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　昭和39年に創立した和歌山工業高等専門学校は、平成26年11月に創
立50周年記念講演、記念式典、記念祝賀会を盛大に催すことができま
した。和歌山県の中南部で唯一の高等教育機関として、地元の支援を
得て、創造的で実践的な技術者の育成を進めています。全国50数校の
工業系高専の所在都市の中で和歌山県御坊市の人口２万５千人は最少
ですが、増設整備された学生寮もあり、学校には、県内一円から大阪
府南部まで広い地域から学生が入学し、地域共同テクノセンターを通
じてこれら地域の産業界との協力も進んでいます。
　この年報は、例年一貫した方針の下で編集され、本巻では平成26年４月から翌27年３月までの学
校暦１年の間に、教育、研究、生活、その他の諸活動がどのように動いたか、状況をできるだけ正
確に記録するとともに、各章末には、それらの活動を学校の目標や計画に照らし評価した自己点検
結果も記載しています。
　学校では、これからも教職員一同が力を合わせて、学生の成長と地域の発展のために努力を続け
ますので、お力添えをお願いしますとともに、本巻をご高覧いただき、お気づきの点がございまし
たら、ご指導を仰ぎたく存じます。
 平成27年８月　　　

は　じ　め　に

校　長 　堀　江　振一郎
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1．1　主な活動内容

　平成26年度に和歌山高専は創立50周年を迎え、数々の記念事業を挙行した。記念事業の詳細は後
述するが、和歌山県中部の御坊市に開校して半世紀、学生を教育して日本の産業界で必要とされる
質の高い技術者を社会に送り出すとともに、地元の産業・経済に貢献する存在として定着したと自
負している。これから次の50年、100年にかけて、本校の使命を新たに心に刻む一年であった。ま
た、同じ御坊市にある和歌山県立日高高等学校が創立100周年を迎えた機をとらえて、学生たちは
「御坊150年プロジェクト」と銘打った記念祭で両校の友好を深め、それぞれの祝賀を一層盛り上
げた。

1．1．1　創立50周年記念事業
　1964年（昭和39年）４月に高専制度創設以降の
第３期校として設立された本校は創立50周年を迎
え、平成26年４月から新たな決意を持って、さら
なる50年に向けて歩み出した。
　記念事業実施の基盤となる記念募金には、企業
団体約100団体、個人約800名に上る数多くの方々
から総額約2,373万円のご寄付を頂戴し、円滑に
事業を進めることが出来た。
　11月29日（土）に県民文化会館において挙行した記念式典ならびに記念講演会は、副知事、２市
８町の首長をはじめ、文部科学省、和歌山大学他２大学、地元産業界、近畿地区の他高専はじめ各
界から多数の方々、同窓会、後援会、全学生ならびに教職員の本校関係者、さらには約200名の一
般参加者を得て盛大に執り行うことが出来た。終了後、隣接するホテルでは約300名の出席者を得

て、華やかに記念祝賀会を開催した。
　記念講演会講師として、ロンドン五輪体操
女子主将の田中理恵氏から「和歌山から世界
の舞台へ」、元ホンダＦ１チーム総監督の
桜井淑敏氏から「夢への挑戦、不屈の魂」の
お２人の講演をお聞きした。田中氏からは、

怪我をしても、躓いても、決して諦めない心を持つことの大切
さを教わるとともに、桜井氏からは、最初は不可能と見えても、
世界で初の技術に次々と挑戦を続けることで、日本の技術が世
界の最先端に至った進歩の歴史を伺った。
　創立50周年記念誌「50th　ANNIVERSARY」は、若手教職
員と歴史を肌で知るベテラン教職員が一体となって、現役学生
とともに編集・制作に取り組むことを通じて新たな50年に向か
う機運の醸成にもつながった。50年を記録する資料としての価

運　営１

創立50周年記念式典　校長式辞

田中理恵氏と学生のトーク

桜井淑敏氏の記念講演
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値を重視しながら、手にとって見やすく、読んで親しみを持てるものを目指した。近年毎年の年報
刊行において記録が残されていることから、総ページ数も25年誌よりもかなり薄い164ページにま
とめ数多くの写真も掲載している。さらに、巻末に動画DVDを納め、その中には、各クラブリレー
で校歌を歌うなど学生達参画の姿を後世に残すよう工夫し
た。なお、記念誌については資料として活用できるよう
ホームページからダウンロードできる準備を進めている。
　平成23年に田辺市で開催された第62回全国植樹祭で天皇
陛下がお手蒔きになられたオガタマノキの苗の一つを、本
校の50周年記念というタイミングで運良くわけて頂くこと
が出来た。５月１日（木）雲一つなく晴れ渡った青空の下、
学生と、50周年関係者が協力し、記念植樹を執り行った。
なお、海抜20mあるこの付近を「オガタマの丘」と命名し、
各種訓練時の呼びかけを統一して防災広場・避難場所とし
て整備している。将来、10m－15mの成木となり、避難の
目印となる日が待たれる。
　これまで「校訓」がないことに一つの寂しさがあったが、
６月16日（月）、50周年を契機に記念石碑を建立した。石
碑には校歌から、「学び修めむ（まなびおさめん）」「真理
究めむ（まこときわめん）」「技術磨かむ（たくみみがか
ん）」と刻し、オガタマノキと併せて、本校を巣立つ際あ
るいは帰校した際の記念の撮影スポットとなることを期待
する。
　御坊市内に２校ある高等学校のうち、たまたま日高高校
の創立100周年と本校の50周年が同じ年に重なることから、
両校が連携した「御坊150年プロジェクト－日高・和高専
記念祭－」を９月６日（土）に開催した。日高高校生徒が
プロジェクト名にちなんでちょうど150名来校し、ゲーム、
ライブ、モザイク画作成、富くじ抽選会、名田町で初めて
となる打ち上げ花火など大いに盛り上がった。地元の学校
同士の絆を強め今後の交流の充実が期待される。
　その他、記念品の配布、校旗の新調、広報用バック
ボード、バッグおよび冊子の制作などなど多くの事業
を行うことが出来た。なお、本記念事業の仕上げとし
て、校門付近の整備を平成27年度夏頃に完成させる予
定である。

1．1．2　学生寮（柑紀寮）８号館の完成と供用開始
　寄宿舎の収容力の不足状態が続き、長く待ち望まれていた新館８号館の工事がようやく竣工し、
９月から供用開始となった。これにより柑紀寮は全国でも指折りの寮生数を抱える大規模寮、総収
容定数620名となり、全学生の７割近くが寮生となった。本増設工事にあたっては、当初平成26年
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４月の入居予定で工事予算を前年に獲得したが、折からの地元建設業界の好況、経費高騰の余波を
受けた入札不調などからほぼ半年の遅れとなった。約70名の中高学年学生に４月から９月の間、自

宅通学や下宿生活をして、待機という不便をかける結
果になった。
　８月28日（木）に、柏木御坊市長、県中学校長会会
長の湯川高積中学校長、川島後援会長、上野山同窓会
長に臨席いただいて８号館完成式が開催された。式典
の挨拶で堀江校長は、創立50周年に間に合わせて新館
が完成したことを喜び、素晴らしい眺望を含めた新し
い部屋の恵まれた環境と居住性の中で、寮生がより一

層勉学に打ち込むよう希望していると述べた。
　８号館は全室個室で定員100名の高学年用建物である。これまで、収容力不足から、定員２名設
計の居室に１年生は３人同室が多かったが、新館完成にともなって３人部屋を解消し、低学年では
全て１部屋２人、高学年では個室化を実現することができた。また、女子学生の増加する入居希望
に応えられるように、７号館を女子寮に改装して平成26年４月から女子寮も１および７号館の２棟
として、女子の収容数を増加することができている。

1．1．3　ガールズKOSENステイ
　女子入学志願者の増加を支援するために、７月25日（金）午後から26日（土）の午前中にかけて、
女子中学生を対象にした１泊２日の宿泊型体験プログラム「ガールズKOSENステイ」を開催した。
平成25年度に続いて第２回目の開催となるこのイベントは、本校進学に興味はあるが入学後の寮生
活に不安をもっている女子中学生の学校や寮の理解を進めるため、学生寮での宿泊体験企画として
昨年度から始めたもので、県内外の女子中学生30名（うち中学３年生29名）が参加した。１日目は、
本校女性教員（高専出身者）による講演、模擬授業、施設やクラブの見学、本校女子学生が企画し
た女子寮見学、クラブ見学、バレーボール大会、寮食堂での夕食、女子寮での入浴および懇談会を
実施した。２日目は、高専女子寮生との朝食、模擬授業（マーシュ教員による「英会話」）を実施
した。参加した中学生の多くからは、寮生活の不安がなくなったとの感想が聞かれた。宿泊型体験
講座は全国高専でも例がなく、今後とも入学志願者が増えるよう努力を継続することにしている。

1．1．4　防災力強化プロジェクト
　平成24年度に続いて「学校施設の防災力強化プロジェクト」が26年度も文部科学省の事業として
認定された。申請した「近接する４教育施設との連携による総合的な防災力強化」は、本校とその
近隣にある幼稚園、小学校、中学校の４教育施設（名田教育クラスター）および地域が連携して地

８号館開館記念式典

宿泊型高専体験プログラム「ガールズKOSENステイ」
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震等の災害に備える力『防災力』を強化することを目的としたもので、今回は災害発生時に避難所
を設置した際の体制づくりを活動の中心に据え、２回の委員会の他、次のような講演会と訓練を実
施した。
（１）避難所HUG（ハグ）による避難所運営の模擬体験
　10月３日（金）、和歌山県総合防災課の協力によって開催した。HUGとは、避難所運営において
発生するさまざまなトラブルを疑似体験するためのゲームである。（HUG：避難所運営ゲーム）
（２）講演会
　10月８日（水）、御坊市民文化会館において、広く地域の住民を対象に関西学院大学准教授で災
害復興制度研究所研究員の松田曜子氏による防災に関する講演会を開催し、各地の避難所運営を体
験・研究した話を聞いた。
（３）名田小学校で大地震を想定した講演会と避難訓練
　11月13日（木）に名田小学校において、全児童を対象に環境都市工学科の小池信昭准教授が講師
として、大地震が発生した際に発生する津波の恐ろしさ（津波の威力や速さ）について動画を交え
ながら分かりやすく説明した。その後、全児童を対象に避難訓練も行った。
（４）名田幼稚園との合同炊き出し訓練
　１月29日（木）、御坊市立名田幼稚園において、災害時のアルファ化米を使った合同炊き出し訓
練を実施した。園児には常温水を加えて40分、お湯なら15分程で食べられる災害用アルファ化米の
味と意味を知ってもらい、味の率直な感想を得ることができた。
（５）避難所設営体験訓練
　２月４日（水）、本校体育館で行ったこの訓練は、避難所の管理、設営、運営を実際に体験し、
もしもの際に備えることが目的であった。当日は、高専職員の他に、名田小学校教諭、御坊市教育
委員会職員、日本防災士会和歌山支部の会員等約20人が参加し、プライバシー確保等の実習をした。

1．1．5　学生対象の各種講演会を開催
　現代社会では、これまでの交通災害に加えて、サイバー犯罪など様々な新種の危険が学生を取り
巻いている。学生が安全に学生生活を送り、また卒業してからのキャリアにも資するように、各種
の講演会を開催して学生の意識を高めることに努めた。
　この他、高専祭を前に、個々の催しを安全に実施するために２回の講演会を開催した。まず、10
月９日（木）に和歌山県日高振興局健康福祉部（御坊保健所）衛生環境課の稲垣衣美氏を講師に招
き、高専祭において食品を扱う全クラブ員を対象に「食中毒予防のポイント」について講演会を
行った。次に、10月16日（木）に御坊市消防本部予防課から小川雅史氏を講師に迎え、「火災予

アルファ化米おにぎりを食べる幼稚園児 段ボール・パーティションの設営
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防・消火器の使用法について」と題して火気の取扱い・防火対策について講習会を開催した。

1．2　学生の活躍

1．2．1　剣道部、高専全国大会で第３位
　８月23日（土）、24日（日）に香川県観音寺市で開催された
第49回全国高等専門学校体育大会剣道男子団体の部において、
剣道部が第３位を獲得した。
　１年生２名を含む若手のチームで挑んだ今大会では、順調に
準決勝まで進出したが、優勝した高知高専の力強い剣道の前に
惜しくも敗れた。

1．2．2　ロボットコンテスト全国大会で技術賞受賞
　アイディア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2014全国大会（高等専門学校連合会、
NHK、NHKエンタープライズ主催）が11月23日（日）、両国国技館で開催された。全国大会には、
８つの地区大会の優勝チームや審査員推薦で選ばれたチームの合計25チームが出場した。第27回と
なる今回の競技課題は、「出前迅速」で、出前ロボットがソバの蒸籠（せいろ）を出前先に届ける
競技である。スタート地点のお店から出前先の間には、スラローム・角材・傾斜の３つの障害があ
り、これらを乗り越えて、競技時間３分間で、少しでも多くの蒸籠を出前したチームが勝利となる。
　参加25チーム中、最多となる連続全国大会出場記録を９年に更新している本校チームは、蒸籠を

力強くかつ素早く運ぶクジラをモチーフにした「鯨走軽迅（ケ
イソウケイジン）」というロボットで出場した。選手３名は電気
情報工学科４年　前井康秀君、同４年　竹中未来君、同２年
安村啓太郎君、ロボットの整備等を担当するピットメンバー５
名は知能機械工学科２年松下涼君、同１年　地坂圭右君、同１
年　堀内睦之君、電気情報工学科２年　森岡奈々絵さん、同２
年　林広教君の若いメンバーで大会に臨んだ。地区大会の成績
では、全国大会参加25チーム中、最も多い33枚の蒸籠を運んだ
記録を持っており、上位進出の期待が高かった。

全国大会第３位の剣道部団体チーム

実施日 対象 講師 演題

５月21日（水）１年生 御坊警察署生活安全刑事課
川口宗大氏 「ＳＮＳ犯罪防止講話」

６月18日（水）２年生 御坊警察署交通課
湯葉知子氏 「交通安全教室」

６月４日（水）３年生 ＮＰＯ情報セキュリティ研究所
研究員　西庄恵介氏 「さいぱと君出前講座」

11月18日（水）４年生 ＮＰＯ情報セキュリティ研究所
研究員　西庄恵介氏 「ＳＮＳを通じて起こるトラブルと対策」

１月21日（水）５年生 和歌山県司法書士会
阪本秀人氏、楠本博昭氏、中田美佐氏 「平成26年度高専生法律講座」

技術賞を受賞
（選手・ピット・指導教員の全員で）
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　１回戦は九州沖縄地区代表の鹿児島高専と対戦して、40枚の蒸籠を運んで勝利し、幸先良いス
タートを切った。２回戦は地区大会記録31枚の蒸籠を運び九州沖縄地区を制した熊本高専八代キャ
ンパスとの対戦となり、大接戦の末、48枚対44枚の僅差で残念ながら惜敗した。熊本高専八代キャ
ンパスはその後無敵の強さを発揮し、優勝とロボコン大賞のダブル受賞となっただけに、２回戦が
大きな分岐点となった。今回も優勝には手が届かなかったが、多くの蒸籠を安定して運ぶ技術力の
高さが認められ、本校としては初となる「技術賞」を受賞した。

1．2．3　西川ちひろさんが英語スピーチ部門で全国優勝
　「第８回全国高専英語プレゼンテーションコンテスト」（主
催：一般社団法人全国高等専門学校連合会、全国高等専門学校
英語教育学会（COCET））が１月24日（土）、25日（日）に東
京代々木の国立オリンピック記念青少年総合センター（国際会
議室）で開催された。本大会は、文部科学省が後援し、ロボッ
トコンテスト、デザインコンテスト、プログラミングコンテス
トとともに、高専の４大コンテストのひとつに位置付けられて
いる。
　大会内容は、スピーチ部門（出場者16名）とプレゼンテーション部門（３人編成：出場チーム10
チーム）から成り、今年度、本校からは、物質工学科５年の西川ちひろさんがスピーチ部門に出場
した。“Go, Go Rikejo!”というタイトルの発表を行った西川さんは、自身の経験を交えながら、「リ
ケジョ」を取り巻く現実と今後への期待について説得力に富んだ英語で述べ、見事優勝を果たした。
さらに、西川さんには高等専門学校連合会長賞も授与され、嬉しいダブル受賞となった。
　１月26日（月）には、御坊市の柏木市長に、堀江校長と西川さんが表敬訪問を行い、快挙の報告
を行った。市長からは「同じ河南中学校卒業の先輩としても嬉しい。全国優勝とはすごいことだ。」
と声をかけられた。西川さんも「今でもまだ信じられない気持ちがあるが、練習にお付き合いくだ
さった先生方のおかげ。これからも感謝を忘れずに頑張っていきたい。」と心境を話した。

1．2．4　アメーバが御坊市から感謝状
　６月24日（火）、本校の環境・福祉ボランティア
サークル“amoeba（アメーバ）”（代表：環境都市工
学科３年佐藤周太君）が、御坊市から感謝状を受けた。
柏木征夫御坊市長の代理で本校を訪れた同市市民福祉
部環境衛生課長の杉本誠司氏より、感謝の言葉が記さ
れた記念盾（感謝状）が代表の佐藤君に授与された。
　これは、amoebaが学校西側の名田海岸の清掃活動
を継続的に行っていることが評価されたもので、御坊
市制施行60周年記念事業の一環として感謝状の贈呈が

行われた。
　佐藤君は、「これまでの先輩達の活動があってこそだと思う。今後も地道に清掃活動を続け、名
田海岸の美化に努めていきたい。」と感想を述べた。なお、記念盾（感謝状）は本館玄関脇のオー
プンラウンジに展示されている。

おがたまの丘で記念撮影

柏木市長を表敬訪問
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1．2．5　専門研究分野での活躍
（１）大隈ゆきさんが建設コンサルタンツ協会研究発表会で奨
励賞を受賞
　９月18日（木）に大阪科学技術センターにて開催された「一
般社団法人建設コンサルタンツ協会近畿支部第47回（平成26年
度）研究発表会」において、本校専攻科エコシステム専攻第１
学年に在籍している大隈ゆきさん（伊勢研究室）が奨励賞を受
賞した。
　受賞論文である「買い物弱者の買い物支援策に対する潜在需要量に関する基礎的分析」は、本科
第５学年の一年間に取り組んだ卒業研究の成果をまとめたものである。具体的には、近年、地方部
を中心に深刻化しつつある買い物弱者問題（フードデザート問題）の解決に資することを目的とし、
買い物弱者の各種買い物支援策の潜在需要量に対する影響要因を定量的に明らかにしたものであり、
本研究成果は買い物弱者の買い物支援策潜在需要推計モデルの構築とそれに基づく地域レベルでの
買い物支援策検討フレームの確立のための基礎的知見として位置づけられる。

（２）環境都市工学科の３学生が技術士第一次試験に合格
　環境都市工学科４年生の浅野翔君、石徹白（いしどしろ）翔太
君、大倉康平君の３名が、難関とされる技術士第一次試験に合
格した。技術士はプロの技術者の能力を証明する国家資格で技
術分野の資格としては国内最高の資格とされている。一次試験
合格者は経験年数を満たせば技術士の受験資格を有することに
なる。一次試験の内容は、大学卒業程度の実力が要求され、高
専４年生にとっては難関であるが、卒業まで１年半以上残した
時点での受験で大卒レベルの実力を証明したことになる。複数
の合格者が同時に出たということは、単に３名の実力を証明し
ただけでなく、高専生のレベルの高さを証明したものと言え、
教員等周囲でも驚きと喜びの声が出ている。

（３）藤井沙耶さんがポスター発表賞を受賞
　１月10日（土）に函館高専で開催された第20回高専シンポジ
ウムin函館（幹事校　函館工業高等専門学校）で、本校環境都
市工学科５年生の藤井沙耶さんがポスター発表賞を受賞した。
この賞は130件のポスター発表の中から７件に授与された。
　発表題目は「CGを用いた避難行動学習教材の開発に関する
基礎的研究」で、モバイルマッピングシステムで撮影した映像
から都市空間CGを作成し、これに避難シミュレーションの結
果等を反映させ、避難行動について学習できる教材の開発を目

指すものである。
　この研究は大学間連携共同教育推進事業「近畿地区７高専連携による防災機能を有した技術者教
育の構築」の取り組みの一環として行われた。

受賞した大隈さん

技術士一次試験に合格した３名
（左から浅野君、石徹白君、大倉君）

受賞した藤井さん
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（４）社会実装コンテストで構想賞
　３月６日（金）、文部科学省大学間連携共同教育推進事業「KOSEN発
“イノベーティブジャパン”プロジェクト」（事業推進代表者　東京工業
高等専門学校　古屋一仁校長）主催の2014年度社会実装コンテストにお
いて、本校知能機械工学科５年の木村誠司君、寺嶋良寛君、西浦雄貴君
が構想賞を受賞した。
　このコンテストは東京高専を含む11高専が主催し、その成果を発表す
る場として東京高専で開催された。本プロジェクトは、社会のニーズを
学生自ら探り出し、その課題を克服するアイディアを形にして社会に還
元するというもので、研究者以外に企業の方々も審査員に含まれている
点が特徴となっている。参加している38チーム（本校から２チーム参加）が研究成果を発表し、本
校の３名は「自宅で行う指用リハビリ方法の提案」という研究について発表した。

（５）井谷真君が化学工学会学生発表会で優秀賞
　３月７日（土）、公益社団法人化学工学会主催の第17回化学
工学会学生発表会（徳島大会）が徳島大学常三島キャンパスで
開催され、本校専攻科エコシステム工学専攻１年生の井谷真君
が優秀賞を受賞した。発表題目は「過熱水蒸気による和歌山県
特産資源を原料とした活性炭の調製」（指導：物質工学科
岸本教授）で、大学生、高専生などの口頭発表156件の中から
選ばれて授与された。
　本研究は、和歌山県の特産資源を原料とした活性炭を過熱水蒸気によりワンステップで調製し、
その性能を評価したもので、市販の高性能活性炭と同等かそれ以上の染料吸着能を有する活性炭の
調製に成功したことを報告した。
　受賞した井谷君は、「この賞を頂けたのは大変光栄で、物質工学科の先生方のおかげです。これ
からも驕ることなく研究を進めていきます。」と話し、決意を新たにした。

1．3　教職員の活動

1．3．1　学外との共同研究による製品開発の動き
　藤本晶電気情報工学科教授は、紀州みなべ梅干協同組合と共同して新商品の梅ジェリー「梅アク

ティーボ」を開発した。この商品は、のどごし爽やかな梅酢
ジェリーで、疲労回復に効果的なクエン酸が１袋（180グラム）
に1400ミリグラムも含まれており、名称通り「元気が出る」ク
エン酸飲料である。
　12月９日（火）にみなべ町商工会南部川分所で開かれた発表
会では、協同組合関係者にまじって藤本教授が開発した商品の
技術面をマスコミ関係者に説明した。
　「梅アクティーボ」は、平成27年２月から製造を開始し、当初

