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陸上部個人優勝！ キャンパスベンチャーグランプリ中国大会最優秀賞受賞！

【COC事業】アイランダー2017出展

瀧口教授 酒池准教授（写真中央）

賞　名 プロジェクト名

平成28年度日本航海学会航海功績賞 海事分野における高専・産業界連携
による人材育成システムの開発

教職員表彰
賞　名 職　名 氏　名

日本塑性加工学会賞（教育賞） 商船学科
教　授 瀧　口　三千弘

第33回マツダ研究助成奨励賞 電子制御工学科
准教授 酒　池　耕　平
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　保護者の皆様には，いかがお過ごしでしょう
か。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。
　今年度も学生たちが素晴らしい活躍をして
くれました。第２８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，

「Ostr i ch☆i－ロードバイク用危険検出シス
テム－」がチームラボ企業賞を受賞，船員労働
安全衛生月間の標語の部において，本校学
生の２点が入選しました。また，税に関する高
校生の作文において２名の学生が優秀賞を
受賞するなど，コンテストなどでの活躍は喜ば
しいことです。
　課外活動では，全国高等専門学校体育大
会での卓球部と陸上部の個人種目優勝をは
じめとして多くの入 賞を勝ち取ってくれまし
た。また，温暖な瀬戸内の学校でありながら，
中国高等学校新人スキー大会においての入
賞は，雪のない地域での学生にとっては，並々
ならぬ努力の成果だと感じます。
　また，障がい者・高齢者との交流をはじめ，
海岸・景勝地の清掃活動，地域伝統行事へ
の参加などを通じて，地域に貢献しておりま

す。その中で特記すべきことは，NPO法人か
みじまの風主催で開催された「島のアイデア
ソン福祉編の事業報告会」に学生がパネリス
トとして参加し，早稲田大学の学生と一緒に
考えたアイデアを提案し，広島県教育委員会
や大 崎 上 島 町 商 工 会，事 業 所の関 係 者の
方々とパネルディスカッションを通じて，大崎上
島の活性化について熱く語ってくれたことで
す。さらに，大崎上島すみれ祭において，島の
方々から，災害が起こりやすい場所と地名に
関する有益な情報をたくさん聞き取り，将来的
には島の防災マップを完成させ，地域の発展
に大いに寄与しようとしています。
　このような学生たちの活躍に負けまいと，先
生方も頑張っています。その一部を紹介しま
すと，「塑性加工及びその周辺技術（機械振
動）に関する教育活動」における功績を認め
られ，日本塑性加工学会賞の教育賞を受けた
教員がいます。また，若手のある教員が日頃の
研究活動を評価され「マツダ研究助成奨励
賞」を受賞されました。マツダ研究助成奨励
賞とは，助成対象の研究の中から，若手研究
者を主たる対象とし，選考委員会が特に優れ
た研究であるとみなした4件の研究に対して
授与されるものです。その他にも，教育だけで
なく，研究活動や社会貢献に活躍している教
員が多くおられます。
　 学 生は先 生の後 姿を見て育 つといいま
す。学生の活躍は，先生方が普段の教育研
究を通じて精一杯の努力を実践していること
の表れであると思います。本校の持つ課題は
多くありますが，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
究活動に御支援を重ねてお願い申し上げま
す。

１．大学COC事業概要
　平成25年に文部科学省が推進する大学

COC事業（地（知）の拠点整備事業（以下，

COC事業））において本校は，「離島の知の拠

点形成―離島高専の教育研究と離島の振興・

活性化―」として，採択を受けてから今年度は

最終年度の5年目となりました。

　これまで，地域・保護者の皆さまや大崎上島

町のおかげをもちまして，本校は地域の地(知)の

拠点となるべく教育，地域研究，社会貢献の3つ

の柱で進めることが出来ております。

　また，平成27年度の地（知）の拠点大学によ

る地方創生推進事業（COC+）の協力校として，

広島県内の近隣地域における地方創生に向け

た事業を展開して，本校は更なる地（知）の拠点

となるべくCOC事業を進めています。

　大崎上島町内において，地（知）の拠点とし

て身近に感じられるようになったという声を寄せ

ていただけるようになり，5年間の様々な取組み

を通して，地域へ積極的に関わろうとしている本

校の姿勢が少しずつではありますが広まってい

るように感じています。

　瀬戸内の離島である大崎上島町ならではの

課題解決に向けた地域志向科目による教育・

地域研究活動を通じて，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目指し，地域の

活性化へ貢献出来るように，地域の方々の御意

見・御支援をいただきながら今後も更に進めて

いきます。

　COC事業が採択されるまでは，多くの教育が，

教室・研究室・実験室・練習船の中で完結する

ものでした。COC事業に取り組む中で，本校の

学生が大崎上島のみなさん（地域社会）と交流

できたことは，とても貴重な経験となっています。

また，教職員にとっても各自が取り組んでいる研

究の成果の実践の場となるため，学生へのより

良い教育研究環境の整備が行えます。それを

活用した教育を提供することで，本校を巣立つ

学生達が，就職先の地域で活躍できる人材育

成に取り組んでいます。

　なお，COC事業では，12分野（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）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。

２．教育推進，地域課題解決，地域貢献事業
　教育では，地域（島，海など）の自然・歴史・文

化・生活・産業を題材とする100科目を超える地

域志向科目の実施を通して，大崎上島町はもと

より，それぞれの故郷や将来居住する地域にお

いて積極的に貢献できる人材の育成を目指し

ています。

　本校における5年間又は5年半における座

学・実習等を通して，個々が解決手法を学び，卒

業研究・特別研究では「学修」を意識した実践

を通して課題の発見・解決を経験することによ

り，地域社会で活躍できる人材となるように支援

しています。

練習船広島丸船長　清田　耕司
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　各分野による，離島社会の課題解決へ向け

た活動の主な事例を以下に紹介します。

取組み事業の紹介̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●アイランダー2017へ出展
　全国の離島が結集する祭典アイランダー2017が

11月18日（土），19日（日）池袋サンシャインシティ文

化会館で開催され，大崎上島町とともに出展しまし

た。アイランダー2017は，日本の全離島が出展する

年1回の祭典で，本年で25回目になります。昨年に

引き続き唯一の教育機

関のブースとして出 展

し，専攻科生によるプレ

ゼンテーションを行い，好

評を得ました。

●海事教育勉強会の開催
　本校と（社）日本船主協会の共催により海事教

育勉強会を8月21日（月）に開催しました。

　この勉強会は主に小

中学校の教員の方を対

象に海 事 教 育を説 明・

議論することで，船員教

育のみならず海事教育全般に対する理解の促進

を図ることを目的としています。参加者は旅客フェ

リーの機関室他の見学や本校練習船広島丸での

講演会・船内見学，島内の造船所見学などのプロ

グラムを通じ，我が国における海運事業の重要性に

ついての認識を深めました。

●エネルギー教育（大崎上島中学校）
　7月6日(木)大崎上島

中学校の3年生48人を

対 象に本 校 商 船 学 科

大山教授による出前授

業「 原 子 力と放 射 線 」

及び馬場特命教授による「世界全体で取り組む地

球温暖化防止対策」を実施しました。生徒たちは実

験や工作を行いながら放射線が自分の身近にある

ことや，地球温暖化の防止のために今世界全体で

どのような取り組みをしているかについて学習しまし

た。また，学生は説明，授業支援活動を通して共に

学びました。

●環境教室・省エネ実験（三原市）
　本校と三原市環境政策部との共同研究の一環

として7月30日（日）に三原港湾ビル，三原リージョン

プラザにおいて広島県三原市内の小学4～6年生，

37名に対し『海のエネルギー・環境教室～海底観

察とプランクトン採取と廃棄物を使って省エネ実験』

を実施しました。

実施内容

１）実習船「ひかり」で三原港沖まで航海し担当教

員や本校学生の指導の下にプランクトン採取や水

中カメラを使用して水中観察

２）採取したプランクトンを顕微鏡で観察しながらス

ケッチを行い，図鑑を用いて名称を確認。本校学生

によるプランクトンと地球温暖化との関係の説明

３）牛乳パックで作った蒸気船をろうそくの火で動か

し，エネルギーと二酸化炭素の関係の学習

　参加した小学生からは「環境について考えるよい

きっかけとなった」「エネルギーの仕組みがとても面

白かった」などの感想がありました。

●獣害対策シンポジウム
　9月30日（土），10月1日（日）の2日間，大崎上島開

発センターにおいて本校と大崎上島町が共催し，獣

害対策に関するシンポジウムを開催しました。大崎

上島で増え続けているイノシシの被害をどうやって

防いでいくのか，千葉県から招いた専門家からの情

報や，参加者でのワークショップ，現地でのフィールド

ワークを通して現場での対策のアイデアを学習しま

した。ワークショップでは，

本校学生も参加し，住民

の方から地域の課題を

直 接 聞き，地 域 課 題 解

決の一端となりました。

●障がい者交流事業を実施
　12月10日（日）に障がい者交流事業として，安佐

動物公園へ行きました。参加者は，島内の障がい児

者6名，その家族10名，学生23名でした。

　当日はあいにくの空模様でしたが，子どもたちもそ

の家族の方々も大変喜んでくれました。

　子どもたちは学生とすぐに仲良くなり，動物を見学

したり，一緒にご飯を食べたりして楽しみました。お

別れの時間には，「お兄ちゃん，また一緒に遊んでね

」「また会おうね」と言って，次回のイベントで会う約

束をしました。次回，楽し

い時間が過ごせる様に，

イベントを企 画したいと

思っています。

●沖浦地区恵美須神社秋季例大祭に学生
が参加

　10月8日に大崎上島の沖浦地区で行われた恵

美須神社の秋季例大祭に，本校学生25名が櫂伝

馬の漕ぎ手として参加しました。

　夜の事前練習から地元の方々と交流を深め，祭

りの当日には，地域のお祭りを盛り上げることに貢献

しました。櫂伝馬を漕ぐだけでなく，浦安の舞の見学

や地元の方々との昼食会など，本校学生にとっても

貴 重な体 験 になりまし

た。特に今年から女子学

生の参加も可能となった

ことで，学生の櫂伝馬に

対する興味関心が高まり

ました。

●大崎荘祭りに参加
　特別養護老人ホーム大崎荘で10月15日（日）に

開催された大崎荘祭りのボランティアに，本校として

は今年が初めての参加となり，学生4名が参加しま

した。学生は，人気のイベントの１つである記念写真

館の運 営 支 援を

行い，大崎荘祭り

の 盛り上 げに 一

役を担いました。

　COC事業を通して，学生が離島社会の実情

を知ることは，繰り返しになりますが，学生にとっ

て教科書や実験室では得難い総合的な実践

的な学習となっており，学生へのアンケート調査

などからも多面的な分析力や課題解決能力の

向上が図れております。

　今後も，住民と連携した研究や成果報告会を

通じて地域課題解決に向けた具体的な提言や

技術開発などが行えるように取り組んでいくこと

を目指しています。

３．人材育成
　学生自身の人間性の涵養・職業観を養う一

環として，COC事業では，地域活動を通じ，地域

に貢献出来る人材育成を目指しています。地域

活動の中で地域の方々と出会いや交流を行う

ことは，他者を理解し，様々な価値観と触れ合う

ことのできる良い機会となります。

　学生の地域活動により，地域の方々から暖か

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

者にとって良い関係を築きつつあり，地域の

方々にとっては，接する機会が少ない若者と交

流することでパワーを得ておられるようであり，地

域へ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が，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5年目が終了しますが，今後も

地域の皆さん・大崎上島町の御協力を得て，教

職員・学生が様々な人材育成事業に取り組ん

でまいります。
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ならぬ努力の成果だと感じます。
　また，障がい者・高齢者との交流をはじめ，
海岸・景勝地の清掃活動，地域伝統行事へ
の参加などを通じて，地域に貢献しておりま

す。その中で特記すべきことは，NPO法人か
みじまの風主催で開催された「島のアイデア
ソン福祉編の事業報告会」に学生がパネリス
トとして参加し，早稲田大学の学生と一緒に
考えたアイデアを提案し，広島県教育委員会
や大 崎 上 島 町 商 工 会，事 業 所の関 係 者の
方々とパネルディスカッションを通じて，大崎上
島の活性化について熱く語ってくれたことで
す。さらに，大崎上島すみれ祭において，島の
方々から，災害が起こりやすい場所と地名に
関する有益な情報をたくさん聞き取り，将来的
には島の防災マップを完成させ，地域の発展
に大いに寄与しようとしています。
　このような学生たちの活躍に負けまいと，先
生方も頑張っています。その一部を紹介しま
すと，「塑性加工及びその周辺技術（機械振
動）に関する教育活動」における功績を認め
られ，日本塑性加工学会賞の教育賞を受けた
教員がいます。また，若手のある教員が日頃の
研究活動を評価され「マツダ研究助成奨励
賞」を受賞されました。マツダ研究助成奨励
賞とは，助成対象の研究の中から，若手研究
者を主たる対象とし，選考委員会が特に優れ
た研究であるとみなした4件の研究に対して
授与されるものです。その他にも，教育だけで
なく，研究活動や社会貢献に活躍している教
員が多くおられます。
　 学 生は先 生の後 姿を見て育 つといいま
す。学生の活躍は，先生方が普段の教育研
究を通じて精一杯の努力を実践していること
の表れであると思います。本校の持つ課題は
多くありますが，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
究活動に御支援を重ねてお願い申し上げま
す。

１．大学COC事業概要
　平成25年に文部科学省が推進する大学

COC事業（地（知）の拠点整備事業（以下，

COC事業））において本校は，「離島の知の拠

点形成―離島高専の教育研究と離島の振興・

活性化―」として，採択を受けてから今年度は

最終年度の5年目となりました。

　これまで，地域・保護者の皆さまや大崎上島

町のおかげをもちまして，本校は地域の地(知)の

拠点となるべく教育，地域研究，社会貢献の3つ

の柱で進めることが出来ております。

　また，平成27年度の地（知）の拠点大学によ

る地方創生推進事業（COC+）の協力校として，

広島県内の近隣地域における地方創生に向け

た事業を展開して，本校は更なる地（知）の拠点

となるべくCOC事業を進めています。

　大崎上島町内において，地（知）の拠点とし

て身近に感じられるようになったという声を寄せ

ていただけるようになり，5年間の様々な取組み

を通して，地域へ積極的に関わろうとしている本

校の姿勢が少しずつではありますが広まってい

るように感じています。

　瀬戸内の離島である大崎上島町ならではの

課題解決に向けた地域志向科目による教育・

地域研究活動を通じて，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目指し，地域の

活性化へ貢献出来るように，地域の方々の御意

見・御支援をいただきながら今後も更に進めて

いきます。

　COC事業が採択されるまでは，多くの教育が，

教室・研究室・実験室・練習船の中で完結する

ものでした。COC事業に取り組む中で，本校の

学生が大崎上島のみなさん（地域社会）と交流

できたことは，とても貴重な経験となっています。

また，教職員にとっても各自が取り組んでいる研

究の成果の実践の場となるため，学生へのより

良い教育研究環境の整備が行えます。それを

活用した教育を提供することで，本校を巣立つ

学生達が，就職先の地域で活躍できる人材育

成に取り組んでいます。

　なお，COC事業では，12分野（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）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。

