮生と通学生が乗船することを踏ま
え，乗組員を含めて，抗原検査を乗船時に実
施し，全員の陰性を確認したのち実習を開始

することとしました。
停泊場所は，段階的に進めるため，10月に
実習を行った商船５年生は，毎日学校桟橋へ
戻る形で船内泊を伴う実習を行いました。そ
の後の感染状況を考慮し，12月の商船３年生
からは新型コロナウイルス感染症新規感染者
が居ない地域へ寄港を伴う航海実習を再開
し，商船３年生機関コースは，別府，同航海
コースは，備讃瀬戸航路などの海上交通安全
法による航路での操船を経験し，小豆島土庄
東港へ寄港する実習を行いました。
商船３年生は，JMETSの実習に続き，広
島丸での船内泊を通して，仲間と共に協力し
ての実習を十分に経験させることができまし
た。次年度も，学生のために，常により良い
実習環境を整えて，迎えられるよう準備して
いきたいと考えております。

船上教室・体験航海（小学生）

起床後の体操（学校桟橋）学生による主体的実習（航海当直）

２．船上教室・体験航海
大崎上島島内の小学校・中学校の生徒を対
象に，以下の内容で船上教室（海の観察）・
体験航海を実施しました。
①　船橋：操舵体験及び船の重要性について
②　救命講習：救命胴衣の着用体験など
③　ロープワーク体験
④　海洋教室：「海とアマモとわたし」のド
リルを使用した身近な環境学習

⑤　海洋調査：アマモの観察，水の透き通り
具合，パックテスト
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国際交流室活動紹介

初めまして，インドネシアから来た留学生
のヒズキアと申します。電子制御工学科３年
生です。私は漫画，音楽，特にピアノが趣味
で，モノづくりも好きです。
日本に興味を持ち始めたのは中学校の頃で
す。その時初めて日本のアニメを見て日本に
憧れました。日本のことをもっと調べたら，
日本の技術の進歩にびっくりしました。
その結果，「日本に留学する！」ことを決
意しました。たくさん勉強して，いろんな試
験を受けて大変でしたが，数年間の努力の末
に日本に来ることができました！…となった
のですが，当初の予定では，去年の４月に日
本へ来て東京日本語教育センターで１年間日
本語を勉強するはずでした。ただ，残念なこ
とに新型コロナウィルス感染症の影響で出発

が９月まで延期されてしまいました。その延
期された５か月間は，オンライン授業を受
けていましたが，「本当に日本に行けるのか
なぁ」と不安でした。しかし，ようやく日本
に来ることができ，本当によかったと思って
います。
日本語学校を卒業して，私は新幹線で大崎
上島に来ました。新幹線はすごく速く，日本
の技術はインドネシアよりはるかに進んでい
ると再び思いました。このようなテクノロ
ジーを使ったモノづくりが私の将来の夢で
す。
大崎上島は東京と全然違い，電車も高い建
物もなく完全に「田舎」でショックでした。
インドネシアの私の実家も実は田舎なので，
遠く離れた場所に自分の家があるようで安心
しています。海もきれいで自然が豊かで，大
崎上島に来てよかったと思います。不便なと
ころはちょっと残念ですけど（笑）。
誰も知らない新しい環境で３年生の中にひ
とりぼっちの留学生としては，結構不安でし
たが，クラスの皆はすごく優しくてフレンド
リーでした。いろいろ学校のことや日本のこ
とをたくさん教えてくれてありがたいです。
今はいろんなことを日本語で勉強していて
大変ですが，すごく楽しいです！みんなと仲
良くなって，充実な高専生活を送りたいと思
います！どうぞ，よろしくお願いします！

 ◆◆◆ 留学生紹介 ◆◆◆

HIZKIA  AGRAHANTITAMA  BUDIMAN
ヒズキア  アグラハンティタマ  ブディマン

（インドネシア）

長引く世界的な規模の新型コロナウィルス感染症より，昨年と同様に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。そのような環境下
で，本校学生はInternational Student Conference 2021 Online，グローバルリーダー育成塾
2021（オンライン），令和３年度広島県・四川省青少年交流事業（オンライン）などの国際交
流行事に参加し，本年度もオンラインによる国際交流活動を積極的に模索しています。 
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国際会議「STI－Gigaku」住友理工賞受賞
　10月22日（金）

国際会議「The  6 t h  I n t e r n a t i o n a l 
Conference on “Science of Technology 
Innovation”2021」（6th STI－Gigaku）にお
いて，本校の海事システム工学専攻２年生峯
本邦彬君の発表が，“Best 
Research Presentation 
Award by Sumitomo 
Riko Company Limited 
（住友理工賞）”を受賞し
ました。

税に関する高校生の作文　表彰
　11月11日（木）

税に関する高校生の作
文において，商船学科１
年の久冨文花さんが竹原
税務署長賞を受賞しまし
た。
11月11日（木）に竹原税
務署長の菊池浩文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。
また，午後から，１年３組の学生に対して，
福山税務署の伯野雅恵広報官が来校し，税務
教室を開講しました。

ふれあいサロン山尻訪問　12月５日（日）
ふれあいサロン山尻を訪問し，地区の高齢
者７名と警察官３名，社会福祉協議会の方２
名と子ども１名に学生４名でサロンを開催し
ました。
高齢者からは，「楽しかったよ，また来てね」
と喜ばれ，学生も「楽しかった。また参加し
たい」と感想を述べていました。

ワクチン接種開始
　６月24日（木）～７月21日（水）

大崎上島町と連携し，大崎上島町に住民票
がある学生および教職員の希望者を対象とし
た新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
を開始しました。
大崎上島町保健福祉センターにて行われ，
初日は特に混乱も
なく学生・教職員
の接種が順調に進
みました。

卒業証書授与式　９月27日（月）
商船学科卒業証書授与式を挙行しました。
校長からは，「解決が困難なことや答えの
出ないことを経験した時には，本校で得た知
識や経験を活用し，解決して下さい」との言
葉がありました。
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。

オープンスクールを開催
　８月７日（土）～８月８日（日），

10月９日（土）～ 10月10日（日）
今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から，対象者を中学３年生とその保
護者１名に限定し，１日あたり１学科25組で
規模を縮小して実施しました。
オープンスクールでは，希望学科の授業体験
をしていただき，
その後は希望者を
対象に個別相談，
学生寮見学及び練
習船見学をしてい
ただきました。
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§ 新任教員紹介 §
一般教科　講師　池田　幸恵

令和３年４月１日（木）付けで着任しました池田幸恵です。英語科目を担当して
います。大学時代から長らくアメリカ文学を専門として研究してきましたが，徳
山高専や大島商船高専で英語の授業を担当したことがきっかけとなり英語教育研
究に関心を持つようになりました。

現在は，大学生や高校生とは異なる高専生という学習者が持つ英語学習の特有性の解明やそれに
基づく教育介入法などをテーマとして高専英語教育研究を行っています。
高専生を対象とした英語教育研究はまだ未解明な点が多いとてもやりがいのある研究分野です。
研究で得た知見を学生みなさんの英語学習へ還元できるよう努めたいと思います。
大学生だった時には，自分が将来高専の教員になり英語教育研究に携わるようになるとは全く思
いませんでした。みなさんのこれからの長い人生の中でも，今は予想もしてない新たな目標や夢に
挑む時が訪れるでしょう。
その時に高専で過ごした５年間が礎となり，助けとなるような豊かな学びの場となるよう尽力し
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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