受賞を喜ぶ井谷君

開発した梅「アクティーボ」

左から
寺嶋君、木村君、西浦君
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は５万個生産して４月から販売することになっている。

1．3．2　産学連携と地域住民の絆から地酒開発へ
　物質工学科楠部真崇准教授は、地域の活性化に取り組む御坊市有志
の会「御坊・日高わいわい会議」と海南市にある（株）名手酒造店と
共同して御坊の地酒の開発に着手した。平成26年１月に地元産業の活
性化に向けて「地の酵母を使った地酒造り」をめざして醸造に用いる
オリジナル酵母を御坊の名所である道成寺境内の生態系から単離した。
ITSという特徴的な遺伝子の塩基配列解析結果では、単離した酵母は
新規の株であることを確認、この酵母で仕込んだアルコール溶液の分析から、吟醸香と呼ばれる揮
発性成分を比較的多く含み、酸味が強めの醗酵を行う株であると判明している。一方、エタノール
醗酵力が若干低いため、今後本仕込みに最適の酵母を求めて平成27年度も引き続き単離・分析研究
を続ける予定である。

1．3．3　医工連携で梅成分の不妊治療効果を研究
　８月28日（木）に物質工学科奥野祥治准教授は、和歌山県立
医科大において和歌山県立医科大学、うつのみやレディースク
リニック（和歌山市）と共同して、梅加工品の成分が難治症不
妊患者の妊娠率向上に与える効果に関する研究を合同で記者発
表した。本件は日本組織細胞化学会機関誌Acta Histochemica 
et Cytochemicaにも論文発表されている。
　この研究では、高度不妊治療（ART）を受ける女性を対象
にした臨床研究において、梅酢加工品を服用した場合、卵の質が改善し、治療成績が向上した。さ
らに、梅加工品の成分が、卵形成に重要な役割を果たす顆粒膜細胞を酸化ストレスから保護し、活
性化させることで、質の良い卵形成に寄与することが分かり、この成分が梅の香り成分とよく似た
化合物3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒドであることを明らかにした。本研究により、不妊患者の
妊娠率向上に効果があることが発見され、梅の新たな機能性として梅の高付加価値化につながると
期待されている。

1．3．4　アジア高校生フォーラムに堀江校長が講師で参加
　10月14日（火）、15日（水）の２日にわたり、御坊市民文化
会館を中心に催された日高高校アジア高校生フォーラムに、
堀江振一郎校長が講師の１人として参加し、アジア地域の多様
性の相互理解に向け、各国代表高校生がすべて英語で行った発
表を総括する助言講師を務めた。
　この企画は、和歌山高専の隣接校である和歌山県立日高高校
の創立百周年事業の一環で行われたもので、アジア16ヵ国・地
域から招聘された高校生が、自国やアジア地域の観光、文化、環境について３分科会で発表を行った。
ユネスコ・バンコク事務所在勤経験もある堀江校長は、観光分科会における助言と、全体会におけ
る講評を通じて、地元御坊市で開催された２日間の英語による交流イベントに地元参加で協力した。

酵母単離実験（楠部准教授）

記者会見する３研究者と奥野准教授（右）

全体会：堀江校長　左から２人目
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1．4　ＦＤ活動

　教職員の資質向上を目的として、平成26年度も様々な分野でのFD（ファカルティ・ディベロプ
メント）講演会を開催した。以下に、FD講演会およびその他の教職員対象講演会を一覧表で記す。

　平成26年度FD講演会の２本の柱は、（１）本校の将来に向けての教員の意識向上と、（２）科研
費の申請および採択率の向上であった。モデルコアカリキュラムに対応した授業改善のための講演
会２回とは別に、教員が自由に意見を出し合ったワークショップは、初めての試みとして評価でき
る。２回の科研費関係の講演会が採択率向上につながったと思われる。在外研究及び他高専との交
流人事の報告会は、講演者の学外での体験そのものが他の教員にとって貴重な情報であるだけでな
く、後続の教員にとって良い刺激になっている。さらに、Ｑ－Ｕワークショップは学級指導改善の
ために有益で、継続して開催している。

1．5　施設・設備の整備

　前述の学生寮８号館の新築以外では、体育施設の補修・更新に努めた。第１体育館内部の側壁を
補修して、３月の卒業式では、きれいになった体育館から卒業生が巣立っていった。体育施設はど
れも老朽化が目立っているので、今後数年をかけて刷新していく予定である。
　さらに、50周年記念事業で寄せられた寄付金の一部で正門が改修され、本校の顔として面目を一
新できる予定である（平成27年８月竣工予定）。

開催日 講演内容 講演者

５月30日（金） 第１回ＦＤ講演会
在外研究について、内地研究について

物質工学科　綱島准教授
総合教育科　桑原教授

７月４日（金）

第２回ＦＤ講演会
Ｑ－Ｕを教育改善に活用するための入門ワー
クショップ～スコア解析のポイント理解から
具体的改善策の提案まで～

奈良高専　物質化学工学科
准教授　石丸裕士氏

７月30日（水） 第３回ＦＤ講演会
すぐに役立つ授業 Ｔｉｐｓ－おまけ付－

阿南工業高等専門学校
創造技術工学科一般教養教授
坪井泰士氏

８月25日（月） 第４回ＦＤ講演会
将来構想検討ワークショップ 物質工学科　米光教授ほか

９月８日（月）
第５回ＦＤ講演会
科学研究費補助金－その申請におけるポイン
ト－

豊田理化学研究所フェロー・
名古屋大学名誉教授　森永正彦氏

10月７日（火） 第６回ＦＤ講演会
科研費獲得の重要性－機構本部の動きから－ 電気情報工学科　山口教授

11月４日（火）
第７回ＦＤ講演会
ルーブリックの考え方と作成方法－モデルコ
アカリキュラム（試案）の導入のために－

鈴鹿工業高等専門学校　材料工学科
准教授　黒田大介氏
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1．6　自己点検結果

　長年の懸案となっていた学生寮の増築が完成した。８号館の新しい環境で学生がより一層勉学に
励むことが期待される。
　防災力強化プロジェクトは、平成24年度から、名田地区の教育施設と機関が協力して地域の防災
力を高めるために継続して行っている事業である。東南海・南海地震がいつ起こってもおかしくな
いと言われている今日、和歌山高専が位置する地域が一体となって災害に備えることは、災害対策
として重要であるだけでなく、地元との全体的協力体制を築く上でも極めて有益な試みである。
　課外活動における学生の活躍も顕著で、まず、ロボコン・チームの９年連続全国大会出場は他に
例を見ない実績であり、敗れはしたが優勝チームとの２回戦での激闘は全国大会で長く語り継がれ
るであろう。英語プレゼンテーションコンテスト全国大会では西川ちひろさんがスピーチの部で優
勝し、高専の４大コンテストで本校が初めて勝ち取った栄誉である。また、アメーバが表彰された
ことは、地道なボランティア活動が評価されたことを素直に喜びたい。スポーツでは、剣道部の全
国３位をはじめ、多くの大会で着実に成果をあげている。
　産官学連携では、みなべ梅干協同組合との共同研究で梅ジェリーの新製品が開発されるなど、地
域産業への貢献を続けている。
　FD活動も活発で、FD講演会を７回開催し、科研費への申請数・採択数に増加が見られ、モデル
コアカリキュラムへの認識を深めて、取り組みに一層の進展を見せるなど、教職員の意識と資質の
向上に全般的に役立ったと評価している。
　平成26年度は、創立50周年記念事業で学校全体が盛り上がりを見せる中、学生・教職員が学内外
で活躍して、学校全体が充実した活動を展開した。和歌山高専の名を一層高めるよう、今後も現状
の問題点を改善し、長所を維持発展していくように日々の努力を続けていきたい。



　平成26年度入学式が４月６日（日）に挙行され、新１年生163名、３年次編入外国人留学生４名、
４年次編入外国人留学生１名、４年次編入学生４名および専攻科生18名の合計190名が入学した。
本科の全校学生数は865名（内女子119名、留学生８名）になった。教務関係では本科入学者の確保
及び教育内容の改善等を中心に取り組んだ。以下に、平成26年度の取組みを記載する。

2．1　入学試験

　本校では、本科１年生の入学試験（体験実習、学校長推薦、学力検査）に加え、４年次編入試験
（推薦、学力、海外協定校推薦）と外国人私費留学生３年次編入試験を実施している。
　入学試験では、入学志願者の確保に努めてきているところであり、平成27年度入試では志願者数
264名（志願者の対県内中学卒業者比2.7 %）となり、平成26年度入試の志願者数250名（志願者の
対県内中学卒業者比2.5 %）を上回る人数を確保することができた。下図に最近の５年間における
受験者数の推移を示す。平成27年度の志願者は前年度より男子３名、女子11名の合計14名増加し、
女子の増が顕著であった。増加の原因は明らかではないが、オープンキャンパス等のイベント開催
や中学校訪問等、例年の広報活動に加えて、昨年度から始めた女子学生対象の宿泊型高専体験プロ
グラム「ガールズKOSENステイ」の開催や新しく作成した中学生用「学校案内」、「学生募集」ポ
スターの配布等も効果があったと考えられる。
　以下に、各入試における状況を報告する。

教 務 関 係2

《体験実習入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 35 4.38 8 8
電気情報工学科 38 4.75 8 8
物質工学科 24 3.00 8 8

環境都市工学科 24 3.00 8 8
計 121 3.78 32 32

《学校長推薦入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 27 2.25 12 12
電気情報工学科 25 2.08 12 12
物質工学科 33 2.75 12 12

環境都市工学科 21 1.75 12 12
計 106 2.21 48 48

《学力検査入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 53 2.65 20 20
電気情報工学科 50 2.38 21 21
物質工学科 44 2.20 20 20

環境都市工学科 34 1.70 20 20
計 181 2.23 81 81
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2．1．1　体験実習入試
　体験実習入試は全国に先駆けて平成16年度から導入したもので、特にものづくりに強い興味と適
性をもっている生徒を集めることを目的としている。平成27年度体験実習入試は１月10日（土）に
実施した。定員は各学科８名程度（全体の20％程度）で、選抜方法は、調査書10％、体験実習50％、
面接15％、小論文25％である。志願者数は121名で、各学科の定員（各科８名）に対する平均倍率
は3.78倍（昨年度3.59倍）となり、昨年度をやや上回る高い倍率を確保できた。合格内定者は知能
機械工学科が８名（志願者35名）、電気情報工学科が８名（志願者38名）、物質工学科が８名（志願
者24名）、環境都市工学科が８名（志願者24名）の計32名であった。

2．1．2　学校長推薦入試
　平成27年度学校長推薦入試を１月24日（土）に実施した。定員は各科12名程度（全体の30％程
度）で、選抜方法は、調査書60％、面接20％、小論文20％である。今回の志願者数は106名であっ
た。各学科の定員（12名）に対する平均倍率は2.21倍で昨年度1.75倍を上回った。合格内定者は、
知能機械工学科が12名（志願者27名）、電気情報工学科が12名（志願者25名）、物質工学科が12名
（志願者33名）、環境都市工学科が12名（志願者21名）であった。

2．1．3　学力検査入試
　平成27年度学力検査入試を、大阪市（近畿地区国立４高専合同検査会場）、和歌山市、御坊市
（本校）、田辺市、新宮市の計５カ所の入試会場で２月15日（日）に実施した。入学定員は各学科
20名で、理科、英語、数学、国語の４科目で筆記試験を行い、４科目の合計得点の上位者から選抜
した。４学科の平均倍率2.23倍（昨年度1.98倍）で、昨年度を上回る倍率を確保できた。合格内定
者は、知能機械工学科が20名（志願者53名）、電気情報工学科が21名（志願者50名）、物質工学科が
20名（志願者44名）、環境都市工学科が20名（志願者34名）であった。なお、入学試験合格後の辞
退者はいなかった。

2．1．4　４年次編入学推薦入試
　６月６日（金）に推薦による平成27年度編入試験
を実施し、５名（知能機械工学科２名（県内１名）、
電気情報工学科３名（県内２名））が受験した。選
抜方法は面接（口頭試問を含む）及び調査書により
行われた。試験の結果、合格内定者は４名（知能機
械工学科２名（県内１名）、電気情報工学科２名
（県内２名））であった。本校では平成21年度より
推薦による編入試験を導入し、全国の工業系高校よ
り全学科あわせて若干名を募集している。なお、和
歌山県教育委員会との協定により、和歌山県内に若
干名の特別枠を設けている。

2．1．5　４年次編入学学力入試
　６月21日（土）に、平成27年度４年次編入学学力

《推薦による選抜》
学科名 志願者数 合格者数 入学者数

知能機械工学科 2 2 2
電気情報工学科 3 2 2
物質工学科 0 － －

環境都市工学科 0 － －
計 5 4 4

《学力による選抜》
学科名 志願者数 合格者数 入学者数

知能機械工学科 0 － －
電気情報工学科 3 1 1
物質工学科 0 － －

環境都市工学科 0 － －
計 3 1 1
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試験を実施し、３名（電気情報工学科３名（県内２名））が受験した。選抜方法は英語、専門（電
気情報基礎）または物理の筆記試験により行われた。試験の結果、合格内定者は１名（電気情報工
学科１名（県内０名）であった。

2．1．6　外国人私費留学生３年次編入学学力入試
　平成24年度から開始した外国人私費留学生の編入学試験においては、平成27年度入試で２名の志
願者（環境都市工学科２名）があり、審査の結果、１名を合格としたが、高専機構本部での取りま
とめの結果、他高専での合格者となり、編入学には至らなかった。

2．1．7　入試形態（体験実習入試・学校長推薦入試・学力入試）別入学者の調査
　本年度、高専機構本部の高専改革推進事業（入試改革等）に函館高専および茨城高専とともに参
加し、①入試方法の多様化、②AO入試、③外国人入試の３テーマを検討した。本校ではテーマ②
を主担当し、「体験・実習型入試」および「AO型入試」の調査と実現可能性の検討をおこなった。
そこでは、本校が10年前から全国高専に先駆けて実施してきた体験実習入試で入学した学生の成績
等を、学校長推薦入試や学力入試入学者のそれらとともに追跡調査した。調査結果は「平成26年度
高等専門学校改革推進事業（入試改革等）調査報告書」にまとめており、ここでは省略する。今後、
調査結果をもとに、より良い入試のあり方を引き続き議論して行く必要がある。

2．2　入学志願者確保の取組み

2．2．1　中学校訪問
　毎年、全教員が手分けして中学校訪問をし、中学校の進路指導の先生や
希望の生徒に本校の紹介を行っており、中学生に本校を知ってもらう良い
機会になっている。本年度は、和歌山県内全域、大阪府（高石市以南）お
よび三重県（南牟婁郡、熊野市、尾鷲市）の中学校143校と県内の塾６校
を訪問した。さらに、和歌山市中学校長会私立高等学校入試説明会（９／
16）、近畿４高専合同説明会（10／18）、第一ゼミナール主催高校入試進学
説明会（10／15）、五ツ木書房進学説明会（10／５）、泉州私塾連合会公立
高校説明会（11／３） 、和歌山県私塾共同組合個別進学相談会（12／14）
に参加した。

2．2．2　パンフレット・ポスター・クリアファイルの活用
　例年、本校PRポスター「凄い！」やパンフレット「中学生のみなさんへ」を作成していた。今
年度はそれらを一新し、「学生募集」のポスターと中学生向け「学校案内」のパンフレットを作成
した。また例年作成している和歌山高専ロゴ入りクリアファイルは、今年度は創立50周年記念ロゴ
を加えて作成した。これらを中学校訪問や各種イベント等で配布し、本校の広報活動を行った。さ
らに、後援会の保護者の方々にも配布し、本校PRの協力をお願いした。

学生募集ポスター
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2．2．3　高専マンガの活用
　エンジニアの仕事についてわかりやすく説明したマンガが、松江高専
が主管校となり本校も参加した事業で作製されたが、このマンガ裏表紙
に本校の教育内容を掲載し、県内のすべての中学校に配布した。また、
オープンキャンパスや学校説明会等でも中学生に配布した。

2．2．4　オープンキャンパス
　７月26日（土）にオープンキャンパスを開催した。この催しは本校の

教育内容や施設を中学生を中心
とした外部の方々に紹介する最
大のイベントである。昨年度までは８月末に開催していた
が、中学３年次の最初の進路指導の時期（６、７月）の直
後にしたいこと、10月開催の学校説明会と間隔を開けたい
こと、本校のクラブ活動の実施時期に開催したいこと、等
により７月後半に設定した。
　今回は、例年行っている入試説明会や各学科の企画（「全

方位移動車や飛行機の原理を学ぼう」、「雷を体験しよう」、「磁石が宙に浮く！」、「ドライビングシ
ミュレータ体験教室」、「料理を科学する」等）に加えて、
昨年度より始めた「学生による学校生活紹介」を実施した。
さらに、夏期特別練習中のクラブ活動も見学できるように
した。参加者数は、中学３年生192名（昨年より10名減）
を含む計516名（昨年より60名減）となり、中学３年生の
参加者数は昨年度に比べてやや減少し、全体としては１割
程度減少した。中学３年生参加者の若干の減少は中学校総
合体育大会県予選の一部と重なったことも影響があったも
のと考えられる。

2．2．5　学校説明会
　10月11日（土）に学校説明会を開催した。学校説明会は
オープンキャンパスに次ぐ大きなイベントで、中学３年生の
進路が具体化するこの時期に例年開催されている。今回も、
入試説明会、学校の寮や教育・研究施設の見学会並びに、各
学科見学を実施し、和
歌山県内や大阪府南部
を中心に中学生216名、
保護者168名、中学校

教員23名の計407名（昨年度より33名増）が参加した。学科
見学では、「３Ｄ-ＣＡＤでものづくり」（知能機械工学科）、
「面白い電子回路」（電気情報工学科）、「スライムをつくろ
う」（物質工学科）、「映像で見る津波の正体とそのメカニズ

ドライビングシミュレータ体験教室

中学生向け学校案内

入試説明会

学校紹介

実習実験体験
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ム」（環境都市工学科）等をテーマに実験・実習のデモンストレーションをおこなった。さらに、
昨年度の入試問題を使った入試体験コーナーや進路相談室も開設した。オープンキャンパスと同様
に、学校説明会に参加する中学生を増やすことが受験者の確保に直結すると考えられるので、今後
も内容の充実を図り、さらに魅力的なものにしていく必要がある。

2．2．6　ガールズKOSENステイ
　詳細は１．１．３（３ページ）を参照。

2．2．7　入学動機アンケート調査の実施
　本校新１年生を対象に４月に志望動機等のアンケート調査を行った（データの標本数：平成25年
度160名、平成26年度166名；棒グラフの黄色は平成25年度、青色は平成26年度）。
　まず、「本校への入学を志望した動機」については、「就職率がよい」と答えた人数が最も多く、
それに続いて「技術者教育を中心とする教育内容に関心がある」、「寮生活ができる」、「早い時期か
ら専門教育を受けることができる」が多かった。これら項目は、いずれも本校の特長であり、それ
をしっかりと見定めて入学して来ていることがわかる。

　次に、「本校に関心を持ったきっかけ」については、「オープンキャンパス」、「学校説明会」、「高
専祭」といったような本校のイベントに加えて、「親からの情報」と答えた人が多く見られた。こ
の結果より、これらイベントの開催および保護者の方のご理解の重要性をあらためて認識した。今
後、これらイベントをより充実したものにし、また保護者の方にご理解をいただくための広報活動
を行いたいと考えている。

回
答
数（
人
）

H25 H26

アンケート項目

本校への入学を志望した動機に○を付けてください。（３つまで回答可）
H25 H26

１　技術者教育を中心とする教
育内容に関心がある 60 （37.5%） 64 （38.6%）

２　理工系の５年間一貫教育に
関心がある 28 （17.5%） 38 （22.9%）

３　早い時期から専門教育を受
けることができる 48 （30.0%） 65 （39.2%）

４　就職率がよい 119 （74.4%） 119 （71.7%）
５　工学系の大学に編入学がで
きる 18 （11.3%） 35 （21.1%）

６　専攻科に進学し、学士を取
得することができる 7 （4.4%） 5 （3.0%）

７　大学教員レベルの先生から
指導を受けることができる 1 （0.6%） 3 （1.8%）

８　創造力のあるすぐれた教員
が多い 5 （3.1%） 15 （9.0%）

９　寮生活ができる 53 （33.1%） 53 （31.9%）
10　単車や自動車等で通学する
ことができる 6 （3.8%） 2 （1.2%）

11　「ロボコン」に興味がある 8 （5.0%） 8 （4.8%）
12　運動クラブなどの課外活動
に興味がある 11 （6.9%） 4 （2.4%）

13　家族や親類が高専に入学
（卒業）した 22 （13.8%） 12 （7.2%）

14　その他（　　　　　　　　） 1 （0.6%） 8 （4.8%）
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　最後に、「本校のどういう所に魅力を感じますか？」との質問では、前述と同様に「寮生活がで
きる」が多く、また「大学受験をしなくてよい」、「施設設備が充実」、「服装や髪型が自由」が続い
た。ここでも高専の特長に魅力を感じるという結果が出ている。

2．3　教育改善の取組み

2．3．1　モデルコアカリキュラムへの対応
　モデルコアカリキュラム対応のため、昨年度、本校のカリキュラムについてのモデルコアカリ
キュラム（試案）対応状況を調査し、モデルコアカリキュラムに対応していない内容については、
可能な限り平成26年度カリキュラム（シラバス）へ反映するよう各科に依頼した。平成26年度は対

回
答
数（
人
）

H25 H26

アンケート項目

 本校に関心を持ったきっかけに○を付けてください。（３つまで回答可）

H25 H26
０　入学説明会（私塾・外部団
体主催） 13 （8.1%） 10 （6.0%）

１　学校説明会 36 （22.5%） 27 （16.3%）
２　オープンキャンパス 54 （33.8%） 53 （31.9%）
３　高専祭 28 （17.5%） 26 （15.7%）
４　公開講座 10 （6.3%） 13 （7.8%）
５　出前授業・訪問実験 4 （2.5%） 3 （1.8%）
６　各種イベント（ロボット
フェスティバル等） 3 （1.9%） 5 （3.0%）

７　本校のパンフレット 8 （5.0%） 17 （10.2%）
８　本校のホームページ 13 （8.1%） 20 （12.0%）
９　中学校における説明会 5 （3.1%） 9 （5.4%）
10　中学校の先生からの情報 15 （9.4%） 26 （15.7%）
11　塾からの情報 21 （13.1%） 24 （14.5%）
12　友人からの情報 20 （12.5%） 14 （8.4%）
13　先輩からの情報 20 （12.5%） 26 （15.7%）
14　親からの情報 48 （30.0%） 57 （34.3%）
15　兄・姉からの情報 14 （8.8%） 14 （8.4%）
16　テレビ・新聞等からの情報 0 （0.0%） 7 （4.2%）
17　その他（　　　　　　　　） 5 （3.1%） 3 （1.8%）