２．教育推進，地域課題解決，地域貢献事業
　教育では，地域（島，海など）の自然・歴史・文

化・生活・産業を題材とする100科目を超える地

域志向科目の実施を通して，大崎上島町はもと

より，それぞれの故郷や将来居住する地域にお

いて積極的に貢献できる人材の育成を目指し

ています。

　本校における5年間又は5年半における座

学・実習等を通して，個々が解決手法を学び，卒

業研究・特別研究では「学修」を意識した実践

を通して課題の発見・解決を経験することによ

り，地域社会で活躍できる人材となるように支援

しています。

練習船広島丸船長　清田　耕司
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　各分野による，離島社会の課題解決へ向け

た活動の主な事例を以下に紹介します。

取組み事業の紹介̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●アイランダー2017へ出展
　全国の離島が結集する祭典アイランダー2017が

11月18日（土），19日（日）池袋サンシャインシティ文

化会館で開催され，大崎上島町とともに出展しまし

た。アイランダー2017は，日本の全離島が出展する

年1回の祭典で，本年で25回目になります。昨年に

引き続き唯一の教育機

関のブースとして出 展

し，専攻科生によるプレ

ゼンテーションを行い，好

評を得ました。

●海事教育勉強会の開催
　本校と（社）日本船主協会の共催により海事教

育勉強会を8月21日（月）に開催しました。

　この勉強会は主に小

中学校の教員の方を対

象に海 事 教 育を説 明・

議論することで，船員教

育のみならず海事教育全般に対する理解の促進

を図ることを目的としています。参加者は旅客フェ

リーの機関室他の見学や本校練習船広島丸での

講演会・船内見学，島内の造船所見学などのプロ

グラムを通じ，我が国における海運事業の重要性に

ついての認識を深めました。

●エネルギー教育（大崎上島中学校）
　7月6日(木)大崎上島

中学校の3年生48人を

対 象に本 校 商 船 学 科

大山教授による出前授

業「 原 子 力と放 射 線 」

及び馬場特命教授による「世界全体で取り組む地

球温暖化防止対策」を実施しました。生徒たちは実

験や工作を行いながら放射線が自分の身近にある

ことや，地球温暖化の防止のために今世界全体で

どのような取り組みをしているかについて学習しまし

た。また，学生は説明，授業支援活動を通して共に

学びました。

●環境教室・省エネ実験（三原市）
　本校と三原市環境政策部との共同研究の一環

として7月30日（日）に三原港湾ビル，三原リージョン

プラザにおいて広島県三原市内の小学4～6年生，

37名に対し『海のエネルギー・環境教室～海底観

察とプランクトン採取と廃棄物を使って省エネ実験』

を実施しました。

実施内容

１）実習船「ひかり」で三原港沖まで航海し担当教

員や本校学生の指導の下にプランクトン採取や水

中カメラを使用して水中観察

２）採取したプランクトンを顕微鏡で観察しながらス

ケッチを行い，図鑑を用いて名称を確認。本校学生

によるプランクトンと地球温暖化との関係の説明

３）牛乳パックで作った蒸気船をろうそくの火で動か

し，エネルギーと二酸化炭素の関係の学習

　参加した小学生からは「環境について考えるよい

きっかけとなった」「エネルギーの仕組みがとても面

白かった」などの感想がありました。

●獣害対策シンポジウム
　9月30日（土），10月1日（日）の2日間，大崎上島開

発センターにおいて本校と大崎上島町が共催し，獣

害対策に関するシンポジウムを開催しました。大崎

上島で増え続けているイノシシの被害をどうやって

防いでいくのか，千葉県から招いた専門家からの情

報や，参加者でのワークショップ，現地でのフィールド

ワークを通して現場での対策のアイデアを学習しま

した。ワークショップでは，

本校学生も参加し，住民

の方から地域の課題を

直 接 聞き，地 域 課 題 解

決の一端となりました。

●障がい者交流事業を実施
　12月10日（日）に障がい者交流事業として，安佐

動物公園へ行きました。参加者は，島内の障がい児

者6名，その家族10名，学生23名でした。

　当日はあいにくの空模様でしたが，子どもたちもそ

の家族の方々も大変喜んでくれました。

　子どもたちは学生とすぐに仲良くなり，動物を見学

したり，一緒にご飯を食べたりして楽しみました。お

別れの時間には，「お兄ちゃん，また一緒に遊んでね

」「また会おうね」と言って，次回のイベントで会う約

束をしました。次回，楽し

い時間が過ごせる様に，

イベントを企 画したいと

思っています。

●沖浦地区恵美須神社秋季例大祭に学生
が参加

　10月8日に大崎上島の沖浦地区で行われた恵

美須神社の秋季例大祭に，本校学生25名が櫂伝

馬の漕ぎ手として参加しました。

　夜の事前練習から地元の方々と交流を深め，祭

りの当日には，地域のお祭りを盛り上げることに貢献

しました。櫂伝馬を漕ぐだけでなく，浦安の舞の見学

や地元の方々との昼食会など，本校学生にとっても

貴 重な体 験 になりまし

た。特に今年から女子学

生の参加も可能となった

ことで，学生の櫂伝馬に

対する興味関心が高まり

ました。

●大崎荘祭りに参加
　特別養護老人ホーム大崎荘で10月15日（日）に

開催された大崎荘祭りのボランティアに，本校として

は今年が初めての参加となり，学生4名が参加しま

した。学生は，人気のイベントの１つである記念写真

館の運 営 支 援を

行い，大崎荘祭り

の 盛り上 げに 一

役を担いました。

　COC事業を通して，学生が離島社会の実情

を知ることは，繰り返しになりますが，学生にとっ

て教科書や実験室では得難い総合的な実践

的な学習となっており，学生へのアンケート調査

などからも多面的な分析力や課題解決能力の

向上が図れております。

　今後も，住民と連携した研究や成果報告会を

通じて地域課題解決に向けた具体的な提言や

技術開発などが行えるように取り組んでいくこと

を目指しています。

３．人材育成
　学生自身の人間性の涵養・職業観を養う一

環として，COC事業では，地域活動を通じ，地域

に貢献出来る人材育成を目指しています。地域

活動の中で地域の方々と出会いや交流を行う

ことは，他者を理解し，様々な価値観と触れ合う

ことのできる良い機会となります。

　学生の地域活動により，地域の方々から暖か

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

者にとって良い関係を築きつつあり，地域の

方々にとっては，接する機会が少ない若者と交

流することでパワーを得ておられるようであり，地

域へ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が，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5年目が終了しますが，今後も

地域の皆さん・大崎上島町の御協力を得て，教

職員・学生が様々な人材育成事業に取り組ん

でまいります。
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活性化―」として，採択を受けてから今年度は

最終年度の5年目となりました。

　これまで，地域・保護者の皆さまや大崎上島

町のおかげをもちまして，本校は地域の地(知)の
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の柱で進めることが出来ております。
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る地方創生推進事業（COC+）の協力校として，

広島県内の近隣地域における地方創生に向け

た事業を展開して，本校は更なる地（知）の拠点

となるべくCOC事業を進めています。

　大崎上島町内において，地（知）の拠点とし

て身近に感じられるようになったという声を寄せ

ていただけるようになり，5年間の様々な取組み

を通して，地域へ積極的に関わろうとしている本

校の姿勢が少しずつではありますが広まってい
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教室・研究室・実験室・練習船の中で完結する

ものでした。COC事業に取り組む中で，本校の

学生が大崎上島のみなさん（地域社会）と交流

できたことは，とても貴重な経験となっています。

また，教職員にとっても各自が取り組んでいる研

究の成果の実践の場となるため，学生へのより

良い教育研究環境の整備が行えます。それを

活用した教育を提供することで，本校を巣立つ

学生達が，就職先の地域で活躍できる人材育

成に取り組んでいます。
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流，10.エネルギー，11.防災・安全 12.情報発

信）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。

２．教育推進，地域課題解決，地域貢献事業
　教育では，地域（島，海など）の自然・歴史・文

化・生活・産業を題材とする100科目を超える地

域志向科目の実施を通して，大崎上島町はもと

より，それぞれの故郷や将来居住する地域にお

いて積極的に貢献できる人材の育成を目指し

ています。

　本校における5年間又は5年半における座

学・実習等を通して，個々が解決手法を学び，卒

業研究・特別研究では「学修」を意識した実践

を通して課題の発見・解決を経験することによ

り，地域社会で活躍できる人材となるように支援

しています。
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　全国の離島が結集する祭典アイランダー2017が

11月18日（土），19日（日）池袋サンシャインシティ文

化会館で開催され，大崎上島町とともに出展しまし

た。アイランダー2017は，日本の全離島が出展する

年1回の祭典で，本年で25回目になります。昨年に

引き続き唯一の教育機

関のブースとして出 展

し，専攻科生によるプレ

ゼンテーションを行い，好

評を得ました。

●海事教育勉強会の開催
　本校と（社）日本船主協会の共催により海事教

育勉強会を8月21日（月）に開催しました。

　この勉強会は主に小

中学校の教員の方を対

象に海 事 教 育を説 明・

議論することで，船員教

育のみならず海事教育全般に対する理解の促進

を図ることを目的としています。参加者は旅客フェ

リーの機関室他の見学や本校練習船広島丸での

講演会・船内見学，島内の造船所見学などのプロ

グラムを通じ，我が国における海運事業の重要性に

ついての認識を深めました。

●エネルギー教育（大崎上島中学校）
　7月6日(木)大崎上島

中学校の3年生48人を

対 象に本 校 商 船 学 科

大山教授による出前授

業「 原 子 力と放 射 線 」

及び馬場特命教授による「世界全体で取り組む地

球温暖化防止対策」を実施しました。生徒たちは実

験や工作を行いながら放射線が自分の身近にある

ことや，地球温暖化の防止のために今世界全体で

どのような取り組みをしているかについて学習しまし

た。また，学生は説明，授業支援活動を通して共に

学びました。

●環境教室・省エネ実験（三原市）
　本校と三原市環境政策部との共同研究の一環

として7月30日（日）に三原港湾ビル，三原リージョン

プラザにおいて広島県三原市内の小学4～6年生，

37名に対し『海のエネルギー・環境教室～海底観

察とプランクトン採取と廃棄物を使って省エネ実験』

を実施しました。

実施内容

１）実習船「ひかり」で三原港沖まで航海し担当教

員や本校学生の指導の下にプランクトン採取や水

中カメラを使用して水中観察

２）採取したプランクトンを顕微鏡で観察しながらス

ケッチを行い，図鑑を用いて名称を確認。本校学生

によるプランクトンと地球温暖化との関係の説明

３）牛乳パックで作った蒸気船をろうそくの火で動か

し，エネルギーと二酸化炭素の関係の学習

　参加した小学生からは「環境について考えるよい

きっかけとなった」「エネルギーの仕組みがとても面

白かった」などの感想がありました。

●獣害対策シンポジウム
　9月30日（土），10月1日（日）の2日間，大崎上島開

発センターにおいて本校と大崎上島町が共催し，獣

害対策に関するシンポジウムを開催しました。大崎

上島で増え続けているイノシシの被害をどうやって

防いでいくのか，千葉県から招いた専門家からの情

報や，参加者でのワークショップ，現地でのフィールド

ワークを通して現場での対策のアイデアを学習しま

した。ワークショップでは，

本校学生も参加し，住民

の方から地域の課題を

直 接 聞き，地 域 課 題 解

決の一端となりました。

●障がい者交流事業を実施
　12月10日（日）に障がい者交流事業として，安佐

動物公園へ行きました。参加者は，島内の障がい児

者6名，その家族10名，学生23名でした。

　当日はあいにくの空模様でしたが，子どもたちもそ

の家族の方々も大変喜んでくれました。

　子どもたちは学生とすぐに仲良くなり，動物を見学

したり，一緒にご飯を食べたりして楽しみました。お

別れの時間には，「お兄ちゃん，また一緒に遊んでね

」「また会おうね」と言って，次回のイベントで会う約

束をしました。次回，楽し

い時間が過ごせる様に，

イベントを企 画したいと

思っています。

●沖浦地区恵美須神社秋季例大祭に学生
が参加

　10月8日に大崎上島の沖浦地区で行われた恵

美須神社の秋季例大祭に，本校学生25名が櫂伝

馬の漕ぎ手として参加しました。

　夜の事前練習から地元の方々と交流を深め，祭

りの当日には，地域のお祭りを盛り上げることに貢献

しました。櫂伝馬を漕ぐだけでなく，浦安の舞の見学

や地元の方々との昼食会など，本校学生にとっても

貴 重な体 験 になりまし

た。特に今年から女子学

生の参加も可能となった

ことで，学生の櫂伝馬に

対する興味関心が高まり

ました。

●大崎荘祭りに参加
　特別養護老人ホーム大崎荘で10月15日（日）に

開催された大崎荘祭りのボランティアに，本校として

は今年が初めての参加となり，学生4名が参加しま

した。学生は，人気のイベントの１つである記念写真

館の運 営 支 援を

行い，大崎荘祭り

の 盛り上 げに 一

役を担いました。

　COC事業を通して，学生が離島社会の実情

を知ることは，繰り返しになりますが，学生にとっ

て教科書や実験室では得難い総合的な実践

的な学習となっており，学生へのアンケート調査

などからも多面的な分析力や課題解決能力の

向上が図れております。

　今後も，住民と連携した研究や成果報告会を

通じて地域課題解決に向けた具体的な提言や

技術開発などが行えるように取り組んでいくこと

を目指しています。

３．人材育成
　学生自身の人間性の涵養・職業観を養う一

環として，COC事業では，地域活動を通じ，地域

に貢献出来る人材育成を目指しています。地域

活動の中で地域の方々と出会いや交流を行う

ことは，他者を理解し，様々な価値観と触れ合う

ことのできる良い機会となります。

　学生の地域活動により，地域の方々から暖か

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

者にとって良い関係を築きつつあり，地域の

方々にとっては，接する機会が少ない若者と交

流することでパワーを得ておられるようであり，地

域へ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が，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5年目が終了しますが，今後も

地域の皆さん・大崎上島町の御協力を得て，教

職員・学生が様々な人材育成事業に取り組ん

でまいります。
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１．大学COC事業概要
　平成25年に文部科学省が推進する大学