回
答
数（
人
）

アンケート項目

 本校のどういう所に魅力を感じますか？魅力を感じる項目に○を付けてください。（複数回答可）
H25 H26

１　寮生活ができる 89 （55.6%） 98 （59.0%）
２　単車や自動車の免許がとれ
る 50 （31.3%） 64 （38.6%）

３　服装や髪形が自由である 74 （46.3%） 84 （50.6%）
４　自宅から通学することがで
きる 7 （4.4%） 7 （4.2%）

５　大学受験をしなくてもよい 63 （39.4%） 89 （53.6%）
６　クラブ活動が充実している 49 （30.6%） 39 （23.5%）
７　施設や設備が充実している 65 （40.6%） 96 （57.8%）
８　良い先生がいる 33 （20.6%） 50 （30.1%）
９　その他（　　　　　　　　） 5 （3.1%） 10 （6.0%）
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応状況の再調査を行い、モデルコアカリキュラムに、より適合させ
るために平成27年度シラバスへ反映するよう各科に指示した。
　一方で、11月４日（火）開催のFD講演会にて、黒田大介氏（高
専機構本部教育研究調査室、鈴鹿高専材料工学科准教授）を講師に
招き、「ルーブリックの考え方と作成方法　－モデルコアカリキュ
ラム（試案）の導入のために－」と題した講演会を開催し、モデル
コアカリキュラムの理解を深めた。

2．3．2　「防災リテラシー」科目の導入
　平成24年度より近畿地区高専による大学間連携共同教育推進事業
「近畿地区７高専連携による防災技能を有した技術者教育の構築」
が進められている。この事業において、防災リテラシー教育に関する科目整備・教材開発がテーマ
の１つになっており、本校においても、平成25年度に防災リテラシー科目の整備について検討し、
平成26年度より環境都市工学科において１年生の必須科目「防災学概論」（半期、週２時間、１単
位）を開講した。また、知能機械工学科、電気情報工学科および物質工学科では、１年生において、
明石高専が開講する防災関連科目（半期、週２時間、１単位）を、ネットワーク回線を通じて受講
できるようにし、そこで修得した単位を本校が外部単位として認定した。防災教育は、東南海・南
海地震が想定される中、重要な事項であり、避難訓練等の実地訓練と合わせて推進して行く必要が
あろう。

2．3．3　教員間の授業参観
　本年度も、学生に分かりやすい授業の実現に資
する教育力の向上を図ることを目的に、教員によ
る授業参観を10月から２月にかけて実施した。こ
の取組みは毎年行っており、授業を参観した教員
は被授業参観教員と参観後に面談し、意見交換し
た上で、報告書を提出している。

2．3．4　学生による授業アンケート
　毎年、各授業が終了する時期（前期科目では、
前期末、通年及び後期科目では年度末）に学生に

対し授業アンケートを実施している。アンケートの記入は平成21年度よりWeb化され、本年度も
Webによる方式で実施した。集計結果に対する教員のコメントは３月末までに記入してもらい、
４月当初から全教職員、全学生にWeb上で公開している。学生はアンケートを一定期間内で随時
Web入力するが、拘束力が働かないためか記入率の低迷が続いており、改善策を検討している。

2．3．5　保護者授業参観の実施
　この参観は、保護者に学校の状況を知ってもらうことを目的に平成18年度から行っている。本年
度も昨年度と同様に保護者が参加しやすい祝日の４月29日（火）に実施し、600名の保護者が参加
した。
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　保護者は希望のクラスの授業や実験実習を自由に参観した。
授業終了後にはクラス担任を囲んでの懇談会が行われ、クラ
スの状況を聞くとともに、普段感じている疑問や要望等、意
見交換が行われた。授業参観にあわせて学生寮の状況説明も
行われ、また普段寮生が食べている寮食堂の食事を試食した。
　同じクラスの保護者が集まる機会が少ない中で、この参観
は学校の様子を知るとともに学年やクラスの共通の問題を話
し合える貴重な機会となっており、今後も継続して実施する
予定である。
　授業のアンケート結果は、「授業の印象」「説明のわかりやすさ」「声、言葉の明瞭さ」「板書の見
やすさ」は、いずれも「好ましい」～「普通」の合計が全体の９割以上となり、好評をいただいた

と考えている。今後も「好ましい」の割合が増えるように努
力が必要である。一方、授業中の学生の様子は、概ね好印象
であったが、「居眠り」「携帯電話等の使用」の学生が少なか
らず見受けられ、授業に集中させる工夫や指導が必要である。

2．3．6　後援会教育部会
　保護者が組織する後援会の教育部会は年１回程度開催されており、そこに本校教務関係教職員が
同席し意見交換している。平成26年度は、11月１日（土）に本校にて開催され、昨年度の教務関係
の取組み内容を説明した後、授業参観結果、Ｑ－Ｕアンケートおよびスタディーサポートの導入等
について意見交換を行った。今後も保護者からご意見をいただける貴重な場として引き続き参加す
る予定である。

保護者授業参観アンケート結果（サンプル）

保護者授業参観風景

保護者授業参観での担任との懇談会
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2．3．7　国立高等専門学校学習到達度試験
　この試験は、平成18年度（物理は平成19年度）から、全国の国立高等専門学校で実施されている。
高専教育の基礎となる科目の学習到達度を全国一斉に調査し、各高専における教育内容・方法の改
善に資すると同時に、自己の学習到達度を把握することを通じて、学生に学習意欲を喚起させ、自
主的な学習姿勢を形成することを促す目的がある。対象学年は３年生で、科目は数学と物理である。
本年度は、１月15日（木）に試験を実施した。結果は、数学では、400点満点中全国平均212.1点に
対し、本校は239.9点と昨年に引き続き全国平均を上回った。さらなる成績の向上には、現行の指
導に加えて、専門科目でも数学を使う機会を増やす、専攻科生をTA（ティーチングアシスタント）
とした授業などが考えられる。一方、物理では、350点満点中全国平均177.0点に対し、本校は173.9
点と全国平均をやや下回った。学科別に見ると、知能機械工学科および物質工学科は同じ専門系の
全国平均点を上回ったが、電気情報工学科および環境都市工学科では下回った。これらの要因とし
ては、知能機械工学科では専門科目で物理を使う機会が多いことが良い結果につながったのではな
いかと考えられるが、他学科ではいまのところ不明である。今後、専門科目で物理を使う機会の増
加、教材の整備と活用などが必要であろう。
　なお、数学、物理でそれぞれ最高得点の者に「最優秀賞」を、２位～５位の者に「優秀賞」を、
また２科目とも学科別全国平均を上回った者に「奨励賞」を授与した。

2．3．8　アクティブラーニングの推進
　アクティブラーニングを推進するため、教務主事補を中心に機構本部が開催したアクティブラー
ニングに関する講演会に参加した。また、本校内ではi-Padを活用した模擬授業を行ったり、昨年
度末に導入されたCALL（Computer Assisted Language Learning）システムを活用した英語の公
開授業を行うなどアクティブラーニングを推進した。

学習到達度試験「数学」、「物理」の成績の推移

アクティブラーニング
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2．3．9　Ｑ－Ｕの活用
　Ｑ－Ｕ（Questionnaire-Utilities：楽しい学校生活を送るためのアンケート）は、生徒個々の学級
生活の満足度と学級全員の生徒たちの分布から学級集団の状態を把握することができる標準化され
た尺度であり、早稲田大学教授の河村茂雄氏が開発したアンケート分析手法である。Ｑ－Ｕは、全
国の小・中学校及び高等学校で実施されており、多くの高専においても活用している。本校でも、
Ｑ－Ｕを平成23年度より試験的に導入し、今年度１年生から３年生までの３学年全クラスでhyper
Ｑ－Ｕを実施した。Ｑ－Ｕアンケートの結果は、担任の学級運営等に活用され、また、学生への
フィードバックを通じて個人指導にも活用された。Ｑ－Ｕについては、平成27年度以降も１年生か
ら３年生までの全クラスで実施する予定である。

2．4　インターンシップ（学外実習）

　将来、技術者として活躍する学生にとって、在学中に企業等で就業体験を積んでおくことは貴重
な経験になる。そのため、インターンシップを科目の一つとして位置付け、専門工学の知識や能力、
および工学技術者が経験する実務上の問題点と課題を理解し、適切に対応できる基礎的な能力を養
成するために開設している。本年度は第４学年158名中142名がインターンシップに参加した。イン
ターンシップ期間中は、本校教員が受け入れ先を訪問し、実習生の様子を伺うと共に本校の学生教
育に対する意見等を伺っている。企業等との情報交換を通じて、より優れた技術者教育の実現に繋
げていければと考えている。以下に本年度のインターンシップの参加人数及び実習先一覧を示す。

平成26年度インターンシップ（学外実習）参加人数
　 企業等 官公庁等 大学等 計

知能機械工学科 32 0 2 34
電気情報工学科 32 0 2 34
物質工学科 31 5 2 38

環境都市工学科 28 6 2 36
計 123 11 8 142

平成26年度インターンシップ（学外実習）実習先一覧

企　
　

業　
　

等

アイコム（株）、旭化成（株）、出光興産（株）愛知製油所、宇部興産（株）堺工場、（株）エステック、（株）エム・エー・
エス、（株）エム・システム技研、大阪ガス（株）、（有）岡本土木技術、花王（株）鹿島工場、花王（株）和歌山工場、
笠野興産（株）、（株）カワタ、（株）かんでんエンジニアリング、（株）環境地盤、関西グリコ（株）、関西電力（株）御
坊発電所、（協）関西地盤環境研究センター、紀州技研工業（株）、キヤノン（株）、共栄樹脂（株）、極東興和（株）、（株）
熊谷組関西支店、コーンズテクノロジー（株）、コスモ石油（株）堺製油所、小西化学工業（株）、（株）駒井ハルテッ
ク和歌山工場、剤盛堂薬品（株）、サンプラスチックス（株）、三進金属工業（株）、三洋化成工業（株）、ＪＸ日鉱日石
エネルギー（株）川崎製造所、ＪＦＥステイル（株）西日本製鉄所、塩野義製薬（株）摂津工場、（株）システムキュー
ブ、（株）島精機製作所、島津プレシジョンテクノロジー（株）、ジャパンマテックス（株）、（株）白浜試錐、新日鐵住
金（株）、（株）スーパーツール、スガイ化学工業（株）、住友化学（株）大阪工場、全日本空輸（株）、ダイキン工業（株）、
ダイソー（株）、（株）ダイセル、田岡化学工業（株）、高田機工（株）和歌山工場、武田薬品工業（株）、月島食品工業
（株）神戸工場、寺崎電気産業（株）、東レエンジニアリング（株）、東レ（株）、東京ガス（株）、東燃ゼネラル石油（株）、
東洋水産（株）、（株）ナリス化粧品、南海電気鉄道（株）、西松建設（株）西日本支社、西日本高速道路（株）、西日
本電信電話（株）和歌山支店、日建産業（株）和歌山工場、日新電機（株）、（株）日水コン、日鉄住金物流（株）、（株）
日本触媒、日本たばこ産業（株）関西工場、日本製薬（株）大阪工場、パナソニック（株）ＡＶＣネットワークス社、
バルトソフトウェア（株）、三菱電機ビルテクノサービス（株）、三菱電機（株）冷熱システム製作所、ミナベ化工（株）、
ムラテックＣＣＳ（株）、村田機械（株）、（株）レールテック、（特非）和歌山ＩＴ教育機構
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2．5　平成26年度５年生卒業研究

　２月に卒業研究発表会を学科ごとに開催した。さらに、学科ごとに優れた研究テーマ３件を選定
し、３月２日（月）に４学科合同卒業研究発表会を開催した。各学科１テーマの最優秀賞が選出さ
れ、終業式にて特別賞が授与された。下表に、本年度の卒業研究テーマの一覧を示す。

官
公
庁
等

国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所、和歌山県企画部地域振興局総合交通政策課、和歌山県農
業試験場、和歌山県果樹試験場、和歌山県海草振興局建設部、和歌山市市民環境局、日高川町、（独）日
本原子力研究開発機構

大
学
等

大阪大学工学部／大学院工学研究科創造工学センター、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学

知能機械工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
東　　翔平 海中探査装置の製作～模型船による水中撮影～ 古金谷
東　　幹也 アトマイズ法による微粉末の生成 福田
糸川　貴人 卓上ＮＣフライス盤の設計・製作 三原
井上　　智 アルミニウム単結晶のせん断集合組織の形成 樫原
今西　　淳 FPGAを用いた記憶力診断装置の製作 溝川
浦　　恭平 電動式運搬台車の製作 古金谷
榎本　善弘 画像認識を用いた雲の速度推定 村山
大重　季輝 ３Ｄスキャナの製作 西本
岡本　博希 電動式運搬台車の製作 古金谷
沖井　敬人 卓上ＮＣフライス盤の設計・製作 三原
奥村　健斗 無線通信による移動体の位置推定 村山
尾﨑　　翔 控えめな運筆動作矯正装置の開発 津田
片井　健太 自動車乗降時における雨除け装置の開発 三原
岸谷　一輝 磁性微粒子薄膜のハニカム構造形成条件の解析 早坂
木村　誠司 自宅で行う指用リハビリ方法の提案 北澤
栗山　　洸 アルゴンガスの分子熱運動の解析と可視化 早坂
小柴　康平 海中探査装置の製作～模型船による水中撮影～ 古金谷
小山　魁人 自動車乗降時における雨除け装置の開発 三原
塩津　穂高 ３Ｄプリンター用のデータ処理 西本
芝中　　誠 アルゴンガスの分子熱運動の解析と可視化 早坂
正路　弘樹 繰り返し重ね圧延接合（ARB)したAl単結晶の焼き鈍しにおける組織変化に関する研究 樫原
庄田　圭佑 円管内流れの摩擦損失に関する装置の作成と実験 早坂
杉谷　優治 アトマイズ法による微粉末の生成 福田
田中　一成 ウルメイワシのための長さ別選別機の開発 津田
田中　良旺 ウルメイワシのための長さ別選別機の開発 津田
出口　晃裕 海中探査装置の製作～模型船による水中撮影～ 古金谷
寺嶋　良寛 自宅で行う指用リハビリ方法の提案 北澤
中北　智也 電動式運搬台車の製作 古金谷
中澤　佑真 控えめな運筆動作矯正装置の開発 津田
西井　太一 ３Ｄプリンター用のデータ処理 西本
西居　佑真 繰り返し重ね圧延接合（ARB)したAl単結晶の焼き鈍しにおける組織変化に関する研究 樫原
西浦　雄貴 自宅で行う指用リハビリ方法の提案 北澤
西峰　太輝 ３Ｄスキャナの製作 西本
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電気情報工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
家口　滉平 ディスク形MHD加速機におけるr-z 二次元数値解析コードの開発 竹下
伊奈　大輝 インテリジェトLED照明用調光制御装置の開発 岡本
井元　和也 スパッタ法によるNiO薄膜の作製と評価 佐久間
上西　佑治 そうか病菌におけるプラズマ殺菌効果の検証 竹下
梅本　政志 人間の感性評価に関する研究 藤本
大津　　悠 DC電源にディジタル信号を重畳伝送するシステム研究 岡本
落合　将也 キャラクター人格を持つ会話応答システムに関する研究 謝
木下　健人 小型船舶の通信設備への雷撃による船舶機器の被害発生様相 山吹
小林　祐介 複数メディアを用いた災害後情報同報発信システムの構築 森
坂本　竜也 連続成膜法によるCZTSe 系薄膜太陽電池の作製 山口
嶋川　光城 遺伝的アルゴリズムによるロボットの歩行制御における評価方法の検討 森
下村　　樹 動的環境におけるマルチエージェントの協調行動への報酬値の影響 謝
新本　大樹 連続成膜法によるCZTSe 系薄膜太陽電池の作製 山口
寒川　治城 アルファ波とベータ波による感性の数値化 藤本
竹林　佑斗 ハンドジェスチャを用いたユーザインターフェースの開発 村田
田中　啓太 インテリジェトLED照明用調光制御装置の開発 岡本
田中　博峻 複数メディアを用いた災害後情報同報発信システムの構築 森
谷口　智哉 半導体ガスセンサを用いたガスの種類識別 藤本
恒吉　胤人 ZigBee を用いた位置推定に関する研究 村田
中村　友哉 安価なヘッドマウントディスプレイの開発 村田
夏見　勇矢 数独の低難易度における判定基準の提案 謝
西川　洋介 Cu2SnS3薄膜太陽電池の作製と評価 山口
西出　裕為 DPH(電磁誘導加熱)の電気分野への適用に関する研究 徳田
西山　和範 洋上設備における水中接地電極の表面状態が過渡インピーダンスに与える影響 山吹
硲　マーティン 情報処理課題の類似度判定システムについての検討 謝
長谷部智洋 DC電源にディジタル信号を重畳伝送するシステム研究 岡本
畑山　耕一 化合物を用いた熱処理法によるCu2ZnSn（S,Se）4 薄膜作製プロセスの検討 山口
東山　直人 半導体ガスセンサのシミュレーションモデルの改良 藤本
藤本　純弥 Cu2SnS3薄膜太陽電池の作製と評価 山口
松窪　大和 小型MHDチャネル用シード添加装置の開発 竹下
松本　卓也 遺伝的アルゴリズムによるロボットの歩行制御における評価方法の検討 森
松本　武之 Ⅲ－Ⅴ族四元混晶半導体のバンドギャップエネルギーに関する研究 直井
宮本　栄作 ZigBee を用いたワイヤレスセンサネットワークの構築 村田
三善　　巧 化合物を用いた熱処理法によるCu2ZnSn（S,Se）4 薄膜作製プロセスの検討 山口
山際　和希 phPSO による関数最適化の効果分析に関する研究 謝

畑口　祐希 FPGAを用いたオセロゲームの開発 溝川
林　慎之介 卓上ＮＣフライス盤の設計・製作 三原
林　裕一朗 マルチコプターの機体設計 北澤
前田　優志 FPGAを用いたライントレースカーの開発 溝川
増井　健太 アルミニウム単結晶のせん断集合組織の形成 樫原
松本　和真 画像認識によるロボット間の相対位置推定 村山
森口　恒一 控えめな運筆動作矯正装置の開発 津田
藪内　太士 複数台ロボットの自律協調移動制御 村山
山中　康暉 ３Ｄスキャナの製作 西本
山本　修平 繰り返し重ね接合圧延したAl-Mg合金の焼きなましにおける機械的性質の変化 樫原
ファルク 熱再生器用蓄熱材料の伝熱特性測定装置 福田
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物質工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
石田　勇貴 DMPC/脂肪酸混合膜における膜特性の推定 森田
井上　真緒 海洋性好圧菌のPUFA遺伝子発現解析 楠部
今北　啓信 CdSナノ粒子を用いた酸化/還元型グルタチオンの選択的検出 林
岩本　直樹 微生物の生体膜流動性の調査 西本
大浦　雄貴 ぶどう山椒に含まれるアポトーシス誘導物質 奥野
大田　時帆 ジャバラ果皮主成分ナリルチンの生物変換反応とその機能性 奥野
岡田　恵丞 ブタノールによるDPPC二分子膜の指組構造の形成 西本
岡部　竜丞 微高圧炭酸ガス処理による酵母および食中毒菌の不活化 楠部
奥田　優也 DPPC二分子膜におよぼす多価不飽和脂肪酸の影響：相転移温度 西本
垣内　拓也 魚から発生する臭気成分の分析 土井
菊地　悠太 Methylobacterium fujisawaense FD-1株のホルムアルデヒド分解酵素の精製 米光
岸川　史歩 コラーゲンセンサの作製 土井
北村　知洋 アミロイドβ-リポソーム間相互作用の評価 森田
楠井　奎悟 ポリビニルアルコール分解菌のスクリーニング 米光
久保田紗居 銀ナノ粒子のプラズモン吸収を用いたハロゲンセンシング 岩本
坂本　実紀 PAHを保護剤及び還元剤とした金ナノクラスターの合成 林
志宇知　悟 分子動力学計算を利用した原子間力顕微鏡観察のシミュレーション 岩本
鈴木　紗恵 Methylobacterium fujisawaense FD-1株の増殖とFA分解 米光
関　　夏未 コラーゲンポリマーの合成と応用 土井
中田　壮太 網羅的に作製した抗 C.elegans モノクローナル抗体の特徴 山川
長谷　麻央 Alicyclobacillus cellulosilyticus SueokaTGH9のクローニングと生化学的解析 楠部
中山　翔太 活性炭を用いた梅干調味廃液中の天然色素の吸着分離 岸本
西岡　幹人 4G10モノクローナル抗体に結合するC.elegans抗原性タンパク質の精製 山川
西川ちひろ DPPC二分子膜におよぼす多価不飽和脂肪酸の影響：膜流動性 西本
西畑　慶一 テトラシアノボレート型ホスホニウムイオン液体の物理化学的挙動 綱島
西山　拓弥 植物資源を利用する光重合生ポリマーの合成 野村
野田　拓海 フェルラ酸及び関連化合物の二量化によるフェニルインダン類の合成 野村
廣井　嘉紀 C.elegansにおける抗原性タンパク質の出現時期に関する解析 山川
藤本　隼斗 ホスホニウム型イオン液体のリチウム空気二次電池電解質特性 綱島
本間　和雅 ホスホニウムイオン液体を用いたポリピロールの電解合成反応 綱島
前川　奈穂 フォトクロミクス部位を持つホスト化合物の合成と光異性化挙動 岩本
峯　　大樹 アミロイドβのDMPC/脂肪酸混合膜特性に与える影響 森田
宮井　裕矢 温度開閉型カリックスアレーンホスト化合物の合成 野村
宮﨑　輝実 Ｘ線結晶構造解析を目的としたテトラペプチドの合成 土井
村田　　守 ヨウ素およびセシウムを同時に除去するハイブリッド吸着剤の開発 岸本
森本　安純 Bacillus sp.KM 株によるアゾ染料分解物の解析 米光
山﨑　脩平 乳酸をアニオンとするイオン液体の合成と物理化学特性 綱島
山下こずえ マイクロ波による糖から5-ヒドロキシメチルフルフラールの連続フロー合成 野村
山田　真希 梅由来新規リグナン2',9-epoxylyoniresinolの合成 奥野
山中　和季 地域活性化のための地酒プロジェクト 楠部
山本　　瑛 水/イオン液体反応場の蛍光プローブによる評価 林
結城　恭兵 分子動力学を用いた液/液抽出シミュレーション 岩本
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環境都市工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
井口　　司 実写映像を援用した災害図上訓練用学習教材の開発について 辻原
岩本　光平 CGアニメーションの解析による紀伊水道における津波の挙動特性 小池
宇井　智章 ドライビングシミュレータを用いた地域密着型交通安全教育システムの開発と評価 伊勢
上野山翔貴 津波浸水高ハザードマップの時系列表示 小池
植前　成美 防災教育教材としてのRPGソフトの作成とその効果について 辻原
王野　恵人 GNSS測量のための学内基準点の作成 山田
大西　雄平 CO2マイクロバブルを利用した土中炭酸カルシウム析出に関する基礎的検討 林
面矢建次郎 コンクリートの表面特性の改善と評価 中本
久保　英祐 被覆堤防の浸透破壊メカニズム解明と安価な対策技術提案に資する縮小模型実験 林
熊代　大輝 防災意識向上のための教育コンテンツの配信効果 三岩
小宮　慶之 御坊市における津波流速ベクトルの挙動解析 小池
坂本　大貴 イオン構成による水質の特性に関する研究 靏巻
滝　　晴信 局地気象予測に向けた雲写真の仕分けプログラムの開発 孝森
竹内　康裕 地方都市における高齢者の運転免許自主返納の支援方策に関する基礎的研究 伊勢
玉置　伊織 炭酸カルシウム析出と地盤不飽和化の複合地盤改良技術提案に資する実験的検討 林
反田　吉紀 食料品宅配バスシステムに対する支払意思額に関する基礎的研究 伊勢
土橋　智之 コンクリートの締固め評価への加速度計の利用 中本
津村晋之介 日高川水系下流域の水道原水を汚染する病原性微生物によるヒトへの健康リスク評価 小林
出口　佑馬 紀ノ川流域における水質汚濁の現状と改善策 大久保
出﨑　悠真 災害廃棄物の予測に関する研究　－和歌山市における津波による廃棄物－ 靏巻
土肥　聖平 小型振動台の作成と性能評価及びそれを用いた防災学習教材の開発 辻原
中島　輝生 3Dスキャナを用いた構造解析モデル作成のための基礎的研究 山田
中筋　裕貴 3Dスキャナを用いた構造解析モデル作成のための基礎的研究 山田
中村　太紀 コンクリートの締固め評価への加速度計の利用 中本
西　　裕二 日高川下流域における河川、池沼、地下水の水質特性 大久保
西尾　友秀 GNSS測量のための学内基準点の作成 山田
西岡健三郎 打継ぎ目を有するコンクリートの耐凍害性について 三岩
西中　貴之 コンクリートの表面特性の改善と評価 中本
原　良太郎 局地気象予測に向けた雲写真の仕分けプログラムの開発 孝森
東山　佳明 紀ノ川流域における水質汚濁の現状と改善策 大久保
藤井　沙耶 CGを用いた避難行動学習教材の開発に関する基礎的研究 辻原
古田　早織 橋梁の長寿命化対策のための劣化原因について 三岩
増田　　誠 御坊市北浜浚渫盛土による津波浸水への影響 小池
松岡　大智 災害廃棄物の予測に関する研究　－新宮市における水害廃棄物－ 靏巻
宮本　　樹 橋梁の長寿命化対策のための劣化原因について 三岩
村上万旺人 椿山ダム下流の水辺林に関する研究 靏巻
山本　泰司 地方都市における高齢者の運転免許自主返納の支援方策に関する基礎的研究 伊勢
山本　真衣 病原微生物によるヒトへの健康リスク評価　～日高川水系の下流域における農業用水利用～ 小林
龍神　健太 和歌山県における下水処理場の機能診断 大久保
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2．6　学校行事