COC事業（地（知）の拠点整備事業（以下，

COC事業））において本校は，「離島の知の拠

点形成―離島高専の教育研究と離島の振興・

活性化―」として，採択を受けてから今年度は

最終年度の5年目となりました。

　これまで，地域・保護者の皆さまや大崎上島

町のおかげをもちまして，本校は地域の地(知)の

拠点となるべく教育，地域研究，社会貢献の3つ

の柱で進めることが出来ております。

　また，平成27年度の地（知）の拠点大学によ

る地方創生推進事業（COC+）の協力校として，

広島県内の近隣地域における地方創生に向け

た事業を展開して，本校は更なる地（知）の拠点

となるべくCOC事業を進めています。

　大崎上島町内において，地（知）の拠点とし

て身近に感じられるようになったという声を寄せ

ていただけるようになり，5年間の様々な取組み

を通して，地域へ積極的に関わろうとしている本

校の姿勢が少しずつではありますが広まってい

るように感じています。

　瀬戸内の離島である大崎上島町ならではの

課題解決に向けた地域志向科目による教育・

地域研究活動を通じて，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目指し，地域の

活性化へ貢献出来るように，地域の方々の御意

見・御支援をいただきながら今後も更に進めて

いきます。

　COC事業が採択されるまでは，多くの教育が，

教室・研究室・実験室・練習船の中で完結する

ものでした。COC事業に取り組む中で，本校の

学生が大崎上島のみなさん（地域社会）と交流

できたことは，とても貴重な経験となっています。

また，教職員にとっても各自が取り組んでいる研

究の成果の実践の場となるため，学生へのより

良い教育研究環境の整備が行えます。それを

活用した教育を提供することで，本校を巣立つ

学生達が，就職先の地域で活躍できる人材育

成に取り組んでいます。

　なお，COC事業では，12分野（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）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。

２．教育推進，地域課題解決，地域貢献事業
　教育では，地域（島，海など）の自然・歴史・文

化・生活・産業を題材とする100科目を超える地

域志向科目の実施を通して，大崎上島町はもと

より，それぞれの故郷や将来居住する地域にお

いて積極的に貢献できる人材の育成を目指し

ています。

　本校における5年間又は5年半における座

学・実習等を通して，個々が解決手法を学び，卒

業研究・特別研究では「学修」を意識した実践

を通して課題の発見・解決を経験することによ

り，地域社会で活躍できる人材となるように支援

しています。
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　各分野による，離島社会の課題解決へ向け

た活動の主な事例を以下に紹介します。

取組み事業の紹介̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●アイランダー2017へ出展
　全国の離島が結集する祭典アイランダー2017が

11月18日（土），19日（日）池袋サンシャインシティ文

化会館で開催され，大崎上島町とともに出展しまし

た。アイランダー2017は，日本の全離島が出展する

年1回の祭典で，本年で25回目になります。昨年に

引き続き唯一の教育機

関のブースとして出 展

し，専攻科生によるプレ

ゼンテーションを行い，好

評を得ました。

●海事教育勉強会の開催
　本校と（社）日本船主協会の共催により海事教

育勉強会を8月21日（月）に開催しました。

　この勉強会は主に小

中学校の教員の方を対

象に海 事 教 育を説 明・

議論することで，船員教

育のみならず海事教育全般に対する理解の促進

を図ることを目的としています。参加者は旅客フェ

リーの機関室他の見学や本校練習船広島丸での

講演会・船内見学，島内の造船所見学などのプロ

グラムを通じ，我が国における海運事業の重要性に

ついての認識を深めました。

●エネルギー教育（大崎上島中学校）
　7月6日(木)大崎上島

中学校の3年生48人を

対 象に本 校 商 船 学 科

大山教授による出前授

業「 原 子 力と放 射 線 」

及び馬場特命教授による「世界全体で取り組む地

球温暖化防止対策」を実施しました。生徒たちは実

験や工作を行いながら放射線が自分の身近にある

ことや，地球温暖化の防止のために今世界全体で

どのような取り組みをしているかについて学習しまし

た。また，学生は説明，授業支援活動を通して共に

学びました。

●環境教室・省エネ実験（三原市）
　本校と三原市環境政策部との共同研究の一環

として7月30日（日）に三原港湾ビル，三原リージョン

プラザにおいて広島県三原市内の小学4～6年生，

37名に対し『海のエネルギー・環境教室～海底観

察とプランクトン採取と廃棄物を使って省エネ実験』

を実施しました。

実施内容

１）実習船「ひかり」で三原港沖まで航海し担当教

員や本校学生の指導の下にプランクトン採取や水

中カメラを使用して水中観察

２）採取したプランクトンを顕微鏡で観察しながらス

ケッチを行い，図鑑を用いて名称を確認。本校学生

によるプランクトンと地球温暖化との関係の説明

３）牛乳パックで作った蒸気船をろうそくの火で動か

し，エネルギーと二酸化炭素の関係の学習

　参加した小学生からは「環境について考えるよい

きっかけとなった」「エネルギーの仕組みがとても面

白かった」などの感想がありました。

●獣害対策シンポジウム
　9月30日（土），10月1日（日）の2日間，大崎上島開

発センターにおいて本校と大崎上島町が共催し，獣

害対策に関するシンポジウムを開催しました。大崎

上島で増え続けているイノシシの被害をどうやって

防いでいくのか，千葉県から招いた専門家からの情

報や，参加者でのワークショップ，現地でのフィールド

ワークを通して現場での対策のアイデアを学習しま

した。ワークショップでは，

本校学生も参加し，住民

の方から地域の課題を

直 接 聞き，地 域 課 題 解

決の一端となりました。

●障がい者交流事業を実施
　12月10日（日）に障がい者交流事業として，安佐

動物公園へ行きました。参加者は，島内の障がい児

者6名，その家族10名，学生23名でした。

　当日はあいにくの空模様でしたが，子どもたちもそ

の家族の方々も大変喜んでくれました。

　子どもたちは学生とすぐに仲良くなり，動物を見学

したり，一緒にご飯を食べたりして楽しみました。お

別れの時間には，「お兄ちゃん，また一緒に遊んでね

」「また会おうね」と言って，次回のイベントで会う約

束をしました。次回，楽し

い時間が過ごせる様に，

イベントを企 画したいと

思っています。

●沖浦地区恵美須神社秋季例大祭に学生
が参加

　10月8日に大崎上島の沖浦地区で行われた恵

美須神社の秋季例大祭に，本校学生25名が櫂伝

馬の漕ぎ手として参加しました。

　夜の事前練習から地元の方々と交流を深め，祭

りの当日には，地域のお祭りを盛り上げることに貢献

しました。櫂伝馬を漕ぐだけでなく，浦安の舞の見学

や地元の方々との昼食会など，本校学生にとっても

貴 重な体 験 になりまし

た。特に今年から女子学

生の参加も可能となった

ことで，学生の櫂伝馬に

対する興味関心が高まり

ました。

●大崎荘祭りに参加
　特別養護老人ホーム大崎荘で10月15日（日）に

開催された大崎荘祭りのボランティアに，本校として

は今年が初めての参加となり，学生4名が参加しま

した。学生は，人気のイベントの１つである記念写真

館の運 営 支 援を

行い，大崎荘祭り

の 盛り上 げに 一

役を担いました。

　COC事業を通して，学生が離島社会の実情

を知ることは，繰り返しになりますが，学生にとっ

て教科書や実験室では得難い総合的な実践

的な学習となっており，学生へのアンケート調査

などからも多面的な分析力や課題解決能力の

向上が図れております。

　今後も，住民と連携した研究や成果報告会を

通じて地域課題解決に向けた具体的な提言や

技術開発などが行えるように取り組んでいくこと

を目指しています。

３．人材育成
　学生自身の人間性の涵養・職業観を養う一

環として，COC事業では，地域活動を通じ，地域

に貢献出来る人材育成を目指しています。地域

活動の中で地域の方々と出会いや交流を行う

ことは，他者を理解し，様々な価値観と触れ合う

ことのできる良い機会となります。

　学生の地域活動により，地域の方々から暖か

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

者にとって良い関係を築きつつあり，地域の

方々にとっては，接する機会が少ない若者と交

流することでパワーを得ておられるようであり，地

域へ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が，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5年目が終了しますが，今後も

地域の皆さん・大崎上島町の御協力を得て，教

職員・学生が様々な人材育成事業に取り組ん

でまいります。
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島の仕事図鑑 －大崎海星高校との連携事業－
　平成28年度より本校も参加している「島の
仕事図鑑」制作プロジェクトは，大崎上島町商
工会が主導して，本校と大崎海星高校が協同
で，大崎上島町における産業従事者を紹介し，
島の仕事の可視化や魅力化を図り，定住希望
者促進につなげていこうとするものです。昨年
度は制作だけでなく，活動を振り返ってのワー
クショップなどで，大崎上島町への福祉政策に
ついての提言なども行うことができました。この
活動を通じて，学生の大崎上島に対する理解
や愛着，他校の生徒との交流，自分の将来に
ついての検討する機会の確保など多くの成果
を得ることができました。
　今年度は昨年度より更に多い12名が参加
し，「学びの島」編の製作に取り掛かっていま
す。

昨年度から参加している髙橋美和さんのコメ
ント（商船学科2年）
　昨年，今年と2年続けて，島の仕事図鑑の活
動に参加しています。1回目は先生に誘われ
たからという理由で参加しました。その時は先
輩方がいたということもあり，周りに頼りっぱな
しで自分から進んで何かやるという場面が少
なかったです。終わってみると，「まだできたん
じゃないか……」ということが心に残っていて，

その後悔を消すため，また少しでも成長できる
ようにと2回目も参加しました。
　活動に参加していてよく思うことが，大崎上
島にはまだ知らないことがたくさんあるというこ
とです。また，実際に働かれている方に話を聞
くことで，「自分はどうなりたいか」，「今何をす
べきか」ということを考えたりするようになりまし
た。
　去年と比べてみても，「自分では何も変わっ
てないな」と思っていたのですが，周りの大人
からは，「昨年よりいいね」と言われて，もっと頑
張ろうと思っています。インタビュー時でのコ
ミュニケーションや，ワークショップでの発表など，
自分にとっては苦手なことがまだまだたくさんあ
るのですが，これからも積極的に回数と経験を
重ねていって，苦手なことができるようにしてい
きたいです。
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平成29年度参加学生一覧

学科・学年 氏　名

商船学科・2年 髙橋　美和

商船学科・2年 吉村　　燿

電子制御工学科・2年 氏家　俊大

流通情報工学科・2年 神　明日香

流通情報工学科・2年 川本　　愛

流通情報工学科・2年 田中理々架

商船学科・1年 鳥居　幹也

商船学科・1年 吹田　智哉

商船学科・1年 榎本　　源

商船学科・1年 田中　新人

商船学科・1年 川井京美咲

流通情報工学科・1年 角藤　晴華

平成28年度に制作した地域福祉編

Ostrich☆i

メロディー☆アート

　第28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）において，檜垣龍（産
業1年），栗栖隆司（流通5年），藤井志帆（流
通3年），津間祐輝（電子1年）の4名が取り組
んだ「Ostrich☆i －ロードバイク用危険検出
システム－」が，企業賞（チームラボ賞）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モノづくりで競い
合うコンテストです。
　Ostrich☆iは，ロードバイク走行時における
危険をスマートフォン端末のカメラ画像から検
出し，ハンドルの振動を利用してユーザへ危険
通知するシステムです。本システムは前方障害
物と速度超過の2つの危険を検出することが
可能です。

●栗栖隆司学生（流通情報工学科5年）の感想
　私は普段からロードバイクを愛用しており，以
前に下り坂で事故を起こした経験がありまし
た。それがきっかけでこのOstr ich☆iを製作
することとなり，実際にコンテストで自分の体験
談を話すと，たくさんの方々からの共感を得るこ
とができ，本システムの需要の高さを実感する
ことができました。

　日刊工業新聞主催のキャンパスベンチャー
グランプリ（以下，CVG）中国大会において，中
川麻美（産業1年），安森琢真（流通4年），泉
瑞希（流通2年），平尾光（流通1年）の4名が
取り組んだ「メロディー☆アート」がテクノロジー
部門最優秀賞を，檜垣龍（産業1年），栗栖隆
司（流通5年），藤井志帆（流通3年），津間祐
輝（電子1年）の4名が取り組んだ「Ostr ich
☆i －ロードバイク用危険検出システム－」が
優秀賞を受賞しました。
　CVGとは，大学や高専などの学生がビジネ
スプランを競うコンテストです。CVG中国大会
では111件の応募作品から15件が12月上旬
の最終審査に進み，ビジネスプランのアイデア
や実現性などが審査され，賞が決まりました。

　メロディー☆アートは，「一人ひとりが芸術家」
をコンセプトに，ブロックを用いた直感操作で楽
しく簡単に音楽の作曲や絵の創作ができるデ

キャンパスベンチャーグランプリ中国
【テクノロジー部門】
最優秀賞＆優秀賞受賞

「メロディー☆アート」
「Ostrich☆i 
－ロードバイク用危険検出システム－」

企業賞（チームラボ賞）受賞
「Ostrich☆i 
－ロードバイク用危険検出システム－」

高専プロコン
企業賞
賞

バイスです。対象者は，子供や高齢者と幅広く，
幼少期の子供に対しては音楽を通して，想像
力や集中力，発想力など多くの能力を伸ばし，
高齢者に対しては認知症の予防が期待され
るデバイスです。

●安森琢真学生（流通情報工学科4年）の感想
　私たちは，メロディー☆アートの開発におい
て，プログラミングやCAD，電子基板設計，工作
機械の操作，チーム開発など高専ならではの
貴 重な経 験をすることができました。さらに
CVG中国大会で最優秀賞をいただくことがで
き支えてくれた方々に本当に感謝いたします。
3月に行われるCVG全国大会ではメロディー
☆アートについてアピールし，旋風と革新を巻き
起こしたいです！
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高齢者に対しては認知症の予防が期待され
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CVG中国大会表彰式の様子

公務員試験対策講座の報告

　昨年度より取り組んでまいりました公務員
講座及び公務員受験勉強ですが，本年度5年
生は8名が公務員受験ゼミに配属となり集中
的に受験勉強を行いました。また，卒業研究も
公務員受験に関連した地方自治体の行財政
に関わるテーマを選択し面接試験にも活かせ
るように研究を行いました。その結果，惜しくも
合格に至らなかった学生もいましたが，複数の
一次試験を突破した学生もおりました。なお，
最終的にこれらの学生は，国税専門官，広島
県一般事務職員，広島県学校事務職員，大崎
上島町職員，自衛官，山口県警察官に内定を
受けております。
　公務員試験対策講座は，本年度も前期後
期2回の模擬試験と，全学科教員による持ち
回りの科目ごと解説講座を行い，本年度受験
の5年生以外に12名が参加しました。昨年度
に比べると参加者が少なかったのが残念です
が，集中して勉強を続ければ公務員試験に合
格できることを5年生が示してくれましたので，
ぜひ先輩に続いて公務員試験を目指して参
加してほしいと思います。また，このような取組
みは継続して行えば先輩から後輩へ受験ノウ
ハウの伝承もでき，成果を伸ばせるものと思わ
れますので，来年度以降も公務員試験対策講
座を続けたいと考えております。