2．6．1　新入生特別教育活動
　平成26年度の新入生を対象に、４月11日（金）～12日（土）の両日、由良町大引の和歌山県立白
崎青少年自然の家において、新入生特別教育活動を実施した。この活動は、合宿生活を通じて規律
と協調の精神を養うとともに、学生生活を円滑にスタートさせる目的で毎年行われているもので、
本年度は１年生163名及び教職員10名が参加した。１日目の研修では、堀江校長からの訓話、保健
室の小川看護師から学生相談室「オレンジルーム」の紹介及び専攻科２Ｅ野田拓史君から高専生活
や勉強方法についてアドバイスがあった。２日目は朝の集い、清掃、朝食の後、青山教員による勉
強の仕方と心構えについての講話があった。続いて、新入生は21の班に分かれて、クイズを解きな
がらチェックポイントを通過していくウォークラリーを楽しんだ。短い期間であったが充実したも
のになったと考えており、平成27年度も引き続き実施して行く予定である。

2．6．2　その他の行事
　キャリア教育の一環として、低
学年（１年生～３年生）では工場
見学または現場見学等を、４年生
では研修旅行を、前期末試験終了
後の行事日に実施した。
　低学年の工場見学や現場見学で
は、今年度は３クラスで実施した。
低学年から工場や現場を見学する
ことは、学生が将来を考える上で
貴重な体験であるので、今後もで
きるだけ増やしていきたい。４年
生での学科別研修旅行は平成16年
度から毎年実施しており、研修旅
行先では、当該学科に関連する企
業訪問による研修を行うとともに
訪問地の歴史や文化などを理解す
る良い体験となった。

新入生特別活動の様子

26



2．6．3　女子学生対象講演会
　女子学生のキャリア教育の一環として、女子学生対象講演会
「キャリアプランを考える」を11月21日（金）に開催した。講
師は本校物質工学科卒業生の前井百合氏（平成16年３月卒、花
王株式会社勤務）と土谷茜氏（平成24年３月卒、和歌山県工業
技術センター勤務）で、進路の決め方や仕事の内容と心構え等
について講演した。本校には約100名の女子学生が在籍してい
るが、女子学生の進路に対する意識を一層高める目的で平成22
年度から開催しており、今後も引き続き開催する予定である。

2．6．4　科学技術への理解を増進させる活動
　理工系離れが深刻化する中、将来の日本を担う技術系人材を育成するためには、小中学生の段階
から科学技術に興味を持ってもらうことが重要である。そのため、本校では、本校や県内各所で、
「公開講座」及び「出前授業」などを開催するとともに、各種イベントで高専ロボコン出場ロボッ
ト等の実演を行い、科学技術への理解増進に努めている。本年度も、これらの活動を行い、多くの
参加者にさまざまな科学技術体験をしていただいた。詳細は、これらを所掌する地域共同テクノセ
ンターおよびロボット教育センターの報告（６．１章（52ページ）および６．２章（61ページ））を
参照いただきたい。

2．7　進級状況

　入学した学生が所定の課程を修了できるように教育環境の整備を進め、さらに、普段の授業以外
にも補習や特別指導などで学生の学力向上に努めている。進級状況では、本年度は留年24名、仮進
級109名（進路変更８名含む）で、昨年度と比べると、留年では９名の減少、仮進級では４名の減
少となった。成績不振学生の多くは３年生で、理系とのミスマッチや高専生活の中弛みによる学習
意欲の低下が考えられ、キャリア教育等を通した目標設定とそれに向かっての学習意欲の向上を促
す工夫が必要である。

2．8　学務システムの導入

　教務をはじめとする学務に関する事務作業が年々増加しており、効率的な作業システムの構築が
望まれていた。昨年度２月に学務システムを導入し、今年度から本格的に運用を開始し、作業の効
率化を図っている。

2．9　自己点検結果

　入学試験では、入学志願者の確保に努めてきているところであり、平成26年度入試では志願者数

女子学生対象講演会
「キャリアプランを考える」
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264名となり、平成25年度入試での志願者数（250名）を上回る人数を確保することができた。
　志願者確保の取組みでは、本校の大きなイベントとしてオープンキャンパス及び学校説明会を開
催した。オープンキャンパスは例年８月末に実施していたものを中学３年次の最初の進路指導時期
等を考慮し７月後半に変更したが、参加者数は１割程の減となった。全国高専に先駆けて昨年度よ
り始めた女子中学生対象の宿泊型高専体験プログラム「ガールズKOSENステイ」を今年度も開催
したところ30名が参加し、昨年度の参加者数（17名）を大幅に上回った。今後、益々女子学生の獲
得が重要になるため、このイベントを充実していきたい。和歌山県全域、大阪府南部及び三重県南
部の中学校を全教員が分担して訪問し、丁寧な広報活動を行った。一方、中学生向けの広報用パン
フレット「学校案内」をリニューアルし、中学生にも親しみやすくわかりやすい冊子にした。また、
昨年度まで作成していた広報用ポスター「凄い！」を廃止し、インパクトのある「学生募集」ポス
ターを作成した。これらを各種イベントや中学校訪問等で配布した。これらの地道な取り組みが、
入学志願者増に繋がったと考えられる。
　教育改善の取組みでは、学校全体として今年度より高専機構のモデルコアカリキュラム（試案）
をもとに、本校カリキュラムの見直しを継続して行った。また学科横断的科目として「防災リテラ
シー」（明石高専が開講しているビデオ講義）（本科１年生知能機械工学科、電気情報工学科、物質
工学科）を開講した（環境都市工学科では学科単独で「防災学概論」（本科１年生）を開講した）。
授業評価として、教員間授業参観、学生授業アンケート、及び保護者授業参観の開催、また後援会
教育部会での意見交換を行い、それら評価に対して授業改善に努力した。３年生対象の国立高等専
門学校学習到達度試験（数学、物理）に参加し、数学は全国平均を上回ったが、物理はやや下回っ
た。これら科目の学力向上に向けた対策を検討している。１～３年生対象にＱ－Ｕを全クラスで実
施し、クラスの状況や学生のクラス満足度を解析することにより、よりよいクラス運営と学生指導
に活用した。アクティブラーニングを推進するため、教務主事補を中心に高専機構が開催する講演
会に参加し、本校でもi-Padを活用した講義やCALLシステムを活用した英語教育等を開始した。
　キャリア教育の一環として、低学年（１年生～３年生）で工場・現場見学を実施した。また４年
生では学外実習（インターンシシップ）や研修旅行を実施した。５年生では卒業研究を重点的に指
導した。女子学生のキャリア教育として、女子学生対象講演会「キャリアプランを考える」を実施
した。
　進級状況は、昨年度に比べて、留年者数、仮進級者数ともに減少した。今後もこれらの数をでき
る限り減らす取組みを行う。
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3．1　入学試験と入学者の確保

　平成26年度に実施した平成27年度専攻科入学者選抜試験の状況は下表のとおりであり、入学者は
17名（メカトロニクス工学専攻７名、エコシステム工学専攻10名）であった。学力試験終了時点で
は両専攻とも定員を満たしていたが（メカトロニクス工学専攻入学予定者９名、エコシステム工学
専攻入学予定者15名）、入学辞退者が出て、メカトロニクス工学専攻では昨年度に引き続き欠員が
生じた。そのため11月22日（土）に二次募集を行ったところ４名の合格者を出すことができた。最
終的な入学者では、両専攻の合計で定員を満たすことができた。２年続けて二次募集を実施するこ
ととなったため、一次募集で定員を確保するための対策が今後求められる。

3．2　学位・技術士補となる資格の取得状況

　専攻科修了生が「学士」の学位を取得するためには、個々に（独）大学評価・学位授与機構に学
位授与申請を行い、同機構が実施する筆記試験に合格する必要があり、修了生の悩みの種であった。
今年度も指導教員のきめ細かな指導と学生の頑張りによって昨年度に引き続いて、修了生全員が学
位を取得し、JABEEの修了生に名を連ねることができた。

3．3　特例の適用による学位授与の審査

　前述のとおり専攻科修了生に専攻科の判断で学士の学位を与えることができず、学位試験に合格
する必要があった。さらに学位の申請のためには、修了年度の９月に特別研究の学修成果レポート
を作成・提出しなければならず、特別研究の時間が大きく制約されることや、学生は筆記試験に合
格しなければならないという心理的な圧力を感じる等の問題があり、専攻科設置当初からこれらの
改善が切望されていた。
　この改善策として、「特例の適用による学位授与」が関係者の努力によってようやく実現する運
びとなり、平成26年度は、このための審査を受審することとなった。審査のポイントは、教員が
「学修総まとめ科目」となる「特別研究」に合致する十分な研究業績があるかどうかであった。補
正申請を含めた受審結果は、個々人の判定で「不適」が一部出たもののメカトロニクス工学、エコ
システム工学の両専攻とも全体の認定は「適」となった。これにより平成26年度入学生から高専側
で学士相当と判断すれば、学生は学位試験を受けることなく「学士」を取得できるようになった。

専 攻 科 関 係3

推薦入試 学力入試
（一次）

学力入試
（二次）

社会人
特別選抜

受験者数 ８ 20 ４ 0
合格者数 ８ 16 ４ 0
入学者数 ８ ５ ４ 0

平成27年度専攻科入学者選抜試験の受験者数、合格者数および入学者数
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3．4　教育の実施状況の審査

　高専専攻科は教育の実施状況等について、最初の認定から５年後に、その後は７年毎に（独）大
学評価・学位授与機構の審査を受けることになっている。平成26年度に２回目の審査を受審した結
果、特別研究担当者として「不適」となった教員もいたが、専攻科全体では適切な教育ができてい
るとして「適」の判定をいただいた。

3．5　キャリアセミナー

　専攻科１年生と２年生の希望者を対象としたキャリアセ
ミナーを実施した。このセミナーは学生の進路選択の一助
となるように実施しているもので、自己の強みや適性発見、
自身のアピールの仕方について、昨年度に引き続き自分創
り空間アスパラ代表　山本裕美氏を講師に迎えて６月23日
（火）、７月７日（火）、10月27日（火）、11月10日（火）
の計４回開催した。セミナーでは自己分析や企業の仕組み、
そして履歴書の書き方や面接の受け方等について講義をし
ていただいた。また６月30日（火）にはキャリアコンサル
タントの山本桂子氏を講師に招いて、挨拶の仕方や名刺交換の仕方などの接遇研修を実施した。

3．6　インターンシップ

　企業等での就業体験や大学院での研究体験を行うインターンシップを選択科目（２単位）として
開設している。平成26年度は企業、官公庁で８名、大学院で２名がインターンシップを行った。

3．7　学会等の外部発表

　人数が少なく、地理的にも恵まれていない本校専攻科では、学生が自身の研究について議論する
機会が限られがちである。そのため、一定の水準に達した成果が得られた場合には、後援会の援助
の下、学生に学会等での発表を推奨している。平成26年度にはメカトロニクス工学専攻から９件、
エコシステム工学専攻から10件の計19件の学会発表があった（旅費補助申請件数より）。
　また毎年参加させてもらっている和歌山大学システム工学部精密物質工学科の卒業研究発表会も、
外部の研究者と議論できる貴重な場となっている。平成26年度はエコシステム工学２年生３名が参
加し、杉谷健太君が奨励賞を受賞した。

講演する山本裕美氏

平成26年度インターンシップ実習先一覧

企　業 （株）大阪チタニウムテクノロジーズ、（株）システムキューブ、ＤＩＣ（株）、富士
電機（株）、サントリーホールディングス（株）、（株）白浜試錐

官公庁 和歌山市

大学院 奈良先端科学技術大学院大学
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3．8　平成26年度専攻科２年生特別研究

　平成26年度の専攻科２年生の特別研究テーマは次のとおりである。メカトロニクス工学専攻が12
テーマ、エコシステム工学専攻が８テーマである。

メカトロニクス工学専攻
学生氏名 特別研究テーマ名 指導教員
池上　実来 脳波から見たミカンの香りのリラックス効果 藤本　　晶

生駒　直弥 小型MHDチャネルを用いたパルスMHD加速実験 竹下　慎二

上野　悠貴 磁性微粒子薄膜の秩序構造形成に関するブラウン動力学シミュレーション 早坂　　良

川原　安晴 溶液法によるNiO薄膜の作製と評価に関する研究 佐久間敏幸

岸　　飛翔 半導体ガスセンサを用いたガスの種類の識別 藤本　　晶

岸川　知里 局部麻酔薬の作用性を数値評価するシステム研究 岡本　和也

木下　拓也 マルチエージェントシステムを用いた効率的な避難方法の検討 謝　　孟春

武田　侑也 溶液法によるZnO薄膜の作製と評価に関する研究 佐久間敏幸

垂水　雄太 二次元位置有感紫外線光子検出器の開発 溝川　辰巳

船津　大海 松葉杖歩行の計測と特徴的な構成要素抽出 津田　尚明

水井　裕一 熱処理によるCu2ZnSn（S,Se）4薄膜太陽電池の作製に関する研究 山口　利幸

湯川　翔平 Cu2ZnSnSe4薄膜太陽電池の作製に関する研究 山口　利幸

エコシステム工学専攻
学生氏名 特別研究テーマ名 指導教員
青田　晃英 C. elegansの抗原性タンパク質4D3の特性及び精製 山川　文徳

﨑山　智伊 共重合によるコラーゲンポリマーの合成 土井　正光

庄堂　　竣 クラウンエーテルを化学修飾したシリカナノ粒子の凝集性を利用した化学センシング 岩本　仁志

杉谷　健太 ジパルミトイルホスファチジルコリン二分子膜へ与える脂肪酸の影響 西本　真琴

野田　拓史 表計算ソフトを用いた1自由度系振動体の弾塑性解析 山田　　宰

古山　　祐 ホタル発光酵素に及ぼす麻酔薬の影響 西本　真琴

向井　健人 異種キャビティを有するダンベル型分子の合成 野村　英作

山本　早紀 Bacillus sp. KM株のアゾ染料分解活性に影響を与える化合物の検討 米光　　裕

クラス １Ｍ １Ｅ ２Ｍ ２Ｅ

発表件数 ２ ８ ７ ２

平成26年度専攻科生による学会旅費補助申請件数
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3．9　平成26年度進路

　平成26年度専攻科修了生20名全員が無事進路を決めることができた。それら就職・進学先を下表
に示す。

3．10　全国専攻科長会議

　平成26年度から全国専攻科長会議は、教務主事会議と同じ場所で同じ日程で開催されることにな
り、その最初の会議が明石高専を世話校にして、神戸国際会議場で５月29（木）、30日（金）の２
日間開催された。専攻科長会議の全体会議は、初日の午後に「企業、大学院から見た専攻科」を
テーマにしてパネルディスカッション形式で行われた。パネラーは東京大学大学院工学系研究科教
授　久間一郎氏、大阪大学大学院工学研究科教授　八木哲也氏、住友ゴム工業（株）制振事業推進
部　松本達治氏、三菱重工業（株）技術統括本部部長　大坂弘美氏で、コーディネーターは本校専
攻科長の藤本晶教授が務めた。

3．11　自己点検結果

　推薦入試および学力入試で定員を上回る合格者を出したが、入学辞退により昨年度に引き続きメ
カトロニクス工学専攻で二次募集をすることになった。最終的には定員を満たすことができたが、
専攻科の魅力のアピール、日程を含む専攻科入試のあり方等、今後に課題を残す結果となった。
　学位審査では、昨年度に引き続き修了生全員が学位を取得し、JABEEプログラム修了生となっ
た。この状況を続けられるように努力したい。
　「特例の適用による学位授与」にかかる審査および「教育の実施状況の審査」の２件の外部評価を
受けた。いずれも組織としては「適」評価となったが、研究業績不足を指摘された専攻科指導教員も
散見された。教員個々はもとより、専攻科のみならず学校全体で改善に取り組むべき課題だと考える。

進　路　先 メカ専攻 エコ専攻
【就職先】
（株）ＮＴＴファシリティーズ関西 １
村田機械（株） １
向洋電機（株） １
（株）きんでん １
日立造船（株） １
川崎重工業（株） １
（株）京都製作所 １
三菱電機（株）冷熱システム製作所 １
ＤＩＣ（株） １
田辺市教育研究所 １
中外製薬工業（株） １
東燃ゼネラル石油（株） １
レジノカラー工業（株） １
【進学先】
大阪大学大学院 １
名古屋大学大学院 １
東京医科歯科大学大学院 １
豊橋技術科学大学大学院 １ １
長岡技術科学大学大学院 ２

合　　　　計 12 ８

32



　厚生補導関係部門は、学生の自主活動や人格形成の立場から、学生会活動、クラブ活動、交通安
全、補導および進路などの指導を行っている。

4．1　学生会活動

　学生会は、学生会長の中谷建志君（電気情報工学科４年）を中心に春と秋の校内体育大会、高専
祭、クラブ活動支援（高専体育大会の壮行会やクラブ予算の会計）などを実施した。

4．1．1　校内体育大会
　校内体育大会は学生会の主催で、体育委員会が準備を行い、
例年春と秋の２回実施している。今年度は、５月14日（水）
に春季体育大会を、10月15日（水）に秋季体育大会を実施し
た。
　春は、晴天に恵まれ、絶好の体育大会日和となり、ソフト
ボール、サッカー、ソフトテニス、みんなでジャンプ、バス
ケットボール、バレーボール、卓球などの種目が行われた。
大会のフィナーレには学年別リレーと学科対抗綱引きが行わ

れ、熱の入った応援が繰り広げられた。総合得点で競うクラ
ス順位では、電気情報工学科３年が総合優勝の栄冠を勝ち
取った。
　秋の大会は台風一過、天気は回復したものの台風による雨
水が抜けきらず一部グラウンド状態が不良となったものの熱
戦が繰り広げられた。競技の結果、環境都市工学科５年が総
合優勝に輝いた。環境都市工学科は４年が準優勝と好成績で
あった。

4．1．2　高専祭
　11月１日（土）、２日（日）の２日間にわたって48回目と
なる高専祭を開催し、大勢の訪問客でにぎわった。第１日目
のオープニング・セレモニーが吹奏楽部の演奏と今年度の高
専祭テーマ発案者の表彰、堀江校長の開会宣言からスタート
した。近隣の児童・生徒、家族連れや卒業生が続々と訪れ、
賑やかな学園祭となった。訪れた人はお化け屋敷やタイムス
リップ空間など趣向を凝らした各クラスの展示や、各クラブ
の模擬店、それに恒例となった「漢前（おとこまえ）コンテ

スト」や「女装コンテスト」、「高専祭ライブ」等を堪能した。初日は、生憎の雨天となり第２体育
館でのスタートとなった。２日目は途中雨がぱらつくこともあったが、メインステージを屋外に移

厚 生 補 導 関 係4

みんなでジャンプ

綱引き

開会宣言
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して大いに盛り上がった。

4．2　クラブ活動

4．2．1　近畿地区高等専門学校体育大会および全国高等専門学校体育大会
　第51回近畿地区高等専門学校体育大会（14種目）が近畿地区の７高専で各校２種目ずつ分担して
開催された。この大会は全国大会の予選会を兼ねる地区大会であり、全国大会への切符をかけて各
種目で熱戦が展開された。本校担当種目は硬式野球とバスケットボールであり、硬式野球は本校グ
ラウンド、バスケットボールは和歌山ビッグウエーブにおいて実施された。これら２競技は、地元
開催ということもあって応援する学生・職員の数も多く、た
くさんの声援と温かい拍手が選手達の大きな力となった。そ
の他の近畿各会場でも全国大会を目指して熱戦が繰り広げら
れ、本校チームは多くの競技で全国大会への切符を獲得した。
　第49回全国高等専門学校体育大会が８月を中心に中国・四
国地区の高専の主管で開催され、本校からは10の競技におい
て近畿地区大会を勝ち抜き、全国大会に進出した。以下に今
年度の活躍を紹介する。

メインステージ 中夜祭 吹奏楽部による屋外演奏

近畿地区大会　硬式野球１位

種　　　目 選　手　名 近畿地区
大会成績

全国大会
成績

陸上競技
女子 砲丸投 ４Ｃ　宮本　佳奈 １位 ２位
男子 円盤投 ２Ｂ　山澤　　優 ２位 ８位

バ レ ー
ボ ー ル 女　子

５Ｃ　久保田紗居※
５Ｃ　前川　奈穂※
５Ｃ　山下こずえ
５Ｄ　古田　早織※
４Ｃ　髙野　樹理※
４Ｃ　和田穂乃香※
４Ｄ　久保　朱里
３Ｃ　宮﨑　千保※
１Ｃ　田上　奈緒※
１Ｃ　山田　萌恵※

１位
予選敗退

※全国大会時
オーダー

ソ フ ト
テ ニ ス 女子 個人の部 ５Ｃ　西川ちひろ

５Ｄ　山本　真衣 ２位 １回戦敗退

卓 球 女子 シングルス ２Ｃ　島本　真奈 ２位 予選リーグ敗退

本校選手の第51回近畿地区高等専門学校体育大会での成績上位者
および第49回全国高等専門学校体育大会での成績
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4．2．2　高等学校体育連盟大会
　近年、高校体育連盟の大会においても本校クラブ活動の活躍は著しい。
以下に今年度の活躍を紹介する。

剣 　 道

男子 団体の部

４Ａ　大重　優輝※
４Ｃ　中西　浩平
４Ｄ　石徹白翔太※
３Ｄ　瀨村　大地
２Ａ　川越　友樹※
２Ａ　松尾　修弥※
１Ｂ　楠山　祐生※
１Ｃ　西原　維吹※
１Ｄ　楠見　健太※

１位
３位

※全国大会時
オーダー

男子 個人の部
４Ｄ　石徹白翔太 １位 ベスト８
４Ａ　大重　優輝 ２位 ２回戦敗退
１Ｄ　楠見　健太 ３位 １回戦敗退

硬式野球 －

５Ａ　東　　幹也※
５Ａ　浦　　恭平※
５Ａ　杉谷　優治※
５Ａ　田中　良旺※
５Ａ　出口　晃裕※
５Ａ　藪内　太士※
５Ｃ　北村　知洋※
５Ｃ　楠井　奎悟※
５Ｄ　宇井　智章※
５Ｄ　宮本　　樹
４Ｂ　濵野　雅哉※
４Ｂ　桝田　大樹※
４Ｄ　久保　朱里※
４Ｄ　柴田　拓実※
４Ｄ　田中　智也※
４Ｄ　土肥　雄介※
４Ｄ　浜口　良太※
４Ｄ　御前　芽衣※
４Ｄ　森田　周悟※

１位
１回戦敗退

※全国大会時
オーダー

バ ド ミ
ン ト ン 男子

ダブルス ３Ａ　柏木　結介
３Ｂ　坂本　隼太 １位 ベスト８

シングルス
３Ａ　柏木　結介 １位 １回戦敗退
３Ｂ　坂本　隼太 ２位 １回戦敗退

水 泳 男子
100ｍ自由形 １Ｃ　宮本　一歩 ３位 予選敗退
100ｍ背泳ぎ １Ｃ　宮本　一歩 ３位 予選敗退
100ｍ平泳ぎ ２Ｄ　成川　椋太 ２位 ８位

テ ニ ス 女子 シングルス ５Ｃ　井上　真緒 １位 １回戦敗退
弓 道 男子 個人 ４Ｂ　山本　　峻 １位 入賞ならず

クラブ名 主催団体・大会名 種　目 選　手　名 成　績

バドミントン部

平成26年度全国高校総合体育大会
バドミントン競技　和歌山県予選会 男子ダブルス ３Ａ　柏木　結介

３Ｂ　坂本　隼太 １位

平成26年度全国高等学校総合体育大会
バドミントン競技大会
高松宮記念杯　第65回全国高等学校バドミ
ントン選手権大会

男子ダブルス ３Ａ　柏木　結介
３Ｂ　坂本　隼太

１回戦
敗退
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4．2．3　文化系クラブ
　文化系クラブの多くは11月の高専祭における発表を大き
な目標として活動しているが、年間を通して独自の活動を
展開しているクラブの例として、吹奏楽部およびボラン
ティアサークル「アメーバ」を以下に紹介する。
　吹奏楽部（主将：環境都市工学科４年白井大地君）は、
入学式、高専体育大会の壮行会、高校野球の応援、高専祭、
卒業式などで演奏を行い、本校の活動の様々な場面を音楽
でサポートしている。
　１月24日（土）には26回目となる定期演奏会を御坊市民文化会館大ホールにおいて開催した。第
１部は現役部員23名によるステージで、「シーゲート序曲」など吹奏楽のオリジナル曲３曲に取り
組み、息の合った演奏を披露した。第２部では、有名映画に使われた主題歌やBGMなどの吹奏楽
編曲４曲を取り上げ、映画のシーンを想起させる好演奏を行った。また、第３部では吹奏楽部の
OB・OGが加わった総勢51名のメンバーによって吹奏楽の有名曲「ラプソディー・イン・ブルー」
や「ジャパニーズグラフィティVIII ～ウルトラ大行進～」などの４曲を充実したサウンドで演奏

した。
　環境・福祉ボランティアサークル「アメーバ」（代表世話
人：環境都市工学科３年佐藤周太君）は、年に数回の本校周
辺の海岸清掃をはじめ、森林ボランティア活動や里山の自然
林を守る活動などを展開している。
　平成26年度は、海岸の清掃活動を学校裏の名田海岸で計３
回、みなべ町千里ヶ浜で１回行い、延べ49名の学生・教員が
参加した。また、御坊市政60周年を記念して、継続的な海岸
清掃ボランティア活動に対して、御坊市長より感謝状が「ア
メーバ」に授与された。
　森林ボランティア活動としては、林野庁和歌山森林監督署
と和歌山高専の間で締結した「川又遊々の森における体験活
動に関する協定」に基づき、印南町川又の国有林の一部
（0.31ha）における活動を行っている。当地における植樹・
観察活動について、地元の団体と連携している。平成26年４
月、和歌山森林監督署職員２名の指導で、御坊中央ライオン
ズクラブ（会長：塩路伸行氏）19名と本校学生・教員３名が、
人工林の枝打ち・下草刈り作業を行った。平成27年３月には、

本校学生・教員・OB計10名が（一社）ビオトープ（代表理事：中田稔氏）の５名の方々と共に、
過年度植樹した苗木の生育状況の確認と手入れを行った。シカやウサギなどによる食害で枯死した
苗木も見られたが、全般的にはほぼ順調な生育ぶりが確認できた。食害に遭った部分については新
たに広葉樹の苗木を植栽した。今後も、森の手入れを継続的に行い、これらの木々の成長を見守っ
ていく予定である。
　アメーバは地域の各種団体と共に活動を行っている。「里山を愛する会」（会長：内田毅氏）主催
の放置竹林伐採活動には計４回延べ31名の学生が参加した。５月には、「第８回みやこ姫よさこい

アメーバ（名田海岸の清掃活動）

吹奏楽部定期演奏会

アメーバに感謝状
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祭り」（主催：みやこ姫よさこい祭り実行委員会）において、学生８名がテント設営および撤収作
業、清掃作業などのボランティア作業を行った。11月の高専祭期間中には、美浜町更生保護女性会
（会長：古屋せい氏）と共に、来訪者に対して薬物乱用防止の啓発活動を行った。さらに当高専祭
では“豚汁募金”を実施し、宮城県災害対策本部へ収益全額45,332円を寄付することが出来た。

4．2．4　クラブリーダー研修会
　充実したクラブ活動の実施に向けた計画を検討するととも
に、クラブ主将にクラブ活動で必要となるスキルおよび部員
を指導するために必要なリーダーシップを修得させることを
目的として、10月17日（金）～18日（土）１泊２日の日程で
クラブリーダー研修会を開催した。今後のクラブ活動の運営
を議論する中心的役割を果たす組織の設立と救急救命スキル
の習得を行った。

4．3　デザコン、プロコン、英語プレコン

　「全国高等専門学校デザインコンペティション（デザコン）2014 in やつしろ」が、「よりそう」
をテーマにして11月８日（土）～９日（日）に熊本県八代市
の八代市総合体育館で開催された。デザコンは高専の土木建
築系学科に所属する学生を中心とする全国の高専生が、普段
の学習で培った学力やデザイン力を応用して、構造デザイン、
環境デザイン、空間デザイン、３次元デジタル設計造形の４
部門のいずれかの課題に取り組むものである。
　構造デザイン部門は、与えられた材料、載荷方法、テーマ
のもと、強度と構造美を兼ね備えた橋を提案するものである。

今年度のテーマは「エネルギータワーコンテスト」で、４点で支持された構造物をできるだけ軽く、
そして、より大きな荷重に耐えられるようにヒノキ材を用いて製作しその精度を競った。今回の構
造デザイン部門には、環境都市工学科３～４年生で構成された「陽岱鋼」と「九蓮宝塔」の２チー
ム計８名が参加し、全60チーム中、それぞれ、34位、46位にランクインした。前年度とほぼ同程度
の順位であった。

　第25回全国高専プログラミングコンテストは、10月18日
（土）～19日（日）に岩手県一関市の一関文化センターで行
われ、本校はコンピュータ部のメンバーが競技部門に参加し
た。
　今回は、「キオクのかけらⅡ」というタイトルで、縦横に
切り分けられランダムに並び替えられた画像を元の状態に戻
すまでの移動手順を探すという競技であった。本校チームは
画像処理用ライブラリや、スライドパズルの解法等を参考に

したプログラムで競技に臨んだが上位に勝ちあがることはできなかった。

クラブリーダー討論会の様子

デザインコンペティションの様子

プログラミングコンテストの様子
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　第８回近畿地区高専英語プレゼンテーションコンテストは、11月15日（土）、16日（日）に大阪
教育大学天王寺キャンパスを会場として開催された。15日にはスピーチの部、16日にはプレゼン
テーションの部が行われ、本校は両部門に参加した。コンテストの結果、スピーチの部で準優勝、
プレゼンテーションの部では優勝して全国大会への出場権を
得た。
　第８回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテス
トは、函館高専主管で１月24日（土）、25日（日）に国立オ
リンピック記念青少年総合センターで開催された。24日にス
ピーチの部、25日にはプレゼンテーションの部が行われた。
今年度、本校からは、物質工学科５年の西川ちひろさんがス
ピーチ部門に出場した。“Go, Go Rikejo!”というタイトルの発
表を行った西川さんは、自身の経験を交えながら、「リケジョ」を取り巻く現実と今後への期待に
ついて説得力に富んだ英語でスピーチし、見事優勝の栄冠に輝いた。

4．4　交通安全

　本校では、二輪車による通学や寮持ち込みをしている２、３年生を対象にして、安全運転励行と
運転技術向上のため、二輪車安全運転講習会を毎年実施している。

4．4．1　交通講話
　６月18日（水）、和歌山県警御坊警察署交通課交通係員をお招きして、２年生を対象に、「なぜ、
自転車事故は起こったか」と題して、「平成26年度交通講和」を開催した。近年問題になっている
自転車による死亡事故などの重大事故の発生と高額補償、平成25年12月に改正された道路交通法の
自転車の路側帯通行方法、路側帯の表示方法の違いによる通行方法の違い、歩道はあくまで歩行者
優先であること等など重要注意事項とともに、御坊署管内の交通事故の種類、件数、ならびに事故
発生件数の多い交差点等を説明した。

4．4．2　二輪車安全運転講習会
　安全運転等に係る講習は新学年の早期に実施するのが適切
と考えられることから、平成26年度は例年秋頃の実施時期を
前倒しして５月28日（水）に二輪車通学している１～３年生
を対象に、和歌山県警察本部交通部交通機動隊第三小隊（み
なべ分駐所）の警察官３名をお招きして、二輪車の安全運転
講習会を実施した。それぞれ11名～12名の３班ローテーショ
ンで、①整備のポイントと方法、②直線スラローム走行技術
と注意点、③ナローコース走行技術と注意点、について各自
所有のバイクを用いて講習を行った。

スピーチ中の西川さん

二輪車安全運転講習
（ナローコース班）
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4．5　避難訓練

4．5．1　授業時
　例年、冬に行っている消防訓練日に学生の避難訓練を行っているが、平成26年度は早期に実施す
ることとし、６月23日（月）に全学生・教職員を対象に南海トラフの巨大地震を想定した避難訓練
を行った。予め避難経路を定めず、また通勤用自動車等は日常通り、駐車場に駐車したままとし、

現実に即した状況で実施した。また、12月１日（月）の消防
訓練時においても改めて全学生・教職員を対象に避難訓練を
行った。この訓練では避難訓練と消火訓練およびけが人の救
護訓練等を同時に行った。全館の避難放送によって、学生や
教職員がオガタマの丘（図書館前の駐車場）に避難・集合し
た。また教職員による消火栓からの放水訓練、けが人に見立
てた学生を担架で搬送する救護訓練、教職員ならびに学生代
表による消火器を使った油火災の初期消火の訓練も併せて行

なった。

4．5．2　課外活動時（予告なし避難訓練）
　防災の日の９月１日（月）17：30に南海トラフ巨大地震による「特別警報（大津波警報）」が発
令されたと想定して、クラブ活動中の学生を対象に、直ちに
本校所定の避難場所（オガタマの丘）に避難する訓練を実施
した。学生たちには訓練を実施することを前もって伝えるこ
となく、校内放送で直ちに所定の避難場所に避難することを
突然に指示したにもかかわらず、20クラブ、260名の学生が
点呼時間４分～19分という短時間で迅速に避難が完了した。
　※寮滞在時（昼間）（夜間）については別記５．６．２（47
ページ）を参照

4．6　補　導

　厚生補導委員会では、学生の交通安全と非行防止のため登校時の校門指導や昼休みの学校周辺の
巡回を行っている。また、御坊広域青少年補導センターとの連携による学生指導も行っている。
　本年度に審議対象となった補導件数は81件（交通関係52件、飲酒・喫煙９件、その他20件）で、
前年度92件（交通関係64件、飲酒・喫煙４件、その他24件）と比較して、総件数は減少した。加害
交通事故は大きく減少し、飲酒・喫煙違反は近年一ケタ台に留まっている。特に、喫煙する学生数
が年々減少しており、初等教育からの禁煙指導による嫌煙状態にあるといえる。
　深夜外出の違反は県青少年健全育成条例違反（夜間外出の制限）に関する補導センターからの報
告ならびに当校補導委員の現認によるものである。近隣のコンビニエンスストアでの低学年寮生の
補導が散見され、自身の行為が校則違反にとどまらず、社会的にも許されない行為であり、重大な
非行の入口になりかねないことを自覚するよう強く求めたい。

オガタマの丘への避難状況

クラブ活動時の避難
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　停学を含む校長訓告以上の重い補導件数は５件で、前年度の21件に比べて減少した。

4．7　修学支援

　修学支援として、（独）日本学生支援機構をはじめとする各種奨学金によって、現在約88名の学
生が奨学金の貸与を受けている。また、授業料免除は、授業料等の免除および徴収猶予委員会にお
いて適正に審査を行い、予算の不足額については国立高等専門学校機構本部に申請手続きを行って
いる。
　また、平成18年度から独自の制度として和歌山工業高等専門学校後援会中津奨学金制度がスター
トした。勉学意欲が強く、卒業する意志のある学生を上記委員会にて選考し、後援会長に推薦した。
最終的に、前期１名、後期１名の学生に授業料相当額の貸与が行われた。

4．8　進路指導関係

　学生の進路指導については、４年次夏季休暇中のインター
ンシップ（学外実習）を契機に、自分の進路を真剣に考えさ
せるように進路アンケートを実施し、それをもとに担任が個
人面談を行い指導した。その後12月20日（土）に４年生を対
象に就職セミナーおよび保護者を対象とした進路指導説明会、
さらに学生、保護者および教員の３者面談を実施して進路情

報を説明した。
　平成27年度卒業生か
ら就職活動が後ろ倒しになることに伴い、３月７日（土）に
地元企業合同説明会を開催し、キャリア教育の推進と地元企
業の紹介を行った。
　卒業生・修了生は本科が160名、専攻科が20名で、このう
ち本科91名（57％）、専攻科13名（65％）が就職している。
進学は本科生で67名（42％）、うち本校専攻科に17名が進学企業合同説明会

進路指導説明会全体説明

平成26年度卒業生の進路

卒業生・修了生 企業等就職 公務員等 進　学 その他 求人企業数 求人倍率
知能機械工学科 44 32 ０ 12（１） ０ 593 18.5
電気情報工学科 35 13 ０ 22（６） ０ 605 46.5
物質工学科 42 18 １ 23（９） ０ 342 18.0
環境都市工学科 39 24 ３ 10（１） ２ 377 14.0
本科合計 160 87 ４ 67（17） ２ 19170 21.1
メカトロニクス工学専攻 12 ８ ０ ４ ０ 363 45.4 
エコシステム工学専攻 ８ ５ ０ ３ ０ 252 50.4 
専攻科合計 20 13 ０ ７ ０ 615 47.3 

（　）内は専攻科進学者内数
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し、他の国公私立大学等へ50名が進学した。専攻科では７名（35％）の修了生が大学院へ進学した。
　求人倍率は平均で21.1倍となり昨年度と同程度で、就職率はほぼ100％となった。

4．9　自己点検結果

　学生会は学生会長を中心に、校内体育大会や高専祭を自主的に運営している。学生会活動におけ
る予算の健全化として、学生会費の収入に見合った支出を念頭に、企画やクラブ援助費については
合理的な根拠に基づいて決定するよう指導した。永年の懸案であった学寮の日課とクラブ活動時間
との重複の解消について、クラブ活動時間の短縮（19時以降の晩練の廃止）により、解消するに
至った。実施に当たっては、時間をかけて丁寧に説明して実施したことから、その後大きな問題も
なく、スタートして１年が経過した。また、合宿におけるホームルーム教室での寝泊まりについて
は、健康管理上改善が求められていたが、学寮との連携により、寮内合宿を試行的に実施すること
で今後の管理・運営体制向上に道筋を付けることが出来た。学生会活動・クラブ活動等については、
学生たちが主体的に企画・実施できることが重要であることから、クラブリーダー、学生会、寮生
会、指導寮生会などが参加するリーダー会議を発足し、学生自らが主体的に活動できるきっかけと
するクラブリーダー研修会を実施した。その後の自発的・自立的な活動に繋がりつつあることから、
その活動が定着するように今後支援を継続して行く必要がある。
　今年度も高専プロコン、デザコン、英語プレコン等のコンテストへの積極的な参加があった。今
後も学生の自主活動については、その重要性を認識して支援体制の継続が必要である。近畿地区高
等専門学校体育大会では、本校は硬式野球とバスケットボールの２種目を主管し、関連クラブの指
導教員等多くの教職員の協力を得て、無事に実施することができた。高専機構、各高専ともに予算
の縮減傾向が続く中、近畿高専体育連盟会長校として体育大会の予算の見直しを行い、来年度以降
更なる効果的・効率的な運営を目指すこととした。
　交通安全については、重大事故を発生させないよう安全運転・防衛運転を強調している。通学等
で車両の利用を許可しているからには指導を徹底しなければならず、そのため定期的に校門に厚生
補導委員が立ち、朝の交通指導も実施している。本校の立地の都合上、車両の使用をなくすことが
できないため、交通安全には一層の指導が必要である。また、保護者との連携がますます重要と
なってきている。
　補導については、昼の学校周辺の巡回、クラス担任からの注意・クラス掲示ならびに犯罪防止の
講演会などを実施している。校長訓告以上の補導については、二度と繰り返さないよう保護者同席
の上で注意・指導を行なっている。また、学生本人には非行の原因分析と対策を考えさせる反省文
も課している。また、未然に犯罪を防止するため、「犯罪と非行防止」の講演、防犯カメラの増設、
教室内のロッカー設置、全校集会での注意・啓発などを行った。今後もハードとソフトの両面にお
いて安全・安心な学習環境、活動環境づくりを継続する必要がある。
　学生の進路指導については、４年次夏季休暇中のインターンシップ（学外実習）を契機に、自分
の進路を真剣に考えさせるように進路調査を実施し、それをもとに指導した。平成27年度卒業生か
ら就職活動（広報活動、選考活動）が３ヶ月～４ヶ月後ろ倒しになることに伴い、例年12月に同時
開催していた４年生ならびに保護者を対象とした「進路指導説明会」および「企業合同説明会」を
分離開催することとし、12月には、「就職セミナー」、「進路指導説明会」および「３者面談」を
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行った。「企業合同説明会」については、広報活動が解禁となる３月に実施するとともに、２度目
の「就職セミナー」を実施した。３月および４月には近畿地区の高専生を対象にした「高専生のた
めの合同会社説明会」に希望学生を引率するなど、キャリア教育の推進と地元企業・地域産業の紹
介も併せて行なった。本校は技術者育成の教育機関であるため、入学時から意識的に進路情報を学
生に伝え、キャリア教育をしてきている。その最終段階として、４年次に行う学外実習と進路指導
説明会は時期と内容について妥当と考えている。卒業生の進路は就職が57％、進学42％となった。
景気回復傾向が見える中、求人倍率は平均で21.1倍、就職率はほぼ100％となった。一方、進学は
本校専攻科が最も多く、それ以外は国公私立大学（３年次編入）であった。不景気の中、就職、進
学率ともに良好であり、高専生採用を希望する企業は多く、このことは卒業生の社会での活躍が大
きな要因の一つと考えられる。しかし、これに甘んじず、進路指導をより強化していく必要があろ
う。また、さらなる教育の充実、研究の推進、地域連携の強化が求められる状況にあって、地元へ
の就職志願者の増加を図ることも重要である。
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5．1　概要

　本校の学生寮（柑紀寮）は、平成26年８月に８号館（定員100名）が完成したことにより、全８
棟からなる定員620名の全国有数の規模を誇る学生寮となった。この定員増に対応するため、寮食
堂厨房機器の更新等を含めたさまざまな環境整備も行った。また、８号館完成に合わせ男子寮６棟
（２、３、４、５、６、８号館）および女子寮２棟（１、７号館）とし、従来設けていた男子１年
生の３人部屋を廃止した。これにより、男子１、２年生と女子１、２、３年生が基本的に２人部屋、
他の学年は１人部屋となった。現在、学寮には全寮制対象の低学年男子学生を中心に、男女寮生が
日々生活しており、寮での集団生活を通して自立と協調の精神を身につけ、相互の協力と信頼を育
み、豊かな人間性を養えるように努めている。寮の運営は、寮務主事他９名の教員と学生課長他３
名の事務職員で行われている。さらに、選抜した指導寮生及び副指導寮生を各寮棟の各階に配置し、
彼らには寮生の指導等を委ねている。寮生数は、570名（平成26年９月１日現在）で、女子寮には
79名が入寮している。