流通情報工学科長　風呂本 武典

公務員一次試験通過者数

国税専門官採用試験 ３名

広島県職員採用試験 ２名

大崎上島町職員採用試験 ３名

自衛官採用試験 ２名

山口県警察官採用試験 １名

計 １１名

　卓球部の活動報告をさせていただきます。
　今年度は部員54人（ 男子38人，女子16
人）で活動しています。4月から12月の9ヶ月間
で，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。
　さらに卓球講習会への参加2回，卓球指導
者木下裕介氏に2度の技術強化指導をして
いただきました。毎年のことですが，選手一人
ひとり尚且つ，チーム全体としてのモチベーショ
ンをいかに保つかが大きな課題です。
　今年の活動報告として，高体連関係の大会
と高専関係の大会のトピックスを紹介させてい
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3日

(土)・4日(日)に三次カルチャーセンターで開
催され，男子が3位に入りました。

②中国高校卓球選手権大会：6月16日(金)～
18日(日)に島根県立浜山体育館（カミアリー
ナ）で開催され，学校対抗の部に男子が出
場しました。男子は通算10回目の出場とい
うことで表彰していただきました。参考までに
女子はこれまで8回出場しています。

（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7日(金)～9日(日)に

安来市民体育館で開催され，団体戦は男
女でアベック優勝することができました（男
子8回目，女子4年連続4回目）。個人戦で
は，男子シングルスでD3飯田慎吾くんが優
勝，D1烏田幸くんが2位に，女子ダブルスで
D5藤井未来・D5村上幸子組が優勝，D5中
村紗瑛・D3山村杏奈組が2位に，女子シン
グルスでD5藤井未来さんが優勝，D5中村
紗瑛さんが2位と頑張りました。D5藤井未来

さんは，中国地区5連覇という快挙を達成し
ました。

②全国高専大会：8月18日(金)～20日(日)にひ
たちなか市総合運動公園で開催され，男子
団体3位，女子地区対抗（全員本校選手）3
位と健闘しました。個人戦では，男子シング
ルスでD3飯田慎吾くんが優勝，D1烏田幸く
んが2位，女子シングルスでD5藤井未来さん
が3位と頑張りました。

　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。今後とも，応援・ご協力の程よろ
しくお願いいたします。

全国高専大会優勝報告等 ―卓球部―

　卓球部の活動報告をさせていただきます。

賞

中国卓球選手権大会：参加者全員にて

全国高専大会：参加者全員にて
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バイスです。対象者は，子供や高齢者と幅広く，
幼少期の子供に対しては音楽を通して，想像
力や集中力，発想力など多くの能力を伸ばし，
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機械の操作，チーム開発など高専ならではの
貴 重な経 験をすることができました。さらに
CVG中国大会で最優秀賞をいただくことがで
き支えてくれた方々に本当に感謝いたします。
3月に行われるCVG全国大会ではメロディー
☆アートについてアピールし，旋風と革新を巻き
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　バレーボール部は，男女とも週４日（試合前
は週末も練習）の練習をしていますが，「限られ
た練習時間で，１つでも多くの勝利」を目標に
頑張っています。
　バレーボール未経験者もたくさんいますが，み
んなで教え合って上達しています。部員の仲
が良いのがチームの特徴です。部員はみんな
元気で明るく，とても活力に満ちています。1～
3年生までは，高体連の試合に参加出来ます
が，女子は部員が少ないので，最近は大崎海
星高校との合同チームで参加しています。4年
生以上になると，高専を中心とした大会に参加
します。
　男子は，本年度，地区高校総体予選を突破
し県大会に出場しました。女子は，中国地区高
専大会で３位入賞しました。また過去には，男
子は中国地区高専大会予選で４位，女子は全
国高専大会３回の出場実績があります。
＜活動実績＞
・男子
　高校総体尾三地区予選突破（高体連チーム）
　県総体２回戦進出
・女子
　中国地区高専大会３位
＜スケジュール＞
○高体連の試合
　4月中旬　中国大会予選（尾三地区）
　4月下旬　中国地区予選（県大会）
　5月初旬　インターハイ予選（尾三地区）
　6月初旬　インターハイ予選（県大会）
　7月下旬　県知事杯
　8月下旬　1年生大会（尾三地区）

　8月下旬　尾三地区選手権大会
　10月下旬　選手権予選（県大会）
　1月中旬　新人戦（尾三地区）
　1月下旬　新人戦（県大会）
○高専大会
　5月中旬　弓削戦（定期戦）
　7月中旬　中国地区高専大会
　8月下旬　全国高専大会
○練習試合
　近隣高校との練習試合
　呉高専との練習試合

クラブの活躍状況

バレーボール部（男子・女子）

藤村学生の表彰式の様子

全国大会での記念写真
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　今年度の陸上競技部は男子22名，女子4
名で活動しています。昨年度以上に「自主性」
をテーマに掲げ，練習メニューの作成や対抗戦
のエントリー，リレーメンバーの選出など，学生が
主体的に取り組んでくれました。その結果，中
国地区高専大会では男女ともに総合3位とな
り，全国高専大会には15名が出場し，5名が入
賞することができました。全国大会でのD5藤
村美乃梨学生の女子やり投での優勝もさるこ
とながら，男子100mで初めての10秒台を記録
して，4位に入賞したM4内田光学生のレースも
圧巻でした。

全国高専大会で女子やり投優勝の藤村美乃
梨さんのコメント（流通情報工学科5年）
　4年生から陸上競技を始めました。初心者
で右も左も分からないため先輩，後輩や同級
生に支えられることが多かったですが，みんな
で切磋琢磨できる環境でプレーできたことは，
私にとってとても大切な時間でした。最後の全
国大会では誰かに勝つのではなく，自分の目
標である40ｍを投げることに集中してやり切り
ました。その結果，目指していた40mには届きま
せんでしたが，大きく自己記録を伸ばして優勝
することができました。この優勝は私だけでなく

陸上競技をする機会を与えてくださった柴山
先生，わがままを聞いてくれて育ててくれた両
親，ともに練習に付き合ってくれた部員の仲間，
その他指導してくださった先生方や友達，地域
の方の支えがあったからこそできた優勝だと思
います。

3年時より部長を務めた小川怜也くんのコメ
ント（電子制御工学科5年）
　私が陸上競技部で過ごした5年間はとても
自分を成長させてくれたもので，3年生の後期
から部長になって以降，特にそう感じました。今
までに背中で引っ張るタイプの人，指示をして
人を動かすタイプの人，様々なタイプのリーダー
に出会ってきましたが，自分がどのようなタイプ
なのか分からず不安でした。最終的には他人
の真似をせず自分なりにやっていこうと思いま
した。この間に様々な人に出会い，話を聞き，そ
の人の考えや行動を自分のものにできたと思
っています。高専5年間でのクラブ活動を通し
て，「人に関わること，人をまとめること」を学び
ました。
　また，競技成績の方でも途中から短距離に
移行して，指導者にも恵まれたことで記録も伸
びました。学生生活としても，競技人生としても，
とても濃い5年間でした。

全国高専大会優勝報告等 ―陸上部―
　今年度の陸上競技部は男子22名，女子4

賞
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　こんにちは。吹奏楽同好会です。今まで広
島商船に吹奏楽部はありませんでしたが，どう
しても音楽をやりたいという熱い思いから，今年
の６月に吹奏楽同好会を結成しました。「とに
かく音楽を楽しむ」をモットーに学年の壁を越
えて，仲良く活動しています。

　メンバーは，女子８人，男子１人の計９人で活
動しています。練習日は特に決まっておらず，そ
れぞれが吹きたいときに吹くようにしています。
しかし，平日は１７時から１８時３０分までと音を
出していい時間が決まっているので，その限ら
れた時間を少しでも有意義に使うために，事前
に譜面を読みこんだり，セッティングをしたりとそ
れぞれ工夫を凝らしています。また，音楽室が
ないので，駐輪場の裏が練習場所です。そこで
瀬戸内海のきれいな海や島々を見ながらの演
奏は，とても爽快で気持ちがいいと評判です。
　楽器は普通の吹奏楽部なら学校から支給
される場合がほとんどですが，なにしろまだ発足
して日の浅い部活なので学校に楽器がありま
せん。そのため，演奏したい楽器を選んで各自
で購入するようにしています。楽器は決して安
い買い物ではありませんが，バイト代や自分の
お小遣いを貯めて買った分愛着が湧き，それ

がモチベーションに繋がっていくと思っていま
す。
今年度は，
・野球部の応援
・地域のイベント（オキウラマルシェ）での演奏
・商船祭での演奏
で練習の成果を披露することができました。
　保護者や地域の方々の前で発表するのは
初めてということもあり，とても緊張しましたが，
手拍子やダンスで盛り上げていただいたこと
で，自分たちの実力を十分に発揮することがで
きました。また，演奏後の達成感や一体感も吹
奏楽の魅力のひとつです。舞台袖に戻った瞬
間のみんなの笑顔は一度見てもらいたいくら
い素敵です。

　吹奏楽同好会の部員の約半分は未経験
者ですが，お互いに教えあうことで，今ではみん
なできれいな合奏ができるようになりました。将
来的には，アンサンブルコンテストや西中国地
区高専音楽祭（吹奏楽の部）に出場できるよ
うなレベルまで成長していくつもりです。今後
も，島内外で積極的に演奏していく予定です。
応援よろしくお願いします。

（部長　M3　木場玲奈）
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クラブの活躍状況

吹奏楽同好会
　こんにちは。写真部です。写真部は撮影技
術の向上を目標に，撮影会への参加や写真コ
ンテストへの応募等の活動を行っています。部
員数は１～５年生まで計２６名（うち女子４名）
で，普段は各自がそれぞれ自主的に機会を見
つけて撮影を行い，コンテスト等が近くなると
テーマを決めて撮影をするという活動スタイル
になっています。
　今年度は以下のような活動を行いました。

・撮影会の実施
　年に２～３回ほど全部員で集まって尾道や
鞆の浦といった撮影地へ出向き，写真を撮り
歩きました。また撮影会後には，撮影技術の向
上を目的として，品評会や勉強会等も実施して
います。

・中国地区高等専門学校文化連盟写真部
合同合宿への参加
　毎年夏休みには中国地区高等専門学校
文化連盟写真部合同合宿に参加していま
す。中国地方の他高専の写真部との交流もあ
り，部員たちの楽しみのひとつにもなっていま
す。今年度は山口県下関市において行われ，

２泊３日で関門地区を撮り歩きました。合宿の
最後には合宿中に撮った写真を参加者全員
で選考し，どの作品が優秀か競い合う品評会
が行われますが，ここで課題部門（テーマ「水
」）において当部から１名が２位入賞，自由部
門においては当部から２名が３位に入賞しまし
た。また，学校単位での総合順位としては当部
が１位という結果となりました。

・各種写真コンテストへの応募
　様々な学外のコンテストに応募して，撮影技
術の向上を目指しています。今年度は，写真甲
子園や日本写真家協会主催のＪＰＳ展等のコ
ンテストに応募しました。

・本校商船祭での写真展及び販売
　写真展では主に大崎上島や瀬戸内海を
テーマにした作品展示やポストカード等の販売
も行っており，今年度も完売することができまし
た。写真展開催時以外にも観光客の方々にお
手に取っていただけるようにするため，大崎上
島町観光協会と連携しポストカードを頒布でき
る体制づくりを進めています。

　また，今年度は，写真部部室の整備や印刷
システムの更新を行いました。部員と協力して
写真部用パソコンを自作したり，現像ソフトの導
入やネットワークを利用したデータ保管システム
を構築したりしました。
　これからも撮影技術の向上を目指し，写真を
撮るということへの愛情をますます深めていけ
るよう，部員皆で団結・協力しあって頑張って
いきます！

（部長 Ｃ３ 内藤涼羽）

クラブの活躍状況

写 真 部
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 海友会では学生達が「地域社会への貢献」
を通じて奉仕する喜びを感じ，環境保全意識
を体験することを目的とした，大串海浜公園及
び野賀海水浴場の海岸清掃を年に4～5回
実施している他，障がい者支援活動を年に2～
3回程度実施しています。発足当初は数人で
学生寮周辺の清掃活動を行っていた活動に
過ぎませんでしたが，現在では参加学生が20
人前後に増えました。また，本校のOB・OG団
体である「校友会大崎上島支部」や地元の
NPO法人「かみじまの風」さん，赤十字奉仕団
さん，大崎上島町子供会連合会さんと共同で
実施することが多く，地域に根ざした活動をし
ています。
 来年度からの取組みとして，環境イベントポー
タルサイト「BLUE SHIP」に加盟し，日本全国
で活動する環境活動団体と連携した海岸清
掃活動を展開していくなど，情報発信にも力を
入れていきたいと思っています。
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クラブの活躍状況

海 友 会
　10月15日（日）に，キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンターで行われた，『アイデア対決高
専ロボコン2017中国地区大会』でこの度，広
島 商 船 Aチーム『 広 島 Aヨ! ! !（ヒロシマエエ
ヨ!! !）』は協賛企業の東京エレクトロン株式会
社より，特別賞を受賞という成績を残すことが
出来ました。
　今年で30周年を迎えた高専ロボコン。今回
の競技は「大江戸ロボット忍法帳」といい，2台
のロボットを操縦し，相手ロボットや相手陣地に
取り付けられた風船を数多く割った方が勝ち
という競技です。ロボット同士が互いに接触す
る競技内容だったため，例年に比べ激しい試
合が繰り広げられました。

　相手の風船を割るために各高専さまざまな
アイデアでロボットを製作するなか，広島商船は
無数の矢を放射状に発射する長距離型の攻
撃機構を搭載したロボットや，本体ロボットから
子機ロボットを展開させ，複数台のロボットで相
手を攻撃するロボット等で出場しました。
　そのなかでも特に，矢を発射して攻撃するロ
ボットは，そのアイデアと技術力を評価され，特
別賞を受賞しました。今年のルールは風船を

割り合うというシンプルな競技内容でしたが，ロ
ボット同士の接触やアイデアの自由度の高さゆ
えに難しい競技だったと感じています。

　高専ロボコンのルールは毎年4月末に発表
され，10月の地区大会まで約半年間をかけて，
一からロボットを作りあげていきます。
　高専ロボコンとはチーム競技です。ロボットの
製作といっても，設計や加工，組み立て等機構
の製作や，回路やプログラムによる制御など，さ
まざまな分野の知識や技術が必要となり，各々
が知識や技術を持ち寄って，初めてひとつのロ
ボットが完成します。
　高専ロボコンは勝敗だけが全てではなく，ア
イデアや技術力も評価をされます。何度も実験
と改良を重ね，自分たちの思い描いたアイデア
を実現させること，それが高専ロボコンの魅力
ではないかと感じています。
　今回の中国地区大会でまだまだ自分たちに
改善点があるということを実感しました。来年
度の高専ロボコンはどのような競技になるかま
だ見当もつきませんが，今年の反省を生かし，
来年度は全国大会の場で自分たちのアイデア
とロボットを披露したいです。