5．2　入寮選考

　本校では１、２年生男子は原則全寮制を実施している。そのため全寮制対象者（通学可能等の入
寮免除者を除く）で寮の定員のほぼ半数となっている。女子学生の入寮は任意であり、また、平成
26年度４月より女子寮が２棟となったが、平成27年度の新女子入寮希望者が28名あり、全員入寮
（97名）としたが、女子寮は満杯状態となった。
　一方、男子学生の入寮希望者は、学寮運営に貢献した評価点と規則違反等集団生活を送る上で問
題となる行為に対する減点などを総合的に評価する選考を行い、３年生以上の入寮者を決定してい
る。入寮選考は新１年生の合格発表後（２月末）に入寮者数が決定して初めて３年生以上の入寮可
能者数が決まる。１月下旬に予備選考を行い、本年度は残れない可能性の高い男女87名の寮生本人
及びその保護者にその旨を２月当初に連絡した。
　今年度、新棟が完成はしたが、供用開始時に５年生の入寮希望者が少なく、さらに平成21年度か
ら７年連続140名を超える148名の新１年生の入寮希望者（内男子入寮希望者121名）が出たことか
ら、高学年の入寮者の数を減らす必要があり、寮生には生活指導などを通じて自宅からの通学や下
宿をお願いしてきた。
　このことにより昨年度の96名に入寮をお断りした状況から緩和されたが、58名に入寮をお断りす
る結果となった。

寮 務 関 係5

平成26年度寮生数 （平成26年９月１日現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科生 合　計
151
（17）

131
（22）

117
（18）
〈４〉

99
（13）
〈３〉

64
（９）
〈１〉

８
（０）

570
（79）
〈８〉

（　　）内は女子内数、〈　　〉内は外国人留学生内数
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5．3　生活指導

　寮生が規則正しい生活を行うため、全員対象の生活指導を１回、１年生全員対象を４回、１年生
男子対象を２回、２年生男子対象を４回、３年生男子対象を１回、２年生以上全寮生対象を１回、
女子全員対象を２回の合計15回にわたる生活指導を行った。１、２年生には特に集団生活としての
規則や寮生活における注意事項などについて説明を行った。また、本校カウンセラーからの講話を
初めて取り入れ、女子全員と３年生男子にエゴグラムを用いた自己分析について講話をしていただ
いた。この試みについてアンケートを実施したところ、寮生からの反応も概ね良好であった。その
他学寮委員の先生には交替で20分程度の講話を実施してもらった。講話は各教員の専門や得意分野
からテーマを設定して行い、寮生にとっては授業とは違った先生の一面を知ることができる良い機
会となった。

5．4　食事

　昨年度より引き続きシダックスフードサービス（株）が寮食堂で朝、昼、夕の３食を提供するこ
とになった。朝食155円、昼食255円、夕食315円の予算の中で少しでも魅力ある食事を提供できる
ように、朝食、昼食、夕食のいずれも２種類のメニューから選択できるようにしている。さらに、
１ヶ月に１回の割合で特別料理などが提供され、寮生の食生活を楽しいものにする努力をしている。
また、寮食堂に関するアンケートを実施し、寮生の満足度を向上するべく、シダックスフードサー
ビス（株）と連携し、来年度もさらに食育を推進していく。なお、契約は１年更新、最長３年まで
となっているが、来年度で、契約３年目となる。

5．5　学寮生活環境整備

　今年度は学寮環境整備費として500万円の予算が高専機構本部から年度当初に配分された。この
経費を新棟に防鳥ネットの取付、長年の課題であった３人部屋の解消に伴う備品の移設費用に充て、
また新棟完成に伴う寮生および食数が増加するため、寮食堂に厨房機器を導入し、生産能力を高め、
効率化を図る事により配膳等に遅れが生じないよう、混雑緩和対策を行った。その他、当直用携帯
電話の更新、男子脱衣室に壁掛け扇風機の取付、空気清浄器ユニットの交換などを行った。
　また、学内予算にて、女子寮化された７号館の壁クロスの更新も行った。

5．6　主なイベント等

　柑紀寮では、寮生が安全で快適な寮生活を送れるように、また、寮生の交流や人格豊かな人間形
成を図るため、数多くのイベントや行事を行っている。平成26年度に柑紀寮で行ったイベントや
種々の施策等は以下のとおりである。

5．6．1　指導寮生の研修会および交流会
（１）任命式・研修会
　４月11日（金）に高学年寮生から選ばれた指導寮生、副指導寮生に堀江校長から前期指導寮生任
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命書が手渡された。その後、任命を受けた指導寮生委員長の環境都市工学科５年生の中筋裕貴君が、
「指導寮生全員が協力し合い、学生寮を良くするため取り組んでほしい。」と指導寮生、副指導寮
生に向けての挨拶があった。
　引き続いて、この日任命された指導寮生36名、副指導寮生30名、それに教職員７名の合計73名が
参加して、12日（土）まで研修会を行った。この研修会は、学寮自治の中心的役割を担う指導寮生、
副指導寮生の心構えや新規に加わったメンバーとの親睦を深める機会として毎年実施されている。

　研修会では、８人の号館長を中心としたグループに分け、８
つの課題（①災害による停電時の避難対応、②違反者への対応、
③寮生間のケンカ・いじめへの対応、④「挨拶」の指導、⑤盗
難への対応、⑥点呼の取り方、点呼ミス、寮生の点呼不在への
対応、⑦寮生のマナーとその指導方法、⑧掃除の仕方および
寮内外のゴミ問題（意思統一と対応））についてそれぞれのグ
ループで対処方法を議論した。その後、OBの辻本君より元指
導寮生として、現社会人としてこれまでの経験を踏まえた講演

をして頂いた。提案や質疑応答も活発に交わされ、またOBならではの意見を聞くことができ、有
意義な研修会となった。
　後期指導寮生任命式は10月６日（月）に実施された。委員長以下メンバーは前期と同様であった
が、８号館の完成に伴い、号館長が１名増員し、指導寮生・副指導寮生の配置は大きく変化した。
低学年のフロアには３名、高学年のフロアには２名体制を基本とした構成となった。任命式の後、
阿南高専訪問に参加した指導寮生による研修成果の発表が行われ、他高専と柑紀寮との相違等につ
いて意見交換がなされた。

（２）阿南高専訪問
　指導寮生研修の一環として９月30日（火）に本校指導寮生
15名と教職員３名が徳島県の阿南高専学生寮（寮生数419名）
を訪問した。他高専寮訪問は今回で20回目となる。阿南高専
は本校と地理的に似た立地環境にあり、本校同様の大規模寮
であることから、地震・津波に対する寮施設の対策現状や寮
制度や運営について意見交換を行うことが今回の主な目的で
あり、大変有意義な経験であった。

（３）豊田高専来訪
　11月８日（土）に豊田高専の寮監、寮務主事補、男女寮生
（５名）の訪問を受けた。豊田高専は寮生数600名を超える
大規模寮を持ち、本校からは３年前に訪問した経緯がある。
今回は豊田高専の希望で、本校で１泊の寮生活を体験するこ
ととなった。お互いの学寮の習慣、仕組み、運営について意
見交換を行ったり、体育館でバスケットボールに共に汗を流
し、両校の友好を深めた。

任命書の交付

グループ討議をする指導寮生
（阿南高専にて）

意見交換する指導寮生
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平成26年度学寮指導寮生・副指導寮生名簿
指導寮生委員長　　５Ｄ　中筋　裕貴
指導寮生副委員長　５Ｃ　藤本　隼斗、５Ａ　杉谷　優治、５Ｃ　坂本　実紀
号
館 号館長 前　期 号館長 後　期

階 指導寮生 副指導寮生 階 指導寮生 副指導寮生

１ ５
Ｃ

坂
本　

実
紀

１ － － ４Ｃ 尾﨑　芽衣

５
Ｃ

坂
本　

実
紀

１４Ｄ 久保　朱里 ４Ｃ 柘植　彩花４Ｃ 柘植　彩花

２５Ｃ 坂本　実紀 ３Ｄ 出﨑名津子 ２５Ｃ 坂本　実紀 ３Ｄ 出﨑名津子
４Ｂ 木下　侑依 ３Ｃ 中路　　渚

３５Ｄ 藤井　沙耶 ３Ｃ 中路　　渚 ３５Ｄ 藤井　沙耶 ３Ｃ 沼　　　優５Ｃ 長谷　麻央 ５Ｃ 長谷　麻央

２ ５
Ｂ

谷
口　

智
哉

１４Ａ 井上　　諒 ３Ｂ 坂本　隼太

５
Ｃ

中
山　

翔
太

１４Ｃ 一ツ田祐也 ３Ｂ 中本　崚也５Ｂ 谷口　智哉 ３Ｂ 片井　　涼 ５Ｃ 中山　翔太

２５Ｄ 中筋　裕貴 ３Ｄ 小西　康介 ２４Ｃ 中西　浩平 ３Ｄ 小西　康介４Ａ 高橋　　諒 ３Ｄ 則村　隆文 ５Ｄ 中筋　裕貴

３４Ａ 光定　佑真 ３Ｃ 冨塚　優介 ３４Ｂ 上北　崇弘 ３Ｂ 垣内　　翔４Ｂ 坂手健一郎 ３Ｃ 森　　章洋 ４Ｄ 片井　大介

３ ５
Ｃ

岡
部　

竜
丞

１４Ｃ 一ツ田祐也 ３Ａ 坂口　遼河

５
Ｂ

谷
口　

智
哉

１５Ｂ 谷口　智哉 ３Ｃ 冨塚　優介
５Ａ 庄田　圭佑 ３Ａ 釘貫　拓実 ３Ｄ 則村　隆文

２４Ｂ 上北　崇弘 ３Ｂ 垣内　　翔 ２４Ａ 光定　佑真 ３Ｂ 坂本　隼太４Ｄ 片井　大介 ３Ｂ 中本　崚也 ４Ｂ 坂手健一郎

３５Ｃ 岡部　竜丞 ３Ａ 武輪　育磨 ３４Ａ 高橋　　諒 ３Ｂ 片井　　涼
－ － ３Ｄ 髙澤　昂生 ４Ａ 鎌倉　央昇

４ ５
Ｄ

熊
代　

大
輝

１
５Ｄ 熊代　大輝

－ －

５
Ａ

井
上　
　

智

１５Ａ 井上　　智
５Ａ 小柴　康平

４Ｃ 中西　浩平 ３Ａ 釘貫　拓実
４Ｄ 石徹白翔太 － －

２５Ｃ 藤本　隼斗 ５Ａ 小柴　康平 ２５Ｂ 三善　　巧 ４Ｄ 田中　浩碁
４Ｂ 田中　琢磨 ３Ｄ 髙澤　昂生

３
５Ｂ 長谷部智洋

－ － ３５Ａ 庄田　圭佑
４Ａ 澗隨　良輔

４Ａ 峯　　良太 ３Ａ 坂口　遼河
５Ａ 大重　季輝 － －

５ ５
Ｃ

中
山　

翔
太

１５Ｃ 中山　翔太 ４Ｃ 島本章太郎

５
Ｄ

土
肥　

聖
平

１５Ｄ 土肥　聖平 ４Ａ 大重　優輝
４Ｃ 三木　　翼 ３Ａ 武輪　育磨

２５Ａ 藪内　太士 ４Ａ 大重　優輝 ２５Ｃ 山﨑　脩平 ４Ｃ 島本章太郎
４Ａ 澗隨　良輔 ３Ｃ 森　　章洋

３５Ａ 杉谷　優治 ４Ａ 鎌倉　央昇 ３５Ａ 杉谷　優治 ５Ａ 東　　翔平
４Ｄ 田中　浩碁 ４Ｃ 三木　　翼

６

５
Ａ

井
上　
　

智

１１Ｅ 大橋　一徳 ４Ｄ 尾嵜　成真
５
Ｄ

熊
代　

大
輝

１１Ｅ 大橋　一徳 ４Ｄ 尾嵜　成真５Ａ ファルク ５Ａ ファルク

２５Ａ 井上　　智 － － ２５Ｄ 熊代　大輝 － －１Ｅ 井谷　　真 ４Ａ 峯　　良太

５
Ｄ

土
肥　

聖
平

３５Ｃ 本間　和雅 ５Ａ 東　　翔平

５
Ｂ

長
谷
部
智
洋

３５Ａ 藪内　太士 － －５Ｃ 西畑　慶一 ４Ｂ 田中　琢磨

４５Ｄ 土肥　聖平 ５Ａ 奥村　健斗 ４５Ｂ 長谷部智洋 － －５Ｃ 山﨑　脩平 ４Ａ 井上　　諒

５５Ｂ 三善　　巧 ５Ｃ 菊地　悠太 ５５Ｃ 本間　和雅 － －５Ｃ 垣内　拓也 ４Ｄ 石徹白翔太

７ ４
Ｄ

久
保
朱
里
－４Ｄ 久保　朱里

４Ｃ 平井　芳佳 ５
Ｃ

坂
本
実
紀
－４Ｃ 尾﨑　芽衣

４Ｃ 平井　芳佳

３Ｃ 沼　　　優 ４Ｂ 木下　侑依

８ － ５
Ｃ

岡
部　

竜
丞

１５Ｃ 藤本　隼斗 ５Ｃ 菊地　悠太
２５Ａ 大重　季輝 ５Ａ 奥村　健斗

３５Ｃ 垣内　拓也 － －５Ｃ 西畑　慶一

４１Ｅ 井谷　　真 － －５Ｃ 岡部　竜丞
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5．6．2　避難訓練
　柑紀寮では、寮生全員を対象とした避難訓練を毎年２回実施している。第１回目は、新しい寮生
を迎えた４月15日（火）に行った。
　午後４時30分に１号館２階で火災が発生したという想定のもと火災報知器が鳴らされると、火災
発生現場の確認後、寮内緊急放送により避難命令が出された。寮生たちは指導寮生・副指導寮生に
誘導されながら、各自日頃から準備している非常用持出袋を持って避難場所である図書館棟前駐車
場（オガタマの丘）に避難した。その後、すみやかに指導寮生・副指導寮生による寮生全員の点呼
がなされ、避難命令を伝える寮内放送から14分46秒で全員の安全が確認された。
　第２回目の避難訓練は、10月16日（木）に夜間の火災を想定
して行われた。午後７時に８号館２階で火災が発生したという
想定のもと火災報知器が鳴らされると、火災発生現場の確認後、
寮内緊急放送により避難命令が出された。今回は実際に即して、
避難場所の駐車場に車が止めてある状態で行われたため、例年
よりフロアごとの着席・点呼まで時間がかかり、避難命令から
全員の安全が確認されるまで20分９秒の時間を要した。

5．6．3　新入寮生（１年生）との交流
　柑紀寮では新１年生の生活指導が最も重要であると考え、指導寮生と新１年生の親睦を深める交
流イベントを４月（ウェルカミングパーティー）と１月（ニューイヤースポーツフェスティバル）
に指導寮生委員会が中心となって実施している。

（１）ウェルカミングパーティー
　４月26日（土）に新入寮生歓迎イベント「第19回ウェルカミングパーティー」を開催した。パー
ティーには１年生140名と指導寮生、副指導寮生及び学寮関係教職員の約180名が参加し、バレー
ボール大会とカレーパーティーを行った。

　バレーボール大会では、指導寮生をチームリーダーとした24
チームが予選リーグと決勝トーナメントを戦い、最強チームの
座を争った。熱戦の末みごと優勝したのは２号館２階「sexy
ポーズ」チームで、フロア優勝は１号館２階となり好プレー・
珍プレー・ファインプレーに大いに盛り上がった。
　熱戦終了後には、２～５年生女子寮生の有志による手作りカ
レーライスが参加者に振る舞われた。今年は、刺激的な「漢前
カレー」や隠し味を凝らした「おつカレー」「チキンカレー」

「大人の魅惑ハヤシライス」「キングオブキーマカレー」「シーフードカレー」等、様々な味付けで
個性に富んだカレーを一緒に汗を流した者同士で、仲良く山盛りのカレーを満喫した。

（２）ニューイヤースポーツフェスティバル
　４月の「ウェルカミングパーティー」とともに、１年生と指導寮生の親睦を図る交流イベント
「ニューイヤースポーツフェスティバル」が１月17日（土）に開催された。昼間のバレーボール大
会は、男女合わせて25チームが参加し、３号館３階「Porte di More」が優勝した。その後、恒例

非常持出袋を持って避難する寮生

先輩寮生による手作りカレー
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の新春餅つき大会が寮食堂で催され、参加者たちは豚汁やぜん
ざい、きな粉、おろしポン酢など様々な味付けでお餅をほお
ばっていた。

5．6．4　救急救命講習会
　５月17日（土）に御坊市消防本部の龍田、前田両隊員の指導
の下で普通救命講習会を実施し、指導寮生・副指導寮生19名、
一般寮生１名の合計20名（内女子６名）、寮関係教職員２名の
計22名が受講した。この講習会は、過去に寮内で学生が急死したことをきっかけとして毎年この時
期に行っているもので、今回で18回目となる。柑紀寮では、非常時に即座に対応できるように、常
日頃から学生寮で寮生指導に当たっている指導寮生・副指導寮生の中で、未受講者を中心に受講生
を募集した。

　講習会への参加者は、講師から心肺蘇生法などの説明を受け
た後、ダミー人形を相手に人工呼吸、心臓マッサージ、AED
（自動体外式除細動器）による心臓電気ショック等の実技を体
験した。また、質疑応答では、出血を起こしている人に対して
は、例えば圧迫しての止血を行いながらでも、説明された心肺
蘇生を行う方が良いなどの説明があり、非常に有意義であった。
講習会の最後には、修了試験に相当する効果測定が行われ、参
加者全員が熱心に取り組んだ結果、全員が合格となった。

5．6．5　第６回柑紀寮ビジネスマナー講習会

　４年生を対象とした第６回柑紀寮ビジネスマナー講習会を５月21日（水）に開催した。今年度は
寮生だけでなく、通学生も多数参加し、学生94名が参加した。
　今回は「スーツの着こなし」と題して、青山商事（株）の江
川御坊店長、若林岸和田店長等により１時間の講習が行われた。
内容は身だしなみについて、スーツ着こなしのポイント、就活
マナー等であった。若林店長の時折ユーモアを交えた講習は参
加者に大変好評であった。実技指導では、ネクタイの結び方、
挨拶の仕方、面接時の姿勢、お辞儀の仕方について学んだ。丁
寧な説明で分かり易く、ためになったとの意見が多く、有意義
な講習会となった。

5．6．6　第８回柑紀寮テーブルマナー講習会
　10月９日（木）28日（火）に分けて、５年寮生を対象とした「第８回柑紀寮テーブルマナー講習
会」を実施した。この講習会は、寮生が将来経験するかもしれない正式な西洋料理の会食に備えて、
毎年実施されている。５年寮生は全員スーツ姿の正装で、会場である紀州南部ロイヤルホテルのレ
ストラン「四季」を訪れ、フランス料理のコースディナーを味わいながら、テーブルマナーの説明
を受けた。

餅つきをする１年生

真剣に取り組む受講生

説明を熱心に聞く受講生

48



　寮生は初め緊張気味であったが、講師の雑談や豆知識を織り
交ぜた興味深い説明を聞いているうちに、次第にリラックスし
て食事と会話を楽しんでいた。どの寮生もこの講習会には大満
足な様子であり、「良い経験になった」、「講師の方の説明が分
かりやすかった」「とても美味しかった」などの感想が聞かれ
た。

5．7　寮生会活動

5．7．1　寮生総会
　寮生総会は５月に開かれ、寮生会長の選挙が行われた。知能機械工学科４年の古谷翔太郎君が寮
生会長として信任された。寮生会の主な活動は、寮祭、学寮スポーツ大会、広報誌「ナダデココ」、
文集「潮風」の発行である。また、大きな特長として後述するグリーンキーパー活動がある。

5．7．2　寮祭
　今年度の寮祭は、６月27日（金）から29日（日）にかけて開催された。このイベントは毎年前期
中間試験後のこの時期に寮生会主催により行われており、寮生活の一大イベントとなっている。中
でも、最終日の富くじ抽選会は、参加やゲームの結果に応じて富くじがもらえるので、富くじの獲
得枚数も一つの目標となっている。

　27日（金）19時から階段教室にて映画が上映され、28日
（土）には第１、第２体育館でスポーツ大会が開催され、
バレーボールには26チームが参加し、午前中は４ブロック
に分けてリーグ戦により予選を、午後には予選により各ブ
ロックから２チームずつ選ばれた８チームによるトーナメ
ント戦が行われた。さらに19時から、階段教室にて２本目
の映画が上映された。
　29日（日）には第２体育館で寮のフロア対抗ミニゲーム

大会が行われ、午前中には「みんじゃん」、「スリッパ飛ば
し」、「五人六脚」、「フリースロー」、午後には「ぐるぐる
バット」、「障害物競走」が行われ、各フロアの代表者が景
品である富くじを一枚でも多く得るため、必死の戦いを見
せていた。最後には、表彰と富くじ抽選会が行われ、一眼
レフカメラ、タブレットＰＣ、ハードディスク、自転車等
の豪華賞品が幸運な当選者に贈られ、寮祭は幕を閉じた。

5．7．3　グリーンキーパー活動
　グリーンキーパー活動とは寮生のボランティア活動のことで、今年度は233名の寮生が参加した。
活動内容は昨年度と同じく、家庭菜園班（34名）、花壇班（19名）、溝掃除班（24名）、寮内ゴミ拾
い班（44名）、寮外ゴミ拾い班（35名）、草刈り班（20名）、ペットボトル回収班（36名）、アメニ

食事を楽しむ受講生

映画上映会

フリースロー競技
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ティースペース掃除班（21名）の８班に分かれ、年間を通じてそれぞれの班が10回以上、寮近辺の
美化活動や環境整備活動に励んだ。家庭菜園班は、昨年に引き続き、畑作りに精を出した。
　また、今年度は、野球部員29名も寮内環境美化に努め、休日に清掃等、活動を行った。

5．8　自己点検結果

　待望の新棟が６号館隣（海側）に建設され、８月28日（木）に新学生寮８号館完成式典を挙行し
た。柏木御坊市長、県中学校長会会長湯川氏、上野山同窓会長ほかの来賓を招き、寮生代表らとと
もに除幕などの完成式が行われた。８号館は鉄筋コンクリート４階建て、個室100室となっている。
９月１日より男子高学年用（４、５年生および専攻科生）として供用を開始した。新棟８号館は、
男子寮としては初めて館内に風呂場を備えており、風雨に影響されずに風呂場に行けると８号館寮
生に非常に好評である。この風呂場は寮生自らが毎日掃除を行っており、寮生の協調性を高める一
つの要因となっている。また、寮室ドアの色や補食室の装備等が従来と異なり、他の号館にはない
館内の雰囲気となっている。さらに、３、４階の廊下や寮室からは、紀伊水道を眺望することがで
きる等の特徴がある。８号館の完成で男子寮６棟、女子寮２棟の規模となり、恒常的な寮室不足が
かなり解消される見込みである。
　定員が100名増加したにも拘らず、寮食堂や厨房の拡充
はなされていない。そのため、配膳や調理の効率化を図る
必要があった。配膳に関しては、完全な複列配膳は食堂の
構造上難しかった。そこで、給食業者の協力と指導寮生の
アイデアを得て、部分的な複列配膳を実施した。また、調
理効率化に関しては、年度当初に配分された学寮環境整備
費を新規厨房機器購入費用に充て、厨房に新規機器を導入
することで生産能力向上を図った。これらにより、特に昼
食時における食堂入り口に生じる寮生の長い列を解消することができた。
　平成26年４月から寮生の日課を一部変更した。それは、クラブ活動を19時までとし、自習時間を
20時から21時30分までの90分としたことである。この自習時間内において、低学年は60分間をコア
タイムとして設定し、その時間内は自席で勉強することとした。そして、この時間に合わせて、学
寮指導教員が１、２年生の寮室を巡回し、自席で勉強しているかどうかを確認し、記録した。その
記録に基づいて、毎日勉強する習慣についての確認と習慣付けに対する指導ができるようになった。
　指導寮生・副指導寮生の研修については、柑紀寮と同様な地理的条件の阿南高専学生寮を訪問し
た。阿南高専は海に近く、学寮における津波時の避難訓練を行っていた。阿南高専の学寮では、津
波発生時に学寮棟の屋上に避難するように指導していた。その屋上には非常用発電機が設置され、
非常用物品が寮内に備蓄されていた。また、寮内には補食室がなく、土、日曜日の食事もすべて寮
食堂で摂ることとなっていた。この交流を通じて、柑紀寮における津波発生時対策に関する指導寮
生の意識を高めることや他高専学寮のシステムと柑紀寮のシステムとの相異を理解することができ
た。
　１月13日（火）には、本校スクールカウンセラーの福田紗希先生に女子寮生全員を対象とした講
演を開催して頂いた。これは、気軽に学生相談室を利用してもらうために生活指導の一環として