SES※同好会SES

ロボコン中国大会特別賞賞

No.60広島商船高等専門学校　学校だより

※SESとはSystemEngineerSの略称です。
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クラブ等の活動報告（一部抜粋）
●第５３回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
期日：平成２９年７月７日（金）～９日（日）

●第４３回瀬戸内商船高等専門学校２校定期戦
　期日：平成２９年６月１７日（土）

●第９９回全国高等学校野球選手権広島大会
　期日：平成２９年７月９日(日）　１回戦　広島商船　１０－０　呉宮原
 ７月１２日(水）　２回戦　広島商船　２－１０　庄原実

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１７中国地区大会
　期日：平成２９年１０月１５日（日）　　会場：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
　　Ａチーム【広島Ａヨ!!!（ヒロシマエエヨ）】１回戦敗退・特別賞（東京エレクトロン株式会社）
　　Ｂチーム【増殖るんです（フエルンデス）】１回戦敗退

●第５２回全国商船高等専門学校漕艇大会
　期日：平成２９年７月１７日（月）
　主管校：鳥羽商船高等専門学校
　　・第１レース　２位（Ａチーム）
　　・第２レース　２位（Ｂチーム）

●平成２９年度全国高等学校総合体育大会
　第６７回全国高等学校スキー大会
　期日：平成３０年２月５日（月）
　ジャイアント・スラローム出場　Ｄ３　小田　愛斗

●第７３回国民体育大会冬季スキー競技会
　にいがた妙高はね馬国体
　期日：平成３０年２月２５日（日）～２月２８日（水）
　ジャイアント・スラローム出場　Ｃ３　内藤　涼羽
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バスケットボール（男子）

卓球

剣道

水泳

柔道

×

○

○

×

○

○

×

×

0

2

119

46

4

3

79

1

― 6

1

77

65

1

1

82

4

○

×

×

○

×

×

○

○

―

―

―

―

―

―

―

広 島 会 場

種　目 広　島 ― 弓　削

バレーボール（男子）

バレーボール（女子）

サッカー

ラグビー

バドミントン

ソフトテニス

×

○

×

×

○

×

×

×

1

2
2

0

3

1

10’08

10’40

― 2

0
2

68

0

4

9’46

10’15

（2） （3）PK

○

×

○

○

×

○

○

○

―
―

―

―

―

カッター
Aクルー ―

Bクルー ―

種　目 成績 クラス 氏　名

卓球団体男子 優勝

Ｃ５
Ｃ４
Ｃ４
Ｃ４
Ｄ３
Ｄ３
Ｄ１
Ｄ１
Ｄ５
Ｄ５
Ｄ５
Ｄ５
Ｄ３
Ｄ３
Ｄ５
Ｄ５
M４
M４

山本　圭佑
稲垣　悠也
土本　泰生
正藤　一樹
飯田　慎吾
澤岡　将伍
烏田　　幸
友岡　治登
藤井　未来
中村　紗瑛
村上　幸子
中西　真希
山村　杏奈
飯田　慎吾
藤井　未来
村上　幸子
溝田　直音
梶井　桃衣

卓球団体女子 優勝

優勝
優勝
優勝
優勝
優勝

卓球男子シングルス
卓球女子シングルス・ダブルス

卓球女子ダブルス
陸上男子砲丸投

陸上女子１００ｍ

●第５２回全国高等専門学校体育大会
期日：平成２９年８月１８日（金）～８月２７日（日）

種　目 成績 クラス 氏　名
D3
D5

飯田　慎吾
藤村美乃梨

優勝
優勝

卓球男子シングルス
陸上女子やり投げ
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クラブ等の活動報告（一部抜粋）
●第５３回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
期日：平成２９年７月７日（金）～９日（日）

●第４３回瀬戸内商船高等専門学校２校定期戦
　期日：平成２９年６月１７日（土）

●第９９回全国高等学校野球選手権広島大会
　期日：平成２９年７月９日(日）　１回戦　広島商船　１０－０　呉宮原
 ７月１２日(水）　２回戦　広島商船　２－１０　庄原実

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１７中国地区大会
　期日：平成２９年１０月１５日（日）　　会場：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
　　Ａチーム【広島Ａヨ!!!（ヒロシマエエヨ）】１回戦敗退・特別賞（東京エレクトロン株式会社）
　　Ｂチーム【増殖るんです（フエルンデス）】１回戦敗退

●第５２回全国商船高等専門学校漕艇大会
　期日：平成２９年７月１７日（月）
　主管校：鳥羽商船高等専門学校
　　・第１レース　２位（Ａチーム）
　　・第２レース　２位（Ｂチーム）

●平成２９年度全国高等学校総合体育大会
　第６７回全国高等学校スキー大会
　期日：平成３０年２月５日（月）
　ジャイアント・スラローム出場　Ｄ３　小田　愛斗

●第７３回国民体育大会冬季スキー競技会
　にいがた妙高はね馬国体
　期日：平成３０年２月２５日（日）～２月２８日（水）
　ジャイアント・スラローム出場　Ｃ３　内藤　涼羽
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●学生会活動
■スポーツリーダーズセミナー
　後期中間試験最終日の12月1日（金）より，1
泊2日の日程で国立江田島青少年交流の家
で平成29年度スポーツリーダーズセミナーを実
施しました。今年度は，文化系からの参加も募
り，各クラブ・同好会の代表者の男子12名，女
子8名が参加し，体の柔軟性向上のためのスト
レッチ法や様々な体幹トレーニングを実践形式
で学んできました。
　講師は昨年に引き続き長野，ソルトレークと2
度の冬季五輪に日本代表選手として参加し，
また，トレーナーとしてもバレーボールのナショナ
ルチームに帯同して北京五輪に参加されてい
る大石博暁先生にお願いしました。
　当日は天気に恵まれ，学生は昼食後に学生
寮事務前に集合して，借り上げバスで現地ま
で向かいました。青少年交流の家に着いてす
ぐに入所案内を受け，夕べのつどいに参加しま
した。その後，夕食と入浴を挟んでから海洋研
修館において講習会が始まりました。

　本校の柴山先生より「自主的なクラブ運営
のために必要なリーダーシップ」，大石講師より

「ケガ予防のための身体のケア」と題する講義
を受け， その後の実習では，3人組に分かれて
体力要素自己評価の柔軟性チェックを立体

体前屈や開脚テストなどの12種類の試験項目
で調べました。
　最後にスタティックストレッチ，バリスティックス
トレッチ，PNFストレッチの指導を受け，体の柔
軟性が向上することを体感して一日目の研修
を終えました。

　二日目は朝食後に研修を始め，「筋力トレー
ニングの基礎」と題して，大石講師より①トレー
ニング効果の3原理，②トレーニングの5原則, 
③トレーニング計画について講義を受けた後，
実習で体幹トレーニングを行いました。
　 特に，背中やお尻の筋 肉に刺 激を与える
様々なエクササイズを習いました。体幹の筋肉
バランスを整え（こわばり筋をストレッチで緩め，
ゆるみ筋を筋力トレーニングで強くする），可動
域を広げることによって競技パフォーマンスを
大幅に向上できるとのことでした。
　研修時間が過ぎても，大石講師に個別で質
問する学生が後を絶たず，盛況のうちにセミ
ナーを終えることができました。
　昼食後，退所点検（部屋の掃除チェック）を
受けた後，閉講式をして帰路につきました。帰り
の車内では，研修の疲れもあってか静かに休
んでいる学生が多かったように思います。

●商船祭
　今年度の商船祭は，「天真爛漫」をテーマに
10月28日（土）～29日（日）の2日間で開催され
ました。当日は天候に恵まれず雨の降る中での
開催となりましたが，多くの方が来場され，学科
展示やイベント等を楽しんでいました。以下は，
実行委員会のメンバーの反省，感想です。

　今年度は実行委員長をやらせていただきま
した。商船祭の運営に深く関わることは初めて
で，慣れる前から色々と役割を告げられ，本当に
こんなにたくさんの事をしながら，みんなをまとめ
ることができるのかと常々不安に思っていまし
た。
　しかし，実行委員の各長をはじめ多くの学生
に助けてもらい，商船祭も無事成功に終わり，実
行委員長の役割を無事に果たせたと思いま
す。
　商船祭は実行委員が作るものではなく学生
全員が作り上げるものだと実行委員長をやって
みてはじめて気づくことができました。商船祭準
備や商船祭当日で色々と大変なこともありまし
たが，役割を終えてものすごい達成感を得ること
ができ実行委員長をやらせて頂いたことを光栄
に思っています。

（商船祭実行委員長　D4　楢原 皓太）

　副委員長としてみんなをまとめ，委員長を補
佐する立場となった時，「本当に私でよかったの
か」と何度も悩みました。しかし，先生方をはじめ
実行委員のメンバーの支えもあって無事に商船
祭を終えることができ，役目を果たすことができた
ことをたいへん嬉しく思います。約半年間一緒
に準備を手伝ってくれた実行委員のメンバーや
先生方には，とても感謝しています。
　来年は今年よりもいいものを次の代が創り上

げてくれることを期待しています。
（商船祭副委員長　D4　稲田 冴紀)

　私は3年生，4年生と続けて商船祭実行委員
の広報の責任者を担当させていただきました。
　去年一通り仕事をしたので，今年は余裕を
もって作業が終わると考えていました。しかし，予
想以上に作業が進まなかったり，時間配分をぎ
りぎりで立ててしまったりと多くの失敗をしてしま
いましたが，声をかけて助けてくれる仲間がいた
ので乗り越えることが出来ました。
　楽しいことばかりではありませんでしたが当日
笑顔で過ごせたのは実行委員のメンバーのお
かげだと思います。

（広報責任者　D4　田中 来夢）

　私は，今年の商船祭で会計の責任者をさせ
ていただきました。去年も実行委員でしたが，会
計の仕事は初めてであり，お金を取り扱う大事
な仕事であり，しかも自分が１番上になって引っ
張っていくのも苦手なのでとても不安でした。
　主な仕事は商船祭が終わってからでした。各
部活の顧問の先生から商船祭で使ったガス代
の徴収を行いました。何も問題もなく終わること
ができたのも，周りの人の助けがあったからだと
思います。責任者として大変なこともいろいろ
あったけど，それ以上に多くのことを学ぶことが
できてよかったです。

（会計責任者　C4　安藤 晴菜）

学生会活動・商船祭・寮生会活動
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●学生会活動
■スポーツリーダーズセミナー
　後期中間試験最終日の12月1日（金）より，1
泊2日の日程で国立江田島青少年交流の家
で平成29年度スポーツリーダーズセミナーを実
施しました。今年度は，文化系からの参加も募
り，各クラブ・同好会の代表者の男子12名，女
子8名が参加し，体の柔軟性向上のためのスト
レッチ法や様々な体幹トレーニングを実践形式
で学んできました。
　講師は昨年に引き続き長野，ソルトレークと2
度の冬季五輪に日本代表選手として参加し，
また，トレーナーとしてもバレーボールのナショナ
ルチームに帯同して北京五輪に参加されてい
る大石博暁先生にお願いしました。
　当日は天気に恵まれ，学生は昼食後に学生
寮事務前に集合して，借り上げバスで現地ま
で向かいました。青少年交流の家に着いてす
ぐに入所案内を受け，夕べのつどいに参加しま
した。その後，夕食と入浴を挟んでから海洋研
修館において講習会が始まりました。

　本校の柴山先生より「自主的なクラブ運営
のために必要なリーダーシップ」，大石講師より

「ケガ予防のための身体のケア」と題する講義
を受け， その後の実習では，3人組に分かれて
体力要素自己評価の柔軟性チェックを立体

体前屈や開脚テストなどの12種類の試験項目
で調べました。
　最後にスタティックストレッチ，バリスティックス
トレッチ，PNFストレッチの指導を受け，体の柔
軟性が向上することを体感して一日目の研修
を終えました。

　二日目は朝食後に研修を始め，「筋力トレー
ニングの基礎」と題して，大石講師より①トレー
ニング効果の3原理，②トレーニングの5原則, 
③トレーニング計画について講義を受けた後，
実習で体幹トレーニングを行いました。
　 特に，背中やお尻の筋 肉に刺 激を与える
様々なエクササイズを習いました。体幹の筋肉
バランスを整え（こわばり筋をストレッチで緩め，
ゆるみ筋を筋力トレーニングで強くする），可動
域を広げることによって競技パフォーマンスを
大幅に向上できるとのことでした。
　研修時間が過ぎても，大石講師に個別で質
問する学生が後を絶たず，盛況のうちにセミ
ナーを終えることができました。
　昼食後，退所点検（部屋の掃除チェック）を
受けた後，閉講式をして帰路につきました。帰り
の車内では，研修の疲れもあってか静かに休
んでいる学生が多かったように思います。

●商船祭
　今年度の商船祭は，「天真爛漫」をテーマに
10月28日（土）～29日（日）の2日間で開催され
ました。当日は天候に恵まれず雨の降る中での
開催となりましたが，多くの方が来場され，学科
展示やイベント等を楽しんでいました。以下は，
実行委員会のメンバーの反省，感想です。

　今年度は実行委員長をやらせていただきま
した。商船祭の運営に深く関わることは初めて
で，慣れる前から色々と役割を告げられ，本当に
こんなにたくさんの事をしながら，みんなをまとめ
ることができるのかと常々不安に思っていまし
た。
　しかし，実行委員の各長をはじめ多くの学生
に助けてもらい，商船祭も無事成功に終わり，実
行委員長の役割を無事に果たせたと思いま
す。
　商船祭は実行委員が作るものではなく学生
全員が作り上げるものだと実行委員長をやって
みてはじめて気づくことができました。商船祭準
備や商船祭当日で色々と大変なこともありまし
たが，役割を終えてものすごい達成感を得ること
ができ実行委員長をやらせて頂いたことを光栄
に思っています。

（商船祭実行委員長　D4　楢原 皓太）

　副委員長としてみんなをまとめ，委員長を補
佐する立場となった時，「本当に私でよかったの
か」と何度も悩みました。しかし，先生方をはじめ
実行委員のメンバーの支えもあって無事に商船
祭を終えることができ，役目を果たすことができた
ことをたいへん嬉しく思います。約半年間一緒
に準備を手伝ってくれた実行委員のメンバーや
先生方には，とても感謝しています。
　来年は今年よりもいいものを次の代が創り上

げてくれることを期待しています。
（商船祭副委員長　D4　稲田 冴紀)

　私は3年生，4年生と続けて商船祭実行委員
の広報の責任者を担当させていただきました。
　去年一通り仕事をしたので，今年は余裕を
もって作業が終わると考えていました。しかし，予
想以上に作業が進まなかったり，時間配分をぎ
りぎりで立ててしまったりと多くの失敗をしてしま
いましたが，声をかけて助けてくれる仲間がいた
ので乗り越えることが出来ました。
　楽しいことばかりではありませんでしたが当日
笑顔で過ごせたのは実行委員のメンバーのお
かげだと思います。

（広報責任者　D4　田中 来夢）

　私は，今年の商船祭で会計の責任者をさせ
ていただきました。去年も実行委員でしたが，会
計の仕事は初めてであり，お金を取り扱う大事
な仕事であり，しかも自分が１番上になって引っ
張っていくのも苦手なのでとても不安でした。
　主な仕事は商船祭が終わってからでした。各
部活の顧問の先生から商船祭で使ったガス代
の徴収を行いました。何も問題もなく終わること
ができたのも，周りの人の助けがあったからだと
思います。責任者として大変なこともいろいろ
あったけど，それ以上に多くのことを学ぶことが
できてよかったです。

（会計責任者　C4　安藤 晴菜）

学生会活動・商船祭・寮生会活動
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　私は2年生から商船祭実行委員をしていて，
商船祭のことはある程度のことはわかっている
つもりになっていました。
　しかし，実際にバザーの責任者をやってみる
と，うまくいかないことが多々あり，責任者の立
場になると，自分で判断を下さないといけない
ことや，後輩たちが仕事をしやすいように前もっ
て自分で動いて準備しておかないといけない
のだと感じました。
　当日は，自分の電力計算が合っているか自
信がなく，いつブレーカーが落ちるかと不安な気
持ちでいっぱいでしたが，何事もなく終わってく
れて安心しました。責任者は忙しくて大変なこ
とばかりでしたが，その分，達成感も大きく，バ
ザーの責任者を担当出来てよかったです。

（バザー責任者　C4　山本 季明）

　商船祭実行委員は2年生からしていましたが，
バックパネル自体はしたことありませんでした。わ
からないこと，知らないことが多く戸惑いましたが，
みんなで放課後に残って準備したり，係ではない
人も手伝ってくれたりして，みんなに助けてもらい
ながら完成させることが出来ました。ステージに飾
られたとき，嬉しさがいっぱいでした。
（バックパネル責任者　C4　木原 香乃花）

　備品係のトップとしては至らない点がたくさ
んあったと思いますが，他の実行委員や学生
課の方，参加者の皆様のお陰で，商船祭を無
事に終えることができました。準備から当日にか
けて，想定外のことがいくつかありましたが，皆
で納得するまでよく話し合って決断できたの
で，円滑に本番を乗り切ることができたと思い
ます。商船祭を通して出会った様々な方と協
力できて，とても楽しかったです。

（備品責任者　C4　金田 晋治）

　受付は当日の仕事が主ですが，準備不足や
突然のトラブルに見舞われ，慌てることもありま
した。しかし，後輩や近くいた学生が手を貸して
くれたおかげで無事終わることができました。ま
た，受付担当のみんながしっかり挨拶をしてく
れて，来場者にとてもいい印象を残せたと思い
ます。
　大変なこともたくさんあったけれど，自分に
とって1番充実した商船祭になりました。　
　商船祭実行委員をして本当に良かったで
す。

（受付責任者　D4　吉田 明日香）

　今年は装飾の責任者をしましたが，責任者
は全体に目を配り指示を出す必要があり，自分
が想像していたより大変でした。しかし，この商
船祭準備を通し，今まで関わったことのないよ
うな人と関わりをもち，協力して準備を進めて
行くことで精神的に成長できたと思います。
　夏休み明けからの約1ヶ月間，毎日毎日大変
でしたが，商船祭実行委員をはじめ，たくさんの
方に手伝っていただいたお陰で完成させるこ
とが出来ました。本当に感謝です。当日は雨で
装飾が濡れて少し残念でしたが，満足のいく商
船祭ができました。

（装飾責任者　D4　西本 沙莉亜）

　昨年は補佐として，今年は長として駐車場
係を務めさせていただきました。2年間やらせて
いただいて一番に感じたことは，商船祭実行委
員というものは想像以上に大変なものですが，
それ以上に達成感と充実感に満ちているとい
うことです。実行委員同士で意見の食い違い
や衝突もありましたが，その分やり終えたときの
喜びもひとしおでした。
　駐車場係は，商船祭の会場からは遠く，決し

て目立つ係ではありません。当日は雨で，地盤
も緩くびしょ濡れになりながらの仕事になりまし
たが，そんな状況でも仕事を完璧にこなしてく
れた教員・各委員の皆さんに感謝しています。

（駐車場責任者　D4　高重 賢生）

　クリーン係は2回目で，今年は責任者として
昨年の反省を改善できるように，ごみを回収す
るシフト表を作成したり，クリーン係のメンバーに
伝えることを整理したりしました。でも，肝心なメ
ンバーとのコミュニケーションが足りず，十分に
改善ができませんでした。
　商船祭当日は学科展示の担当であったた
め，当日は商船祭会場を見に行くことができま
せんでしたが，クリーン係のメンバーが積極的に
質問を聞きに来たり，ごみが一杯になった袋を
積極的に交換したりしてくれたので，とても助か
りました。メンバー全員が仕事を積極的にして
いたおかげで，今回の商船祭も無事に終えるこ
とができたと思います。

（クリーン責任者　C4　青山 舜）

●寮生会活動
　現在，私たちが住んでいる若潮寮では，約
500名の学生が共同生活をしています。若潮
寮は，全寮生にとって，安心して過ごしやすく，ま
た楽しく思い出に残る寮でありたいと思ってい
ます。
 そのために私たち寮生会は，イベントを企画・運
営したり，掃除や挨拶を徹底し，身の回りの環境
を整えたりなど，様々な活動を行なっています。
　イベントでは，かき氷大会やビンゴ大会を行い，
冬には食堂にイルミネーションやクリスマスツリー
を飾りました。これからもイベントを続け，増やして
いきたいと考えております。
　毎日朝７時２０分から１０分間と，夜１０時から
２０分間の掃除時間が設けられております。
ローテーションで交代しながら掃除をし，最後に
掃除のチェックもしています。
　また，お互いが気持ちよく生活できるよう，寮生
会が主となり進んで挨拶をしています。挨拶を
することは社会に出ても1番大事なことだと思
いますので，基本を忘れないよう，寮にいる時か
らみんなでするようにしています。
　私は，みんなが卒業する時に，寮生活をしてよ
かったと思えるような活動や雰囲気づくりを，寮
生会だけでなく，寮生みんなでやっていきたいと
思っております。

（寮生副会長　Ｄ４　後藤 こころ）
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ニュース
ダイジェスト《学生・学校の活動》

●ビンゴ大会を実施しました

　寮生会役員の企画・運営によるビンゴ大会を実施

しました。たくさんの景品が用意され，ビンゴの番号が

読み上げられるたびに，会場の寮食堂に寮生の歓声

が沸き起こりました。

○電子３年：デルタ工業株式会社，株式会社ディスコ

桑畑工場

○流通３年：株式会社エフピコ福山，広島県立歴史

博物館

○電子４年：富士電機株式会社，ジャパンマリンユナ

イテッド株式会社横浜事業所　磯子工場，三菱ビ

ルテクノサービス株式会社

○流通４年：山九株式会社　横浜支店港運Ｇ及び

首都圏ＤＣ支店，（情報コース）チームラボ株式会

社/（流通コース）東京証券取引所アローズ，富士

通株式会社川崎工場/富士通ミュージアム

冬 WINTER

●卒業証書・修了証書授与式を挙行（9.23）

　来賓，保護者，在校生及び教職員に見送られ，商船

学科37名，専攻科海事システム工学専攻2名が本

校を巣立って行きました。

●後期クラスマッチを開催（11.1）

　後期クラスマッチを開催しました。リレー，サッカー，

バスケットボール，卓球，ドッヂビー，オセロの６種目を競

い合い，級友と共に汗を流す中で友情を深めました。

新たに競技に追加された卓球，ドッヂビー，オセロなど，

屋内外の各種目で熱戦が繰り広げられました。

●1・2年生社会見学，電子・流通3・4年生工場見学

を実施 （11.15～17）

○１年：ガラスの里（お好み焼き体験と美術館見学）

○２年：与島ＰＡ（瀬戸大橋見学），中野うどん学校　

琴平校，金刀比羅宮

秋 AUTUMN

No.60広島商船高等専門学校　学校だより

●入学式を挙行（4.2）

　商船学科46名，電子制御工学科45名，流通情報

工学科44名，留学生1名，専攻科産業システム工学

専攻8名が入学いたしました。

　辻校長から，「勉学と課外活動を通して多くの友を

作り，多くの事を学び，それらを自分のものとし，人生の

土台，すなわち基礎つくりに努めてください。」と式辞

がありました。

●前期クラスマッチを開催（4.25）

　リレー・ソフトボール・バレーボール・バドミントン・ソフ

トテニス・スポーツチャンバラの６種目を競い合い，級

友と共に汗を流す中で友情を深めました。男女別で

の実施となったリレーや，新たに競技に追加されたス

ポーツチャンバラなど，各種目で熱戦が繰り広げられ

ました。

●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，全国高専体育大会に出場

※各成績は別掲（P.15-16）

●アイドリング・ストッップ啓発活動（8.3）

　大崎上島から竹原に渡るフェリー乗り場で，環境へ

の配慮のため，アイドリン

グ・ストップ啓発活動を

実施しました。猛暑の

中，学生達は熱心にパ

ンフレット配布及び声掛

け運動に勤しんでいまし

た。

ニュース
ダイジェスト《学生・学校の活動》

春 SPRING

夏 SUMMER

●山の日イベントに参加（6.4）

　広島県の山の日イベントで，大崎上島町でも各種

イベントが開催されました。本校は神峰山ウォークに

ＣＯＣ教育・文化グループがガイド役を務め，大崎上

島ウルトラマラニックにはカッター部と陸上部がボラ

ンティアスタッフとして参加し，大崎海星高校の文化

祭には写真部が出展と，総勢50名以上の学生と教

員で大崎上島を盛り上げました。
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大　会　名 種　目 成績 クラス 氏　名

第53回中国地区高等専門学校体育大会

卓球部 優勝 団体（男子・女子）

卓球男子シングルス 優勝 D3 飯田　慎吾

卓球女子シングルス・
ダブルス 優勝 D5 藤井　未来

卓球女子ダブルス 優勝 D5 村上　幸子

陸上男子砲丸投 優勝 M4 溝田　直音

陸上女子１００ｍ 優勝 M4 梶井　桃衣

第52回全国高等専門学校体育大会
卓球男子シングルス 優勝 D3 飯田　慎吾

陸上女子やり投げ 優勝 D5 藤村美乃梨

平成29年度広島県尾三地区高校総体 剣道部 優勝 団体（男子）

第58回広島県高等学校新人陸上競技選手権尾三地区予選会 陸上女子砲丸投 優勝 D2 吉村　　岬

平成29年度広島県高等学校卓球選手権大会尾三地区予選会

卓球男子シングルス 優勝 D3 飯田　慎吾

卓球男子ダブルス 優勝
D3 飯田　慎吾

D3 澤岡　将伍

広島県高校総合体育大会尾三地区大会 卓球部 優勝 団体（男子）

中国高校卓球選手権 卓球男子シングルス 出場
D3 飯田　慎吾

D１ 烏田　　幸

高校総合体育大会中国大会 卓球部 出場 団体（男子）
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在学生表彰

●平成２9年度クラブ活動等における本校功労賞受賞（前期）

●第19回校内作文・表現コンクール表彰

卒業生受賞者

平成28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 西本　　猛
流通情報工学科 塩田　知広

国立高等専門学校機構学生表彰
学 科 名 氏　名

流通情報工学科 中川　麻美
流通情報工学科 中村　早希

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 氏　名

電子制御工学科 山本　圭太

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名
電子制御工学科 武本　宗之
流通情報工学科 須賀　　愛
流通情報工学科 檜垣　　龍

功労賞
学 科 名 氏　名

流通情報工学科 佐々木　享
流通情報工学科 川手　　唯
電子制御工学科 藤井　琢也
流通情報工学科 中川　麻美
流通情報工学科 中村　早希
電子制御工学科 竹内　宏熙
電子制御工学科 塩崎　将隆
流通情報工学科 沖濱　知明

平成29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 氏　名
商船学科航海コース 山口　世翔
商船学科機関コース 古橋　知季

公益財団法人　海技教育財団表彰
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース 藤﨑　和平
商船学科機関コース 古山　廣恵

公益社団法人　日本航海学会奨学ほう賞
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース　 山方　利斉

公益社団法人　日本船舶海洋工学会奨学褒賞
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース FIRDAUZ RAHMAN 
BIN MOHAMED ANSARI

商船学科機関コース 岡田　颯太

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名
商船学科航海コース 松井　航太
商船学科航海コース 山口　世翔
商船学科航海コース 山下　隼人
商船学科機関コース 岡田　颯太

功労賞
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース　 笹栗　航輝
商船学科航海コース　 白井　駿佑

最優秀賞
　楽しむとは 商　船　学　科 3年 木　場　玲　奈
優秀賞
　違和感 流通情報工学科 2年 佐　野　　　彩
特別賞
　思いやりと本当の優しさ 流通情報工学科 2年 金　本　美　夢
　ロボットとの付き合い方とは 流通情報工学科 1年 山　根　　　華
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商船学科　機関コース
商船学科５年　機関コース　梶川　照

１．学科の特色のある授業の紹介
　授業では，専門的な分野であるエンジンの仕
組みや船を運航する上で必要な知識をそれ
ぞれの科目に特化した先生方が教えてくれま
す。どれも初めて学ぶことばかりなのでとても
興味が持てます。実習では，工作機器を使用
したり，溶接を行ったりたくさんのことを体験し
て学ぶことができます。海技教育機構の元で
行う航海訓練では，船で日本全国，更には海外
へ旅立ちます。航海訓練では，全国から将来
の船員の卵が集まるので友達もたくさんできる
とともに，いろいろな港において見識も広めるこ
とができます。この学校でしか学べないことが
あるので，人生の中で色濃い5年間になること
間違いなしです！

２．将来の進路等
　本校を卒業してからの進路は人それぞれで
すが，ほとんどが船員になります。船員の中で
は世界を股にかけて仕事をする外航船員と日

本各地に様々な物資を届ける内航船員が分
かれます。また，造船に携わる仕事や船舶管理
などの陸上で海運業を支える仕事や，一般工
学系の分野など，幅広い仕事にも就職できま
す。もっと多く学びたい人などは本校の専攻科
に進学したり，国公私立大学に進学したりする
こともできます。本校では，有名な数学者である
あのピタゴラスさえも証明できなかった「就職率
１００パーセント = ニート率０パーセント」という
保護者にもうれしい方程式が成立しますので，
安心して，自分の道を進んでいきましょう！