完成した８号館
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行ったものである。講演内容は、カウンセラーの仕事についての紹介、性格判断に使用するエゴグ
ラム説明と活用法、自己理解等についてであった。講演後、参加者全員にアンケートを実施し、講
演についての感想を聞いた。その結果、86％の女子寮生から本校のカウンセラーを知れてよかった
との回答を得た。１月26日（月）には、同様の講演会を３年男子寮生を対象として開催した。こち
らのアンケート結果からも、性格判断は就職時に役立つと思うといった肯定的な感想を得ることが
できた。次年度においても、本校スクールカウンセラーによる講演会開催を計画していきたいと考
えている。
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6．1　地域共同テクノセンター

　本センターは、本校における共同利用教育研究施設として、学生の産業技術教育の充実、職員の
共同研究の活性化と推進、地域産業の発展に貢献することを目的として活動している。具体的な業
務として、①民間等への研究協力、技術協力および技術指導に関すること、②公開講座、講演会及
び講習会の実施に関すること、③研究奨励費の交付に関すること、④学内共同研究等に関すること、
⑤学生の実験及び卒業研究に関すること、⑥その他センター長が必要と認めたものを掲げている。
以下に、本業務に沿って平成26年度の活動を報告する。

6．1．1　民間等への研究協力、技術協力及び技術指導に関すること
（１）共同研究・受託研究・技術相談
　本年度の実績は以下のとおりであり、技術相談件数が昨年の26件より大幅に増加した。これは、
特命教授２名体制で取り組んだ成果である。さらに、今年度は技術相談から共同研究・受託研究に
発展させることを目標に取り組み、実績を挙げることができた。技術相談については、対応した教
員に技術相談補助金を配分した。

共同研究 受託研究 技術相談
件　数 ８件 ４件 36件
金　額 1,260千円 2,393千円

（２）外部資金の導入
　外部資金（科研費を除く）の本年度の受け入れ実績は以下のとおりである。

受託事業 補助金（科研費除く） 寄付金
件　数 ２件 ３件 13件
金　額 3,684千円 3,972千円 5,549千円

　また、受託事業と補助金（科研費除く）事業の一覧を下記に示す。

担当者 支援機関・事業名等 支援課題等の名称
知能機械工学科
　教　授　北　澤　雅　之
　准教授　津　田　尚　明

文部科学省
大学間連携共同教育推進事業

ＫＯＳＥＮ発“イノベーティブ・ジャパン”
プロジェクト　（取組代表：東京工業高等専
門学校）

環境都市工学科
　教　授　辻　原　　　治
　准教授　三　岩　敬　孝

文部科学省
大学間連携共同教育推進事業

近畿地区７高専連携による防災技能を有した
技術者教育の構築（取組代表：明石工業高等
専門学校）

知能機械工学科
　准教授　津　田　尚　明

日本学術振興会
ひらめき☆ときめきサイエンス
～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI（研究成果の社会還
元・普及事業）

公開講座「ロボットの『しくみ』で学ぶ知能
機械工学～センサ活用編～」

環境都市工学科
　教　授　靏　巻　峰　夫

高等教育機関コンソーシアム和
歌山
大学等地域貢献促進事業

資材ストック量を考慮した災害廃棄物量の予
測手法に関する研究

総合教育科
　教　授　森　川　　　寿

文部科学省
学校施設の防災力強化プロジェ
クト

学校規模や地域特性を踏まえた、避難所とし
ての防災機能強化策の検討

各 施 設 の 活 動6
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6．1．2　公開講座等の実施に関すること
（１）公開講座

講座名 開催日 開催場所 担当 参加人数 対象者

全方位移動車や飛行機の原理を学ぼう ７/26（土） 本校 北澤 38 中学生

マイクロコンピューターで電子回路 ７/26（土） 本校 佐久間 20 中学生

世界の化学・生物実験 ７/26（土） 本校 綱島、岩本、
西本（真）、奥野 38 小・中学生

地理情報システム（GIS）を用いて津波
ハザードマップを作成しよう ７/26（土） 本校 小池 17 中学生

－メタルゴム鉄砲を作ろう－ ７/29（火） 本校 技術支援室
（生産・加工グループ） 14 小学５年生

～中学生

手作り顕微鏡でミクロ生物を探そう ７/29（火） 本校 技術支援室
（化学・環境グループ） 10 小学５年生

～中学生

ホバークラフトの製作 ７/29（火） 本校 技術支援室
（電気・情報グループ） 21 小・中学生

おもしろ科学の実験工作教室 ８/４（月）～
　８/５（火）

和歌山県工業
技術センター

山口、岡本、中嶋
（ロボット教育センター） 42 小学４年生

～中学生

夏休み自由研究お助け教室in新宮 ８/５（火） 新宮市民会館 教務委員会 １ 中学生

おもしろ科学の実験工作教室 ８/６（水） 田辺商工
会議所

山口、岡本、中嶋
（ロボット教育センター） 17 小学４年生

～中学生

ソーラーカーを作ろう ８/19（火） 本校 山口 24 小・中学生

世界の化学・生物実験
～Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ：唯一の存在～ ８/26（火） 本校 楠部 16 中学生

お手軽アニメーション作成 ８/30（土） 本校 メディアセンター 17 中学生～一般

電脳ロボットを作ろう ８/30（土） 本校 森、村田 13 中学生

な
る
ほ
ど
体
験
科
学
教
室

空気砲をつくろう 11/１（土） 本校 樫原 10 小学１年生～
小学４年生

ゼロから作ろう
～必ずまわる強力モーター～ 11/１（土） 本校 早坂 10 小学４年生～

中学３年生

ＬＥＤの光に音楽データを乗せた
光通信を体験しよう！ 11/１（土） 本校 岡本 ６ 小学５年生～

中学３年生

ロボットカーを走らせよう 11/１（土） 本校 森 ９ 小学５年生～
中学３年生

トンボ玉を作ろう 11/１（土） 本校 土井、林（純） 15 小学１年生～
中学３年生

ヒノキ和紙でウチワをつくろう 11/１（土） 本校 山田
技術支援室 ７ 小学１年生～

中学３年生

Making PC 11/１（土） 本校 メディアセンター
技術支援室 ６ 小学５年生～

中学３年生

ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI（研究成果の社会還元・普及事業）

ロボットの『しくみ』で学ぶ知能
機械工学～センサ活用編～ ７/26（土） 本校 津田 16 中学生

53



（２）出前授業・実験
　地域の市町村にある教育委員会などの要請により、出前授業や出前実験を積極的に実施した。
●ごぼう商工祭2014

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット操縦体験 ５/25（日） ロボット教育センター 山口 500 小学生～
一般

●御坊市名田中学校
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

水質調査実験 ６/９（月） 環境都市工学科 小林 19 中学３年生
留学生交流事業 ９/29（月） 国際交流委員会 留学生 18 中学２年生
液体窒素実験 12/５（金） 物質工学科 岩本 18 中学２年生
●御坊市子ども会育成会連絡協議会

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者
「夏休み子ども工作体験」
ウインドカーをつくろう‼ ７/24（木） 知能機械工学科 早坂 28 小学生

●塩屋公民館
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

夏休み子ども特別教室（科学教室）
ペットボトル掃除機 ７/25（金） 技術支援室

花田
小川
櫻井

15 小学校高学年

セメントで色あざやか文鎮作り ７/28（月） 環境都市工学科 三岩 15 小学生
●由良町中央公民館

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者
夏休み子ども講座
ソーラーカーをつくろう ８/７（木） ロボット教育センター 山口 18 小学生

●田辺市青少年育成市民会議　龍神地区協議会
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

科学教室
「名犬ロボットを作ろう」 ８/８（金） ロボット教育センター

山口
中嶋
天野

25 小学生

●日高川町土生区ボランティア会（なごみ会）
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

やさしい科学教室
「ホバークラフト作り」 ８/18（月） ロボット教育センター

山口
中嶋
天野

22 小学生

●御坊市社会福祉協議会　藤田子どもクラブ
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

ロボコンと遊ぼう ８/26（火） ロボット教育センター 山口 18 小学生

電脳ロボットを作ろう トンボ玉を作ろう

54



●田辺市立芳養児童センター
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

芳養児童センターチャレンジ教
室「トンボ玉を作ろう」 11/８（土） 物質工学科 土井 25 小学４～

６年生
●有田川町立白馬中学校

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者
文化祭講座　
「セメントで文鎮づくり」 11/15（土） 環境都市工学科 三岩 10 小・中学生

及び教員
●紀の川市立麻生津小学校

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者
地球からのメッセージ
「～地震について考えよう～」 11/27（木） 環境都市工学科

技術支援室
辻原
小川 21 小学６年生

●白崎青少年の家「体験の風をおこそう」実行委員会
講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット教室
「親子でロボット体験」 11/30（日） 知能機械工学科 津田 26 小学生と

その家族
ロボット教室
「親子でロボット体験２」 ２/８（日） 知能機械工学科 津田 27 小学生と

その家族
●湯浅町教育委員会

講座名 開催日 担当 講師 参加人数 対象者
湯浅わくわくチャレンジ教室
センサで動くロボット ２/21（土） 知能機械工学科 津田 25 小学生

（３）地域イベント等

イベント名 開催日と開催場所 主　　催 出展内容など
宮子姫みなと
フェスタ

11月２日（日）
日高港

御坊市、
御坊市観光協会

ロボット等を出展し、操縦体験
　ロボット教育センター　山口利幸教授

名田小学校防
災訓練

11月13日（木）
御坊市名田小学校 御坊市名田小学校 防災に関する講演会

　環境都市工学科　小池信昭准教授

青少年のため
の科学の祭典
－おもしろ科
学まつり－和
歌山大会

12月13日（土）～
　　14日（日）
和歌山大学

青少年のための科学
の祭典・和歌山大会
実行委員会、（一財）
雑賀技術研究所、日
本物理教育学会近畿
支部、（公財）日本
科学技術振興財団・
科学技術館

実行委員長　
　知能機械工学科　津田尚明准教授
ブース出展「サイコロゲーム～アルゴリズム
を見て感じろ」
　電気情報工学科　謝孟春教授
ブース出展「砂のふしぎ～地震による地盤の
液状化～」
　環境都市工学科　林和幸准教授

きのくにロ
ボットフェス
ティバル2014

12月14日（日）
御坊市立体育館

きのくにロボット
フェスティバル実行
委員会

出展『高専ロボコンの解説と実演』
　電気情報工学科　山口利幸教授

ホバークラフト作り ウインドカーをつくろう‼ ソーラーカーをつくろう
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6．1．3　教育研究奨励助成
　教育研究奨励助成は２つの領域から成り、研究領域Ａでは教育方法・システムの開発・学生およ
び教職員の健康管理・メンタルヘルスに関する研究、研究領域Ｂでは本校が今年度から力を入れて
いる科学研究費補助金の獲得を目指した研究、新任教員のスタートアップ研究、その他外部資金の
獲得に繋がる研究として募集した。審査の結果、下表のテーマを採択した。

～教育研究奨励助成（研究領域Ａ）～

１ 学寮における地震時被害想定と対策手法立案に資する基礎調査 環境都市工学科 林和幸

～教育研究奨励助成（研究領域Ｂ）～

１ 磁気粘性流体の粘度特性を解明するＭＰＳ法カップリング解析
および実験的研究 知能機械工学科 早坂良

２ ロボットの故障にロバストなアドホックネットワークを形成す
る自律分散アルゴリズム 知能機械工学科 村山暢

３ 可視光空間通信に関する研究 電気情報工学科 岡本和也

４ ＭＤ用金属原子の力場パラメータを用いたAFMに関するシ
ミュレーション 物質工学科 岩本仁志

５ 和歌山原産柑橘ジャバラ由来抗肥満成分の探索とその作用機序
の解明 物質工学科 奥野祥治

６ 脂質二分子膜に与えるω－Cyclohexyl fatty acid 影響 物質工学科 西本真琴

７ 脂質膜のストレス依存性分子認識機能に基づくアミロイド線維
沈着の包括的解明 物質工学科 森田誠一

８ カルマンフィルタを用いたリアルタイム津波予測手法 環境都市工学科 小池信昭

９ 生体センサによる人の地震ストレス評価と地震体験装置を活用
した地震防災教育の高度化 環境都市工学科 林和幸

10 小動物用簡易サンルームに関する研究 技術支援室 小川忠繁

11 イノベイティブエンジニア育成のための学生実験テーマ「太陽電池作製」の創設 技術支援室 中嶋崇喜

12 水環境中における病原細菌及びウイルス濃度の分布調査とその汚染源の追跡 環境都市工学科 小林彩乃

13 マルチエージェントシステムによる災害時の避難方式の検討 電気情報工学科 謝孟春

14 無線メッシュネットワークを用いた平常時および災害時用センサネットワークに関する研究 電気情報工学科 村田充利

15 御坊由来の原料を用いた地酒製造 物質工学科 楠部真崇

16 地方都市における高齢者の運転免許自主返納の支援方策に関する基礎的研究 環境都市工学科 伊勢昇

6．1．4　戦略的研究助成（学内共同研究等）
　学内共同研究を促進するとともに、地域の活性化に貢献することを目的に、戦略的研究助成を創
設している。本学の教員または技術支援室員３名以上で構成され、①和歌山の特性や地域性を有し、
社会的ニーズが高く、横断的なテーマで、②関連企業や自治体が参加・協力できる研究テーマであ
り、採択後２年以内に外部補助制度、共同研究・受託研究などで外部資金を獲得できるテーマとし
て募集を行った。審査の結果、下表のテーマを採択した。
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テーマ名 研究者名
１ 水産物中における有用成分への圧力処理の影響（継続） 西本真琴・土井正光・花田雅司
２ インテリジェント ＬＥＤ照明用調光制御装置の研究開発（新規） 岡本和也・楠部真崇・寺西信

6．1．5　その他必要な事項
（１）科学研究費補助金
　本校の教育・研究の基盤をなす教員の個人研究を推進するとともに、外部資金の獲得を目指して、
科学研究費補助金への申請を奨励している。申請書の書き方等のFD講演会や個別相談等を行った
結果、新規申請数と継続数を合わせた申請数は増加しており、平成26年度は新規申請36件に対して
７件が採択され、前年度からの継続分５件を合わせて、本校初の２ケタとなる12件の採択であった。
　最近５年間の申請、採択件数と補助金額を下表に示す。

年　度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
新規申請数 29 31 33 33 36
新規採択数 ３ ２ ３ ２ ７
継続数 ２ ４ ４ ４ ５
合計採択数 ５ ６ ７ ６ 12
補助金額（千円） 7,228 8,814 7,930 7,540 16,640

　平成26年度の採択課題12件は以下のとおりである。
新・継 区分 研究課題名 研究代表者名

新規 若手 松葉杖歩行訓練のための「見守り・付き添い」型バーチャ
ル・トレーナーロボットの開発 知能機械工学科 津田尚明

新規 基盤 資源豊富な元素を用いた次世代型CZTSSe薄膜太陽電池の作製
に関する研究 電気情報工学科 山口利幸

新規 基盤 雷リスクマネジメントのための洋上設備接地構造の体系化 電気情報工学科 山吹巧一

新規 基盤 生体機能を利用した液相・気相中ホルムアルデヒドの分解除
去技術の開発 物質工学科 米光裕

新規 基盤 芳香族リン系イオン液体による導電性高分子の高機能化と色
素増感太陽電池への応用 物質工学科 綱島克彦

新規 基盤 実写映像を援用した災害時住民避難シミュレーションシステ
ムの構築 環境都市工学科 辻原治

新規 若手 Sスターの軌道解析によるいて座Aスターの自転運動の解明 環境都市工学科 孝森洋介
継続 基盤 半導体ガスセンサの過渡応答を用いた臭い識別装置の開発 電気情報工学科 藤本晶

継続 若手 ディスク形MHD加速機によるエネルギー印加時のプラズマ
挙動の解明 電気情報工学科 竹下慎二

継続 若手 微高圧炭酸ガス殺菌メカニズムの速度論的解明と有効微生物
プロファイルの作成 物質工学科 楠部真崇

継続 若手 個人属性と地域特性を考慮した買い物支援策選択モデルの構
築 環境都市工学科 伊勢昇

継続 基盤 オランダ植民地期インドネシアのバティック産業の展開 総合教育科 赤崎雄一

　さらに、27年度募集に向けて、FD講演会として科研セミナーを２回（９／８、10／７）開催す
るとともに、申請書の書き方の個別相談を実施し、15名が活用した。教育研究奨励助成の採択者に
は翌年度以降の科研費への申請を義務付けた。その結果、新規申請は37件となり、継続分９件と合
わせた申請数は46件で過去最高となった。
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（２）産官学技術交流会事業
　和歌山工業高等専門学校産官学技術交流会（事務局：御坊商工会議所）および南紀熊野産官学技
術交流会（事務局：田辺商工会議所）を中心として、技術交流を深めている。

［和歌山工業高等専門学校産官学技術交流会］
月　日 内　　容 場　所

６月12日（木）

総会
講演「ネットワークロボティクスとスワームロボティ
クス：理論から応用まで」
　　　知能機械工学科　助教　村山暢

御坊市「花ご坊」

　本交流会の活動をより実効的にする取組みとして、会員企業とハイブリッド型植物水耕栽培技術
の開発に関するプロジェクトを立ち上げた。
［南紀熊野産官学技術交流会］

月　日 内　　容 場　所
４月15日（火） 総会 田辺市「ガーデンホテルハナヨ」
８月18日（月） ８月例会 田辺商工会議所
１月20日（火） １月定例会 田辺市「丸長」

　交流会会員企業との交流を促進するために、例会以外に幹事会にも本校から吉野総務企画係長が
出席することにして、例会の企画や技術相談案件の収集行った。

（３）和高専・次世代テクノサロンおよび南紀熊野産官学技術交流会テクノサロン
　NPO法人次世代エネルギー研究所等と連携して、地域の自治体、企業、住民等が抱える課題等
をテーマに取り上げ、講演と情報交換会を「和高専・次世代テクノサロン」として開催している。
本年度は、下記のとおり６回開催した。

開催日 講演者 講演題目

７月24日（木）

和歌山工業高等専門学校　特命教授　田中勇次 これまでの地域活力支援研究会の実績報告

技術士　浦博善　氏 印南町の耕作放棄地復旧と地域活性化への挑
戦事例紹介

和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター長　山口利幸 地域課題に着目した研究開発や事業化支援

８月25日（月）

和歌山工業高等専門学校
環境都市工学科　助教　小林彩乃 水環境に関する研究紹介

真妻わさび生産事業者　平井健　氏 真妻わさびの栽培について
株式会社　エイワット　
代表取締役　柴田政明　氏 地域におけるスマートコミュニティの未来像

９月27日（土）

和歌山工業高等専門学校
知能機械工学科　准教授　津田尚明

ロボット研究開発事例紹介－WARAIロボッ
ト－

テルモ株式会社
ISO室　栗本益也　氏 医療機器の品質安全に関わって

10月23日（木）

和歌山工業高等専門学校
知能機械工学科　助教　村山暢 医療・介護ロボットの現状と展望

和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター長　山口利幸 医療・介護ロボット研究交流会

12月４日（木）

和歌山工業高等専門学校
環境都市工学科　准教授　三岩敬孝 台風12号による被害状況

和歌山県
企画部長（国土強靭化担当）　野田寛芳　氏 国土強靭化政策に関する地域防災

１月22日（木） グローバル人材研修講師
堅田十三生　氏 グローバルな展開のための日本力
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　また、南紀熊野産官学技術交流会等と連携して、地域の自治体、企業、住民等が抱える課題等を
テーマに取り上げ、講演を「南紀熊野産官学技術交流会テクノサロン」として開催している。本年
度は、下記のとおり４回開催した。

開催日 講演者 講演題目

７月15日（火） 和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター長　山口利幸

田辺エリアへの太陽光発電システム導入の可
能性

８月18日（月） 和歌山工業高等専門学校
環境都市工学科　助教　孝森洋介

画像処理技術を用いた雲の種類分けプログラ
ムの開発

12月19日（金） 和歌山工業高等専門学校
電気情報工学科　教授　藤本晶

「和歌山県における特産品開発」－紀南地方
の発展を目指して－

２月17日（火） 和歌山工業高等専門学校
物質工学科　准教授　奥野祥治

技術相談から共同研究へ ～はじめる産学連
携と成功事例～

（４）和歌山高専技術懇話会
　産官学の技術交流や最新の情報交換を図るため、本校独自の研究奨励費補助に基づいて教育研究
奨励研究発表会を開催し、産官学の交流を深めた。研究成果の詳細については本校地域共同テクノ
センターから発行される「広報」に掲載される。

開 催 日　平成27年３月10日（火）
場　　所　本校会議室
研究発表　戦略的研究　　２件
　　　　　教育研究Ａ　　１件（教育方法等）
　　　　　教育研究Ｂ①　11件（科研）
　　　　　教育研究Ｂ②　１件（スタートアップ）
　　　　　教育研究Ｂ③　４件（その他奨励）

（５）各種イベントでの広報・情報収集活動
　本校の研究シーズ等を広報するために、各種イベント等で発表した。

イベント名 開催日と開催場所 主催 出展など

６次産業化と
明日へのもの
づくり新技術
説明会

８月20日（水）
北海道大学

（独）国立高等専門学
校機構、長岡技術科学
大学、豊橋技術科学大
学、（独）科学技術振
興機構

「新食感『もちもちマグロ』の開発と販売」電気
情報工学科　藤本晶教授

和高専・次世代テクノサロン

技術懇話会・教育研究奨励研究発表会
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全国高専テク
ノフォーラム

８月21日（木）
札幌コンベンショ
ンセンター

（独）国立高等専門学
校機構

広報「和歌山高専シーズ集」の配布
「新食感『もちもちマグロ』の開発と販売」電気
情報工学科　藤本晶教授
「近隣自治体からの技術相談への対応と新しい研
究の創出」電気情報工学科　村田充利准教授
「和歌山県原産柑橘ジャバラの成分を利用した食
品開発」物質工学科　奥野祥治准教授