商船学科　航海コース
商船学科５年　航海コース　木場　恭平

１．学科の特色のある授業の紹介

　商船学科航海コースでは3級海技士（ 航
海）の免状取得のための教育課程が組まれて
います。そのため4年半にわたる席上課程では
海事法規や気象海象，航海学の原点である
天文航法（星の位置から自船の位置を求める
方法）などを学び，船舶を安全に運航するため
の知識を身に付けます。実技についても週2
時間の実習のなかで様々な実験を行い，座学
で学んだことを間近に見て確かめることができ
ます。特に広島丸実習では学生主体の航海
や船体の塗装作業を通じて，船乗りとしての感
覚を掴めるようになります。

 また，合計で1年にわたる海技教育機構での
大型練習船実習では，長期間の船上生活を
他校の学生と共に経験することで価値観が広
がったり，忍耐力を養ったりすることができま
す。2回目の実習は必ず帆船で行うのですが，
国内航海中は一般公開をする機会も多く，寄
港地ごとに歓待を受けることも少なくありませ
ん。一方，ハワイ往復時の往路では帆走となる
ため，時には大シケに遭遇することもあり，嫌と
いうほど自然の偉大さを体感することになりま
す。しかし，そのような困難を乗り越えることで，
船を運航する上でのチームワークの大切さを

強く感じるとともに，同期とよりいっそう絆を深
めることができます。
２．将来の進路等

　商船学科航海コースの平成30年度卒業予
定者のうち，就職希望者の進路先は，海上職

（外航）38％，海上職（内航）51%，進学希望者
は16%となっています（平成30年2月現在）。
　過去5年間の平均と比較しても，海上職へ
の就職率が高まっており，特に外航の割合が
増加している傾向にあります。
　その要因として，学生の間で外航への関心
が高まっていると共に，SECOJ（日本船員雇
用促進センター）による外航船員の育成支援
が強化されたことなど，以前よりも外航船員に
なりやすい環境が整備されたことが挙げられま
す。また，学校でも1級・2級海技士の筆記試験
対策講習が行われており，やる気があれば在
学中に上級の筆記試験を合格できるようにも
なりました。
　航海コースから陸上職に就職することも可
能で，通関などの港湾業務や，船舶管理など陸
上から船の運航をサポートする職業でも先輩
方が活躍されています。私見になりますが，努
力がきちんと報われる点がこの業界の面白い
ところだと思っています。

各学科の特色ある授業の紹介
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各学科の特色ある授業の紹介
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電子制御工学科
電子制御工学科５年　久保岡　朋己

１．学科の特色のある授業の紹介

　電子制御工学科では，現代の生活では切り
離すことのできないコンピュータ・電子機器など
の仕組みを学びます。代表的な授業が実験実
習で，実際に機械や装置を使い，データを取り
考察をレポートにまとめたり，物を作ったりしま
す。
　1年生から3年生までは毎週実験実習があ
ります。実習では写真立てや白線の上を走る
ライントレーサ等を作りました。そのなかで私が
印象に残っているのは，2年生の実験実習の
中での，写真立てのねじ作りです。人生で初め
て作るねじは，既製品と違いまっすぐ嵌まりま
せんでしたが，ねじ穴にちゃんと収まったときに
はホッとしました。一番単純な部品であるねじ
一つとっても，きれいに仕上げるにはしっかりと
した技術力が必要であることを認識させられま
した。
　4・5年生になると実験実習がものづくり実習
や卒業研究に当てられます。実験実習とは違
い，設計から部品の仕様，内部のプログラム及
び回路の基板等，すべてを自分で考えなけれ
ばなりません。上手くいかないことばかりです
が，それでもひとつひとつ課題をクリアしていく
と，3年生までとは違ってすべて自分で作った
という大きな喜びと達成感を得られます。
　様々な実習がありましたが，どれもやりがいが
あり今でもそれぞれが記憶に残っています。も
のづくりの難しさと楽しさを，体験しながら学べ
るのが電子制御工学科の特色です。

２．将来の進路等

　電子制御工学科では，進学する人もいます
がほとんどの人が就職します。私は，学校に来
た求人票の中から，就職先を選択しました。
　求人票には誰もが知っている電機メーカー・
電力会社・通信会社など幅広くありますが，ほ
とんどの人はどうやって会社を選べばいいか
分からないと思います。実際私も，第１志望と
する会社を確定させたのは4年生の終わりで
した。
　行きたい会社が見つからないといった悩み
にぶつかる人もいると思います。そのときには，
焦ってまわりに流されて決めるのではなく，保
護者・先生・先輩に相談しながら自分の意思で
決めてください。最初は，給料が高い，休みがき
ちんと取れるというような仕事内容とは直接関
係がないことで興味を持つのも一つの方法と
思います。そして気になった会社があれば，先
生に相談したり，インターンシップに参加したり，
会社見学会に行ったりと積極的に動くことを
お勧めします。
　まだ中学生や低学年で，進路のことを考えに
くい人も多いと思いますが，悩みすぎず目の前
にある勉強や部活などの課題に一所懸命とり
かかればいいと思います。それは絶対に就職
活動にも，その後の生活にも生きてきます。

流通情報工学科
流通情報工学科3年生　情報通信コース

藤井　志帆

　流通情報工学科では，3年生から流通ビジネ
スコースと情報通信コースに分かれ，それぞれ
専門のことを学んでいます。
　私が在籍している情報通信コースでは，プロ
グラミングやWindows以外のOSであるLinux
等を含めコンピュータのことを学習しています。
その中でも，「プログラミング基礎」の授業では，
プログラミング言語をC言語の基礎から学んで，
後期の途中からArduinoというマイコンボード※
を使って，プログラミングとコンピュータの仕組み
について学んでいます。

　Arduinoの授業は特に面白いです。ただパ
ソコン上でプログラムを作ることとは違い，Ardu-
inoにLEDやスイッチなどの回路を直接繋いで，
プログラム通りにスイッチ等が動作するかを確
認します。自分の作ったプログラムがArduino
上で実際に動いた時には，とても達成感があり
ました。

　また，最新の電子機器の仕組みをArduino
上で再現することができるのが面白いです。授
業の中でアルミホイルのセンサを使いましたが，こ
れはスマートフォンのタッチパネルに使用されて
いるのと同じ技術です。学習をしている内容が
身近な機器にも使われている技術で，学習の目
的が明確になりました。
　「このセンサを利用すれば，こんなものが作れ
るのではないか」と思えることがたくさんある授
業でした。

No.60広島商船高等専門学校　学校だより

ライントレーサ

※剥き出しの基盤の上に少量の部品を付けた
　簡素なコンピュータ
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国際交流室活動紹介
　グローバル・エンジニアに必須なのは，コミュ
ニケーション能力はもちろんですが，異文化に
対応できる柔軟な受容力です。国際交流室は
その為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は語学力です。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。
・英語学習をSHRに取り入れる
・全ての授業で，英語のみで実施する授業を
設ける
・全ての定期試験に，英語の問題を出題する
・実用英検やTOEICの補習を行う
　などのほか，図書館には英語の速読用教材
なども続々と入荷しています。
　本校国際交流室の主催する英語研修は，
例年夏休みに二週間，フィリピンの首都マニラ
で開催します。安価でマン・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，本校から細かな
要望を実施プログラム作成に反映できる手作
り感もあります。平成２９年度は１５名が教職員
２名の引率で参加しました。

　短期留学では英語漬けの２週間の体験を
土台に飛翔する参加後の継続的な意志こそ
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
はその後の学習意欲の増進につながります。

　本校主催の語学研修のほか，近年では，海
外研修のチャンスはますます増加しています。
中国地区高専学生国際交流支援コンソーシ
アム，商船学科の催すプログラム，また，文部科
学省の“トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ”のほか，高専
機構による海外インターンシップやＩＳＴＳ，全国
の高専が参加を募集する企画など，様々な形
態の募集がどんどん増えています。国際交流
室に届く情報を掲示などでお知らせますので
是非とも挑戦してください。

イルミネーション」を行いました。多くの寮生がこ

れらの行事を楽しみにしています。

　近年，寮生数は増加傾向にあり，施設の整

備・維持を進めております。今年度は女子寮

の側壁の改修を行いました。

　今後も様々な課題に対応しつつ，寮生が少

しでも快適に生活できるように支援していきた

いと考えています。
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　本校には通学が困難な学生のため，「若潮

寮」という学生寮があります。

　この若潮寮では，4月に新寮生，男子99名，

女子17名の計116名を迎え，男子406名，女

子70名の計476名の学生が生活しています。

寮生の多くは広島県内の出身者ですが，北は

北海道，南は沖縄まで全国から学生が集まっ

ています。

　寮では，集団生活という性質上，日課や規則

など家庭での生活とは異なったルールがあり，

これらのルールを守れない時には処分を受け

る場合があります。また，親元を離れて生活す

るわけですから，洗濯をはじめ通常家の人に

やってもらっていることを自分でやらなければ

いけません。

　このように寮生活は一見大変そうではありま

すが，日々の生活を通して自立性や協調性な

どを身に着けるとともに，通常の学生生活では

得られない友情や思い出を育んでいっていま

す。そのためか，多くの学生がこうしたルールや

日々の生活を疎ましく思いながらも，楽しい学生

生活を送っているのではないでしょうか。

　寮には，学生による寮の運営組織「寮生

会」があります。寮生会では，日々の寮内掃除

確認など寮生の生活指導をしてくれています。

今年度は，自転車を駐輪場以外に置いている

学生の指導や，未登録の自転車の整理を自主

的に行い大変な成果を上げています。また，毎

年，寮生の懇親や寮内の雰囲気づくりのため，

いくつかの催し物も計画してくれています。今

年度も夏休み前には「七夕の飾りつけ」，「かき

氷大会」を実施し，冬休み前には「クリスマス・

近年の寮の状況
　グローバル化，国際化などの始発点は，すぐ
隣りに座っている級友とのコミュニケーションで
す。他者への“思いやり”の延長に国際化があ
るのです。身近な人をも慮る心を培い，他者へ
のリスペクトを常に忘れない，その上で，自らの
意思を明確に表出できること，それがグローバ
ル・エンジニアの資質であろうと思います。国際
交流室の提案する様々なプログラムに積極的
に参加して人々と交流を深める中で，自らをま
すますブラッシュアップしてくれることを期待し
ています。

（国際交流室長　桑田 明広）

　また，今秋はフィリピンの提携校（エミリオ・ア
ギナルド・カレッジとセント・マイケルズ・カレッジ）
から12名の学生と2名の引率教員を短期留
学生として受け入れ，授業に参加したり学生た
ちと交流したりしました。留学生と同様に，居な
がらにして“ナマの”国際感覚を磨く良いチャン
スです。と，こちらから促さなくても，近年は教室
や実験室や宿舎で，日本人学生の方からも積
極的に声をかけているようで，若者同士はすぐ
に和やかに交流を始めています。

　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，近隣の皆さんとの交流など
の機会を設けていますし，中国地区の高専の
留学生とも交流会を催しています。
　留学生たちが在学することで，日本人学生
の皆さんは，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異文化に触れ
国際感覚を培うメリットを得ているのです。

エミリオ・アギナルド・カレッジ
にて集合写真

エミリオ・アギナルド・カレッジでの
語学研究の様子

エミリオ・アギナルド・カレッジの
学生との文化交流

大掃除の様子

クリスマスの飾りつけ
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学省の“トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ”のほか，高専
機構による海外インターンシップやＩＳＴＳ，全国
の高専が参加を募集する企画など，様々な形
態の募集がどんどん増えています。国際交流
室に届く情報を掲示などでお知らせますので
是非とも挑戦してください。

イルミネーション」を行いました。多くの寮生がこ

れらの行事を楽しみにしています。

　近年，寮生数は増加傾向にあり，施設の整

備・維持を進めております。今年度は女子寮

の側壁の改修を行いました。

　今後も様々な課題に対応しつつ，寮生が少

しでも快適に生活できるように支援していきた

いと考えています。
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　本校には通学が困難な学生のため，「若潮

寮」という学生寮があります。

　この若潮寮では，4月に新寮生，男子99名，

女子17名の計116名を迎え，男子406名，女

子70名の計476名の学生が生活しています。

寮生の多くは広島県内の出身者ですが，北は

北海道，南は沖縄まで全国から学生が集まっ

ています。

　寮では，集団生活という性質上，日課や規則

など家庭での生活とは異なったルールがあり，

これらのルールを守れない時には処分を受け

る場合があります。また，親元を離れて生活す

るわけですから，洗濯をはじめ通常家の人に

やってもらっていることを自分でやらなければ

いけません。

　このように寮生活は一見大変そうではありま

すが，日々の生活を通して自立性や協調性な

どを身に着けるとともに，通常の学生生活では

得られない友情や思い出を育んでいっていま

す。そのためか，多くの学生がこうしたルールや

日々の生活を疎ましく思いながらも，楽しい学生

生活を送っているのではないでしょうか。

　寮には，学生による寮の運営組織「寮生

会」があります。寮生会では，日々の寮内掃除

確認など寮生の生活指導をしてくれています。

今年度は，自転車を駐輪場以外に置いている

学生の指導や，未登録の自転車の整理を自主

的に行い大変な成果を上げています。また，毎

年，寮生の懇親や寮内の雰囲気づくりのため，

いくつかの催し物も計画してくれています。今

年度も夏休み前には「七夕の飾りつけ」，「かき

氷大会」を実施し，冬休み前には「クリスマス・

近年の寮の状況
　グローバル化，国際化などの始発点は，すぐ
隣りに座っている級友とのコミュニケーションで
す。他者への“思いやり”の延長に国際化があ
るのです。身近な人をも慮る心を培い，他者へ
のリスペクトを常に忘れない，その上で，自らの
意思を明確に表出できること，それがグローバ
ル・エンジニアの資質であろうと思います。国際
交流室の提案する様々なプログラムに積極的
に参加して人々と交流を深める中で，自らをま
すますブラッシュアップしてくれることを期待し
ています。

（国際交流室長　桑田 明広）

　また，今秋はフィリピンの提携校（エミリオ・ア
ギナルド・カレッジとセント・マイケルズ・カレッジ）
から12名の学生と2名の引率教員を短期留
学生として受け入れ，授業に参加したり学生た
ちと交流したりしました。留学生と同様に，居な
がらにして“ナマの”国際感覚を磨く良いチャン
スです。と，こちらから促さなくても，近年は教室
や実験室や宿舎で，日本人学生の方からも積
極的に声をかけているようで，若者同士はすぐ
に和やかに交流を始めています。

　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，近隣の皆さんとの交流など
の機会を設けていますし，中国地区の高専の
留学生とも交流会を催しています。
　留学生たちが在学することで，日本人学生
の皆さんは，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異文化に触れ
国際感覚を培うメリットを得ているのです。

エミリオ・アギナルド・カレッジ
にて集合写真

エミリオ・アギナルド・カレッジでの
語学研究の様子

エミリオ・アギナルド・カレッジの
学生との文化交流

大掃除の様子

クリスマスの飾りつけ



　グローバル・エンジニアに必須なのは，コミュ
ニケーション能力はもちろんですが，異文化に
対応できる柔軟な受容力です。国際交流室は
その為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は語学力です。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。
・英語学習をSHRに取り入れる
・全ての授業で，英語のみで実施する授業を
設ける
・全ての定期試験に，英語の問題を出題する
・実用英検やTOEICの補習を行う
　などのほか，図書館には英語の速読用教材
なども続々と入荷しています。
　本校国際交流室の主催する英語研修は，
例年夏休みに二週間，フィリピンの首都マニラ
で開催します。安価でマン・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，本校から細かな
要望を実施プログラム作成に反映できる手作
り感もあります。平成２９年度は１５名が教職員
２名の引率で参加しました。

　短期留学では英語漬けの２週間の体験を
土台に飛翔する参加後の継続的な意志こそ
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
はその後の学習意欲の増進につながります。

　本校主催の語学研修のほか，近年では，海
外研修のチャンスはますます増加しています。
中国地区高専学生国際交流支援コンソーシ
アム，商船学科の催すプログラム，また，文部科
学省の“トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ”のほか，高専
機構による海外インターンシップやＩＳＴＳ，全国
の高専が参加を募集する企画など，様々な形
態の募集がどんどん増えています。国際交流
室に届く情報を掲示などでお知らせますので
是非とも挑戦してください。

　グローバル化，国際化などの始発点は，すぐ
隣りに座っている級友とのコミュニケーションで
す。他者への“思いやり”の延長に国際化があ
るのです。身近な人をも慮る心を培い，他者へ
のリスペクトを常に忘れない，その上で，自らの
意思を明確に表出できること，それがグローバ
ル・エンジニアの資質であろうと思います。国際
交流室の提案する様々なプログラムに積極的
に参加して人々と交流を深める中で，自らをま
すますブラッシュアップしてくれることを期待し
ています。

（国際交流室長　桑田 明広）

　また，今秋はフィリピンの提携校（エミリオ・ア
ギナルド・カレッジとセント・マイケルズ・カレッジ）
から12名の学生と2名の引率教員を短期留
学生として受け入れ，授業に参加したり学生た
ちと交流したりしました。留学生と同様に，居な
がらにして“ナマの”国際感覚を磨く良いチャン
スです。と，こちらから促さなくても，近年は教室
や実験室や宿舎で，日本人学生の方からも積
極的に声をかけているようで，若者同士はすぐ
に和やかに交流を始めています。
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　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，近隣の皆さんとの交流など
の機会を設けていますし，中国地区の高専の
留学生とも交流会を催しています。
　留学生たちが在学することで，日本人学生
の皆さんは，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異文化に触れ
国際感覚を培うメリットを得ているのです。

陳俊揚
TAN CHUN YANG
タン  チュンヤン さん

（マレーシア）

　こんにちは。電子制御工学科3年のチュンヤ
ンです！　マレーシアから来ました。
　日本に来る前，日本語や日本文化に全然慣
れていなかった私はすごく心配していました。日
本に来て，「話が通じるのかなぁ」「友達ができる
のかなぁ」「勉強大丈夫なのかなぁ」といろいろ
悩んでいました。確かに，日本の素晴らしさはよく
耳にしていましたが，実際に経験してからこそ，そ
の素晴らしさを感じることができたと思います。
　先生方や学生たちのやさしさのおかげで，勉
強や生活の艱難さがだんだん減ってきました。
また，離島の素晴らしい景色にもすごく感動しま
した。毎日忙しい日程が終わり次第，自転車に
乗ったり歩いたりして，その美しい景色を楽しみ
ながら，一日の疲労を忘れてしまい，より良い一
日を望みながら休んだりすることができます。
　そして，留学生としての私はただの勉強に集
中するだけではなく，交流活動などにも興味を
持っております。これからも，ここの皆さんと仲良
くしたいと思っています。皆さんもぜひ遠慮なく
私に声をかけてください。お互いに交流したりし
て，より良い生活を望みながら頑張っていきま
しょう！

留学生紹介

かんなん

ニーアンポリテクニック（シンガポール）
での合同研究発表会

NTMA（フィリピン商船大学）での短期留学

中国地区留学生交流シンポジウム
でのカレー作り

本校で開催した短期留学生歓迎会

短期留学生と学生の共同授業
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ニケーション能力はもちろんですが，異文化に
対応できる柔軟な受容力です。国際交流室は
その為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は語学力です。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。
・英語学習をSHRに取り入れる
・全ての授業で，英語のみで実施する授業を
設ける
・全ての定期試験に，英語の問題を出題する
・実用英検やTOEICの補習を行う
　などのほか，図書館には英語の速読用教材
なども続々と入荷しています。
　本校国際交流室の主催する英語研修は，
例年夏休みに二週間，フィリピンの首都マニラ
で開催します。安価でマン・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，本校から細かな
要望を実施プログラム作成に反映できる手作
り感もあります。平成２９年度は１５名が教職員
２名の引率で参加しました。
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に参加して人々と交流を深める中で，自らをま
すますブラッシュアップしてくれることを期待し
ています。

（国際交流室長　桑田 明広）

　また，今秋はフィリピンの提携校（エミリオ・ア
ギナルド・カレッジとセント・マイケルズ・カレッジ）
から12名の学生と2名の引率教員を短期留
学生として受け入れ，授業に参加したり学生た
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極的に声をかけているようで，若者同士はすぐ
に和やかに交流を始めています。
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ラスメートを持ち交流することで異文化に触れ
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れていなかった私はすごく心配していました。日
本に来て，「話が通じるのかなぁ」「友達ができる
のかなぁ」「勉強大丈夫なのかなぁ」といろいろ
悩んでいました。確かに，日本の素晴らしさはよく
耳にしていましたが，実際に経験してからこそ，そ
の素晴らしさを感じることができたと思います。
　先生方や学生たちのやさしさのおかげで，勉
強や生活の艱難さがだんだん減ってきました。
また，離島の素晴らしい景色にもすごく感動しま
した。毎日忙しい日程が終わり次第，自転車に
乗ったり歩いたりして，その美しい景色を楽しみ
ながら，一日の疲労を忘れてしまい，より良い一
日を望みながら休んだりすることができます。
　そして，留学生としての私はただの勉強に集
中するだけではなく，交流活動などにも興味を
持っております。これからも，ここの皆さんと仲良
くしたいと思っています。皆さんもぜひ遠慮なく
私に声をかけてください。お互いに交流したりし
て，より良い生活を望みながら頑張っていきま
しょう！
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新任教員紹介

一般教科
准教授

江原　智子

　平成29年4月1日付けで着任しました，江原智子です。一般教科の英
語を担当しています。専門分野は英語教育学で，今までは民間の語学学
校と大学での英語教育に携わってまいりました。現在の研究テーマは①
英語学習への動機づけ，②各校種間における英語教育の連携，③異文
化理解教育の3本柱で実践研究を中心に進めています。
　社会のグローバル化が広がる現代社会では，異文化や異言語を持つ
人々と共に仕事に取り組む力が必要となっています。授業では英語学
習の基盤作りを大切に，実際に英語を用いて取り組むような課題提示を
心がけています。留学や外部試験にも積極的に挑戦してほしいです。一
緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

電子制御工学科
講師

若松　裕紀

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の若松裕
紀です。授業は主に電子制御工学科の機械系科目を担当しておりま
す。専門分野は流体工学（空気や水の流れ）です。
　毎朝，とても多くの学生さんが挨拶をしていただけます。また，広島市内
で偶然お会いしたときにもご挨拶いただくこともあり，うれしく思います。
　授業においては，積極的に発表していただいたり，授業中や授業後に
質問をしていただいたりと，自ら学ぶ姿勢を喜ばしく思っております。私の
授業に対してアドバイスをいただくこともあり，日々の授業で教え方につい
て勉強させていただいております。よりわかりやすい授業を行って，学生
のみなさんの希望の進路の実現に向けて力をつくす所存でございます。
　卒業研究においては，学生のみなさんから新鮮なアイディアをいただく
ことが多く，フレッシュな研究環境であると感じております。
　高等専門学校の目的である，実践的・創造的技術者の養成に貢献で
きるよう全力を尽くす所存でございます。ご指導いただきますようよろしく
お願い申し上げます。

電子制御工学科
准教授

酒池　耕平

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の酒池で
す。大学で博士号を取得後，民間企業での研究・開発職を経て本校に
着任いたしました。半導体工学を専門とし，これまで半導体に関する様々
な研究を行ってきました。現在では，今後，飛躍的な進歩が期待されてい
るフレキシブルエレクトロニクス※1の基幹技術確立に向けた研究に取り組
んでいます。
　講義では専門科目を担当しています。社会で役立つ専門知識を身に
付けてもらえるよう，民間企業での経験を活かし，学生の皆さんの成長を
手助けできるような教育環境を構築していきたいと考えています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
※1　曲げたり丸めたりすることができるプラスチック基板上に高性能電子デバイスを作成

し，様々なアプリケーションを実現するエレクトロニクス分野

電子制御工学科
准教授

佐藤　正知

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の佐藤で
す。横浜国立大学大学院博士課程後期を修了した後，東京都市大学で
10年間教育研究に携わっておりました。専門分野は無線通信のシステ
ム設計及び通信方式で，携帯電話や無線LANなどの基地局や受信端
末での信号処理に関する研究を行ってきました。
　高専の教員になって感じたことは，実験や実習の内容が充実している
ということと，学生寮での生活が楽しそうだということです。また，寮の当直
や部活動の顧問の業務に新鮮さを感じています。学生に興味を持って
授業に取り組んでもらえるよう，工夫を凝らした教育に力を入れていきた
いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

流通情報工学科
准教授

加藤　博明

　平成29年4月1日付けで着任いたしました流通情報工学科の加藤博
明です。出身は，ここ大崎上島で，本校を卒業した後，愛知県にある豊橋
技術科学大学に進学し，その後，同大学の教員として情報分野の教育研
究に携わって参りました。
　専門は応用情報学で，学際領域※2での情報処理技術について研究
を行なっています。例えば，点と線の集合であるグラフを用いてモデル化
することにより，コンピュータネットワークから，物流ネットワーク，遺伝子ネット
ワークに至るまで，様々な事象・現象をコンピュータで表現し，解析すること
ができます。学生さんと様々なことにチャレンジし，一緒に楽しみながら勉
強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
※2　研究がいくつかの異なる学問分野にまたがる領域
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新任教員紹介

一般教科
准教授

江原　智子

　平成29年4月1日付けで着任しました，江原智子です。一般教科の英
語を担当しています。専門分野は英語教育学で，今までは民間の語学学
校と大学での英語教育に携わってまいりました。現在の研究テーマは①
英語学習への動機づけ，②各校種間における英語教育の連携，③異文
化理解教育の3本柱で実践研究を中心に進めています。
　社会のグローバル化が広がる現代社会では，異文化や異言語を持つ
人々と共に仕事に取り組む力が必要となっています。授業では英語学
習の基盤作りを大切に，実際に英語を用いて取り組むような課題提示を
心がけています。留学や外部試験にも積極的に挑戦してほしいです。一
緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

電子制御工学科
講師

若松　裕紀

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の若松裕
紀です。授業は主に電子制御工学科の機械系科目を担当しておりま
す。専門分野は流体工学（空気や水の流れ）です。
　毎朝，とても多くの学生さんが挨拶をしていただけます。また，広島市内
で偶然お会いしたときにもご挨拶いただくこともあり，うれしく思います。
　授業においては，積極的に発表していただいたり，授業中や授業後に
質問をしていただいたりと，自ら学ぶ姿勢を喜ばしく思っております。私の
授業に対してアドバイスをいただくこともあり，日々の授業で教え方につい
て勉強させていただいております。よりわかりやすい授業を行って，学生
のみなさんの希望の進路の実現に向けて力をつくす所存でございます。
　卒業研究においては，学生のみなさんから新鮮なアイディアをいただく
ことが多く，フレッシュな研究環境であると感じております。
　高等専門学校の目的である，実践的・創造的技術者の養成に貢献で
きるよう全力を尽くす所存でございます。ご指導いただきますようよろしく
お願い申し上げます。

電子制御工学科
准教授

酒池　耕平

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の酒池で
す。大学で博士号を取得後，民間企業での研究・開発職を経て本校に
着任いたしました。半導体工学を専門とし，これまで半導体に関する様々
な研究を行ってきました。現在では，今後，飛躍的な進歩が期待されてい
るフレキシブルエレクトロニクス※1の基幹技術確立に向けた研究に取り組
んでいます。
　講義では専門科目を担当しています。社会で役立つ専門知識を身に
付けてもらえるよう，民間企業での経験を活かし，学生の皆さんの成長を
手助けできるような教育環境を構築していきたいと考えています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
※1　曲げたり丸めたりすることができるプラスチック基板上に高性能電子デバイスを作成

し，様々なアプリケーションを実現するエレクトロニクス分野

電子制御工学科
准教授

佐藤　正知

　平成29年4月1日付けで着任いたしました電子制御工学科の佐藤で
す。横浜国立大学大学院博士課程後期を修了した後，東京都市大学で
10年間教育研究に携わっておりました。専門分野は無線通信のシステ
ム設計及び通信方式で，携帯電話や無線LANなどの基地局や受信端
末での信号処理に関する研究を行ってきました。
　高専の教員になって感じたことは，実験や実習の内容が充実している
ということと，学生寮での生活が楽しそうだということです。また，寮の当直
や部活動の顧問の業務に新鮮さを感じています。学生に興味を持って
授業に取り組んでもらえるよう，工夫を凝らした教育に力を入れていきた
いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

流通情報工学科
准教授

加藤　博明

　平成29年4月1日付けで着任いたしました流通情報工学科の加藤博
明です。出身は，ここ大崎上島で，本校を卒業した後，愛知県にある豊橋
技術科学大学に進学し，その後，同大学の教員として情報分野の教育研
究に携わって参りました。
　専門は応用情報学で，学際領域※2での情報処理技術について研究
を行なっています。例えば，点と線の集合であるグラフを用いてモデル化
することにより，コンピュータネットワークから，物流ネットワーク，遺伝子ネット
ワークに至るまで，様々な事象・現象をコンピュータで表現し，解析すること
ができます。学生さんと様々なことにチャレンジし，一緒に楽しみながら勉
強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
※2　研究がいくつかの異なる学問分野にまたがる領域
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