国際フロン
ティア産業
メッセ2014

９月３日（水）～
５日（金）
神戸国際展示場

国際フロンティア産業
メッセ2014実行委員会

「可視光を用いた映像データ通信装置」電気情報
工学科　岡本和也准教授　
「なた豆茶」物質工学科　楠部真崇准教授　

第23回わかや
まテクノ・ビ
ジネスフェア

11月12日（水）
アバローム紀の国

（公財）わかやま産業
振興財団、和歌山県、
（一社）和歌山情報
サービス産業協会

「低価格なディジタル信号重畳伝送方式の提案」
電気情報工学科　岡本和也准教授　
「日高町がお届けする『なた豆茶』」物質工学科
　楠部真崇准教授　

グリーンイノ
ベーション
EXPO2014

11月12日（水）～
14日（金）
東京ビッグサイト

（公社）化学工学会、
（一社）日本能率協会

「微生物学的安全性を保障するための科学的根拠
に基づく衛生水質基準値設定方法の提案」
環境都市工学科　小林彩乃助教

MOBIO-Cafe 
Meeting

11月19日（水）
クリエイション・
コア東大阪

ものづくりビジネスセ
ンター大阪（MOBIO）

「デマンド型交通システムの開発とその有効性に
関する実践的研究」
電気情報工学科　謝孟春教授

ビジネス・エ
ンカレッジ・
フェア2014

12月９日（火）～
10日（水）
大阪国際会議場

池田泉州ホールディン
グス、池田泉州銀行

「組込み機器に最適化した電源線信号伝送技術の
開発」電気情報工学科　岡本和也准教授
「水産物における圧力効果」
物質工学科　西本真琴准教授

（６）ものづくりビジネスセンター大阪との連携
　ものづくりビジネスセンター大阪MOBIO（モビオ）は、大阪府がクリエイション・コア東大阪
に開設した、府内全域の中小ものづくり企業のための「ものづくりの総合支援拠点」である。
MOBIO-Café Meetingに参加したことを契機に、MOBIOから本校へ、連携機関へ参加の申し出が
あった。本校として、地域貢献を推進する上で、本校のシーズを広報し、相談窓口を大阪府内に開
設することは有益であると考え、連携機関への参加を決定した。今後、大阪府内の企業からの技術
相談等に対応する体制が整備できた。

（７）企業技術者等活用プログラム
　高専機構が実施する企業技術者等活用プログラムに本校から「外部資金で運用できるコーディ
ネータ制度の構築」を申請し、採択された。本校卒業生や退職教員を活用した和歌山高専人材バン
クを平成20年度に立ち上げ、現在220名の登録者を擁し、地域貢献等の活動を行っている。本プロ
グラムは、本校に人材バンク登録をした技術者等を活用して、技術・研究相談等の地域連携事業を
より充実させ、共同研究・受託研究等に発展させた地域貢献を展開するとともに、科研費等を含め
た競争的資金への申請書作成を支援することで外部資金の獲得を目指すものである。特に、３年後
には、コーディネータに係る経費を外部資金で賄える体制の構築を目指す。初年度となる平成26年
度はコーディネータとして２名の特命教授を任用し、活動を展開した。その結果、技術相談件数が
増加し、さらに受託研究に繋げることもできた。さらに、科研費申請書の個別相談も行い、申請件
数や採択件数の増加を図ることができた。また、人材バンクの活用として、次世代テクノサロン講
師や各種イベントへの協力を得た。
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（８）広報・シーズ集の発行
　和歌山工業高等専門学校地域共同テクノセンター広報・シーズ集Vol.23
を発行して、各機関へ配布するとともに、イベント等でも配布した。

6．1．6　自己点検結果
　高専機構が近畿地区拠点校の奈良高専に配置している産学官連携コー
ディネータによる活動として、科研費獲得セミナーや個別相談、研究助成
金情報の提供、高専のシーズ紹介機会の確保などが実施された。特に、も
のづくりビジネスセンター大阪MOBIOでの広報の機会を提供していただ
き、本校が連携機関に登録できたことは大阪エリアへの大きな足掛かりと
なった。従来よりも近畿地区高専への関わりが増加してきており、今後は共同研究・受託研究の実
施や研究助成金の採択などに発展できるように努力する必要がある。
　企業技術者等活用プログラムによる特命教授の任用や南紀熊野産官学技術交流会の幹事会への参
加によって技術相談件数が昨年度の26件から本年度36件へ増加した。さらに、技術相談で受けた案
件から受託研究に発展した事例もあり、本校の研究シーズが外部資金の獲得に繋がった好例である。
今後も共同研究・受託研究に繋がるように技術相談に積極的に対応していきたい。
　平成26年度科研費への新規申請36件と継続分５件を合わせた申請件数41件は前年より増加してお
り、新規採択は７件で継続分５件と合わせて、初めて２桁の12件の採択数になった。しかしながら、
科研費に申請できる資格を有する教員プラス技術職員の人数に対する申請率は十分というレベルで
はない。これを少しでも改善するために、平成26年度教育研究奨励費助成の申請要件を見直し、平
成27年度科研費への申請や個別相談を受けアドバイザーの助言等を考慮して申請書を作成すること
を条件とした。さらに、申請書の書き方などに関するFD講演会を実施した。このような取り組み
の結果、平成27年度科研費への新規申請37件と継続分９件を合わせて46件の申請件数に増加した。
平成27年度の新規採択は４件で継続分９件と合わせて13件の採択件数になり、平成26年度を上回っ
た。本センターでは科研費への申請増加に向けた全学的な議論も行っており、他高専での取組み等
も参考にして科研費を含む外部資金の獲得増加に向けて、従来以上の取組み強化を図りたい。
　地域貢献は高専にとって重要な活動の一つであり、本年報でそれらを網羅することに努めた。件
数としては相当数の実施であるが、特定の教職員に限定されている一面がある。教育・研究・地域
貢献のバランスも考慮しながら、できるだけ多くの教職員が関われるように努めていきたい。
　また、運営費交付金が減少する中で、外部資金の獲得に積極的に取り組むことも重要であり、引
き続き、科研費等の申請に向けた努力を積み重ねたい。

6．2　ロボット教育センター
　平成20年度に、和歌山高専におけるロボットに関わる教育の進展と地域におけるロボットを活用
した科学技術の理解促進に貢献することを目的として、本センターを設立した。平成26年度の活動
を以下に報告する。

6．2．1　きのくにロボットフェスティバル2014
　本イベントは、高専ロボコン2006全国大会で本校チームが準優勝したことを契機にして、子供た

広報・シーズ集
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ちにものづくりや科学技術に興味を持ってもらい、和歌山県
や日本の発展を支える人材に育ってほしいとの願いから、和
歌山県、和歌山県教育委員会、御坊市、御坊市教育委員会、
御坊商工会議所、和歌山高専、和歌山高専産官学技術交流会
が実行委員会を組織して、2007年から毎年開催している。近
畿地区６高専、岐阜高専、徳島県立あすたむらんどこども科
学館（2012年～）に加えて2014年から小山高専と松江高専が
新たに共催に、また後援には、文部科学省、経済産業省、
（一社）高等専門学校連合会、（独）国立高等専門学校機構も入っていただき、文部科学大臣賞や
経済産業大臣賞などの表彰がある全国規模の大会である。
　12月14日（日）、御坊市立体育館において、第８回目となる「きのくにロボットフェスティバル
2014」が開催された。本フェスティバルのメイン企画である「全日本小中学生ロボット選手権」で
は、近畿、東海、関東、中国、四国の16ブロックと全国から出場可能な全国ブロックで予選を勝ち
抜いた代表による決勝大会が行われた。小学生部門は、六足歩行ロボットを使って、自コート内の
遭難者（紙コップ）を救いだし、自コート内の救護エリアに遭難者（紙コップ）を搬入し、相手よ
り早く５人を全員無事救出（コップが立ったまま救護エリアに搬入）できれば「任務完了」で勝利
となる。競技時間は２分間で、38チームによるトーナメント方式で行われた。予選会を勝ち抜いた
選手だけに、任務完了で決着のつく試合も多かった。決勝戦は、ツナマヨチップス（和歌山県紀の
川市立池田小学校　生地巧君）とワイヤーロボ（和歌山県紀の川市立池田小学校　関本恭悟君）の
和歌山県第１ブロック代表同士の対戦となった。激戦を制して優勝したのはツナマヨチップスで、
遭難者（紙コップ）が固定台を越える際に倒れることなく救出できる機能性と一度に複数の遭難者
（紙コップ）を保持して移動できる足回りの安定性が群を抜いていた。

　全日本小中学生ロボット選手権・中学生部門の競技課題は
「フライングゲット！」で、相手コートに置かれたゴールか
ごにバドミントンのシャトルを入れる競技で、入ったバドミ
ントンのシャトル数が多い方が勝ちとなる。ただし、時間内
であってもゴールかごの上空にセットされたＶゴールかごに
１個でもバドミントンのシャトルが入ると「Ｖゴール」とな
り、その時点で勝者となる。同決勝大会は34チームによる
トーナメントで行われた。相手コートのゴールかごは、自

コートから進入禁止エリアをはさんで約80ｃｍ離れており、如何にバドミントンのシャトルをゴー
ルに飛ばすか、最も工夫を要する点である。決勝戦に進んだのは、ともにＶゴールを毎試合達成し
てきたシュリンプ（和歌山県紀の川市立粉河中学校　粉河中学校技術部チーム）とカシオペア555
（奈良県大和郡山市立片桐中学校　吉村晴也君）となった。両方のロボットともに、シャトルを１
個だけ取り込みＶゴールかごに素早く投げる機構を有していたが、シュリンプが正確さに優り先に
Ｖゴールとなり栄冠を勝ち取った。
　きのくに高校生ロボットコンテストは「花束リレー！プロポーズ大作戦！」の競技課題で、県内
から選抜された８チームによるトーナメント方式で行われた。手動ロボットと自動ロボットがあり、
手動ロボットはスタートエリアから出発して花束を取り込み、自コートにある自動ロボットに花束
を受け渡す。自動ロボットは自コート内の障害物等のあるコースをセンサ等を利用して自動ロボッ

全日本小中学生ロボット選手権・小学生部門

全日本小中学生ロボット選手権・中学生部門
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トゴールエリアまで走行し、再び手動ロボットが自動ロボットから花束を受け取り、花束ゴールに
入れる競技である。試合時間２分間で、先に花束ゴールに花束を入れると勝ちとなる。決勝戦は、
和歌山工業高校メカトロ技術部Ｂチームの清西丸と和歌山工業高校機械工作部Ⅱチームの対戦とな
り、接戦の末、花束を先に入れた和歌山工業高校メカトロ技術部Ｂチームの清西丸が優勝の栄冠を
獲得した。
　スーパーロボットショーでは、（独）産業技術総合研究所のヒューマノイドロボットＨＲＰ－２
や消防庁の消防用偵察ロボットFRIG‒Mが登場し、観客を魅了した。海外からも韓国の制御ロボッ
トシステム学会の「ロボットダンス」、伝統公演芸術振興財団の「韓国伝統文化ロボット」やソウ
ル光云大学の「プレイノイドロボット」が登場した。高専ロボコンチームのデモンストレーション
では、2014全国大会でアイデア賞の鈴鹿高専、ベスト８で近畿地区大会優勝の神戸市立高専、そし
て、和歌山高専（技術賞）が登場し、ロボットが高く積んだ蒸籠（せいろ）を見事に運ぶ動きを実
演した。
　本フェスティバルでは、さらに、ロボット操縦体験コーナーも設け、コンテスト参加者以外の一
般来場者もロボットの操縦を体験することで興味を持っても
らうことに努めた。また、「わかやま産業を支える人づくり
プロジェクト展」、小中学生発明の「私たちのくふう展」、
「御坊市少年少女発明クラブ展」、「わかやまソフトウェア・
CG コンテスト展」も併設された。
　今回のフェスティバルでは、メインステージの配置を体育
館中央に移し、ステージ３面からの観戦・応援を可能にする
工夫を図った。本変更は大会運営面で好評であった。

6．2．2　アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテストコンテスト2014
　高専ロボコンは、全国から57校62キャンパスの高等専門学校が参加する全国規模の教育イベント
である。各キャンパスから２チームがエントリーし、全国８地区（北海道・東北・関東甲信越・東
海北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄）で開催される地区大会に出場し、そこで選抜された25チー
ムにより全国大会が開催される。平成22年度から、高専ロボコンチームの募集、選出や大会終了ま
での支援について、本センターが担当している。
　平成26年度の第27回大会の競技課題「出前迅速」は、出前ロボットがソバの蒸籠（せいろ）を出
前先に届ける競技である。スタート地点のお店から出前先の間には、スラローム・角材・傾斜の３
つの障害があり、これらを乗り越えて、競技時間３分間で、少しでも多くの蒸籠を出前したチーム
が勝利となる。
　10月26日（日）に、近畿地区大会が、高砂市総合体育館（兵庫県高砂市）で開催され、近畿地区
の高等専門学校７校から14チームが出場した。本校からは、Ａチームの「鯨走軽迅（ケイソウケイ
ジン）」とＢチームの「おっちー」の２チームが出場した。本校Ａチーム、Ｂチームともに準決勝
に進出したが、両チームとも準決勝では接戦の末、神戸市立高専、奈良高専チームにそれぞれ惜敗
した。しかし、Ａチームは、２回戦で本大会最も多い33枚の蒸籠を運び、技術賞を受賞し、審査員
推薦で全国大会出場を射止めた。本校チームの全国大会出場は、連続９回目（通算16回目）となる。
　全国大会は11月23日（日）に両国国技館で開催され、全25チームがトーナメント形式で対戦した。
参加25チーム中最多となる連続全国大会出場記録を９年に更新している本校チームは、１回戦は九

高専ロボコンロボットの実演
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州沖縄地区代表の鹿児島高専と対戦して、40枚の蒸籠を
運んで勝利し、幸先良いスタートを切った。２回戦は地
区大会記録31枚の蒸籠を運び九州沖縄地区を制した熊本
高専八代キャンパスとの対戦となり、大接戦の末、48枚
対44枚の僅差で残念ながら惜敗した。本戦いを制した熊
本高専八代キャンパスがその後無敵の強さを発揮し、優
勝とロボコン大賞のダブル受賞となっただけに、２回戦
が大きな分岐点となった。今回も優勝には手が届かな

かったが、多くの蒸籠を安定して運ぶ技術力の高さが認められ、本校としては初となる「技術賞」
を受賞した。全国大会の出場メンバーは、選手３名は電気情報工学科４年　前井康秀君、同４年　
竹中未来君、同２年　安村啓太郎君、ロボットの整備等を担当するピットメンバー５名は知能機
械工学科２年　松下諒君、同１年　地坂圭右君、同１年　堀内睦之君、電気情報工学科２年　
森岡奈々絵さん、同２年　林広教君である。
　本校ロボコンチームの活躍は、近畿地区大会が11月16日（日）、全国大会が12月29日（月）NHK
総合テレビで放送された。さらに、「きのくにロボットフェスティバル2014」等の各種イベントに
も出展し、子供たちの科学技術への興味向上に貢献した。
　今年度の近畿地区大会では、副競技委員長として本校知能機械工学科の西本圭吾教授（本セン
ター副センター長）が運営に参画した。さらに、平成27年度は本校が近畿地区大会の開催校となる
ことから、運営に向けた準備を進めた。

6．2．3　教育イベント等への参画・協力
　センターでは、各種の教育イベント等に協力している。これらへの協力を通じて、多くの方々の
科学技術やものづくりへの関心をより一層高めることは、次代を担う優秀な人材を育成する礎にな
ると同時に本校が果たすべき社会貢献の一つであると考えている。これらの活動の一部は、本校の
出前授業等として実施された。本センターが平成26年度に行った活動を以下に示す。（※詳細は６．
１地域共同テクノセンター（52ページ）を参照）

ロボット教育センターが協力した教育イベント数

公開講座 出前授業 地域イベント等

２件 ５件 １件

6．2．4　自己点検結果
　きのくにロボットフェスティバルは今回で８回目を迎え、今回から関東地区の小山高専と中国地
区の松江高専が全日本小中学生ロボット選手権へ参画していただき、全国規模の大会として発展し
てきている。また、運営面で、観戦や応援がメインステージに近いところから行えるように、メイ
ンステージを体育館中央へ配置する形式に変更した。その結果、メインステージ３面からの観戦が
可能となり、より熱の入った応援等を行えるようになった。来場者等に好評であったので、このよ
うな工夫を今後も続けていきたい。一方、参加者や来場者の増加に合わせて、より細やかな対応も
求められるようになり、十分な準備を行っていく必要がある。
　本センターは高専ロボコンの競技課題発表の４月から全国大会開催の11月までの期間、本校ロボ
コンチームの支援を行っている。部品調達、作業の安全管理、練習場所の確保、大会参加の手続き、

全国大会のＡチーム「鯨走軽迅」
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技術の継承など支援内容に一定の目途が見えてきた。今までの支援の効果もあり、９年連続全国大
会出場を果たすことができた。今後も、引き続き、的確な支援に努めていきたい。また、近畿地区
大会と全国大会の応援団の募集、引率について、本年度から本センターが担当することになり、所
定の席数に近い人数で実施できた。
　高専ロボコン2015近畿地区大会の世話校を本校が担当する予定になっており、その準備段階とし
て、高専ロボコン2014近畿地区大会（世話校は明石高専）の副競技委員長を本センターの西本圭吾
副センター長が務めた。さらに、本センターのメンバーが地区大会の視察も行い、2015近畿地区大
会の担当に向けた準備を進めた。当該大会が成功裏に開催できるように努力していきたい。
　WARAIロボットについては、平成25年新年の実演で故障し、財源の問題から修理できず、平成
26年、27年新年には出展できなかった。WARAIロボットの今後の扱いについて日高川町と相談し
て決めていきたいと考えている。平成27年度に開催される「紀の国わかやま国体」の事業の一環と
して、キャラクター「きいちゃん」をモチーフにしたウェルカムボードを製作することになってお
り、その機械部分の作製依頼が平成27年３月に御坊市からあり、平成27年度に開発協力する予定と
なっている。

6．3　メディアセンター

6．3．1　情報処理教育センター
　情報処理教育センターでは、情報処理教育の推進と学内ネットワークの維持管理を行っている。
今年度は下記の事業を行った。

6．3．1．1　公開講座「お手軽アニメーション作成」
　８月30日（土）に本校図書館棟第３演習室において公開講
座「お手軽アニメーション作成」を実施した（講師：村田充利
准教授、森徹准教授）。本講座は中学生から一般までを対象
とし、一般家庭にあるパソコンを使って、画像の編集やアニ
メーションの仕組みを解説し、実際にアニメーションを作成
することを目的として平成19年度から実施している。今年は
17名の中学生が参加した。今回は、「スクラッチ」というあ
らかじめ用意された命令についてブロックを組み上げる要領でプログラムを作成するフリーウエア
を使って、アニメーションから簡単なゲームの作成までを行った。
　参加者は、講師の村田准教授の説明を聞きながら、犬が走っていくアニメーションを作成し、そ
の後、動き回るお化けに捕まらずにゴールまでたどり着くゲームの作成をおこなった。各々、お化
けの数や動きを工夫しながら作って楽しんでいた。終了後のアンケートも概ね好評であり次年度以
降も実施していく予定である。

6．3．1．2　パソコンの組み立て（なるほど体験科学教室）
　11月１日（土）に「Making PC」とのテーマで、パソコン組み立ての体験を行った。これは、平
成26年度理工系教育推進事業「なるほど体験科学教室」で開設している公開講座の一つで、小・中

実習風景
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学生を対象に科学のおもしろさを知ってもらう目的で毎年実施しているものである。参加者は小中
学生６名であった。講師は情報処理教育センターのスタッフ
寺西信技術専門職員、眞田順技術職員が担当した。
　パソコンのBIOS設定を行い、Linux（Knoppix）を起動し、
動作確認やインターネット接続を行った。参加者全員が集中
して作業に取り組み、全員のパソコンが正常に動作した。終
了後のアンケートでは、「とても楽しかった」との感想が多
く、今後も継続していきたいと考えている。

6．3．1．3　情報処理教育システムの更新
　各演習室の教育用パーソナルコンピュータの更新を行った。
Windows8.1をホストOSとしたPC140台と、教育用サーバー
３台を設置した。教育用パソコンは、本校の教育・研究・地
域連携を情報という側面から支え、コンピュータ利用の基礎、
IT応用ソフトの利用、および各種言語によるプログラミン
グの学習等に活用されている。

6．3．1．4　情報セキュリティ
　情報セキュリティ推進委員会ではコンピュータや携帯電話
などの情報機器による情報漏えいの防止やサイバー犯罪に巻
き込まれないように学内への啓発活動を行っている。本年度
は２月10日（火）に平成26年度情報セキュリティ講演会「Ｉ
Ｔ護身術のスゝメ」を開催した。講師は綜合警備保障株式会
社（ALSOK）の竹内祥氏で、本校教職員26名が参加した。
講演の中で竹内氏は、ソーシャルネットワーキングサービス
等を通じて、個人情報を外部に出しすぎている事例を参考に

炎上や身元特定された発信者のその後や、最新のサイバー犯罪における手口のランキング等も紹介
され、参加者に注意を促した。

6．3．1．5　自己点検結果
　情報処理教育センターでは、公開講座「お手軽アニメーション」、なるほど体験科学教室「Making 
PC」を行った。受講生からも良い評価を得ており、今後とも継続予定である。毎年開催している
情報セキュリティに関する講演会を２月に開催し、教職員26名の参加者を得た。今後も、近年増加
するサイバー犯罪や情報漏洩などの問題に適切に対応するために教職員や学生の意識向上に努める
予定である。
　第１から第３演習室および専攻科のマルチメディア教室の教育用PCおよびサーバーを５年ぶり
に更新した。新しいシステムで情報処理などの教育に大いに活用できると思われる。今後の施設改
修にあわせて情報処理教育センターの施設・設備を図書館棟にまとめ、本校の情報収集・発信の拠
点とするメディアセンターとして発展を図る予定である。

パソコン組み立て風景

更新した第３演習室

竹内氏の講演
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6．3．2　図書館
　本校図書館は、「誰もが親しみ、利用しやすく」を目標に、諸施策の実施や機材導入・改善の努
力を続けている。学内に対しては、読書感想文コンクール、教員・学生による図書推薦、学生図書
委員会による「図書館だより」発行等を図書館設立当初より継続して実施している。平成22年度か
らは、年間貸出冊数の多かった優良利用者を表彰している。さらに平成24年度からは読書スタンプ
ラリーを開始するとともに平成25年度からは学生が自ら書店で図書館所蔵用の図書を購入する
「ブックハンティング」も開始した。また、視聴覚コーナーを設置して館内所蔵のビデオやCD・
DVD・BD・LD等をいつでも利用できるようにしている。今年度から貸出可能なDVDライブラリー
の充実と貸し出しを開始した。
　蔵書目録はデータベース化されており、図書の検索が館内の検索端末機によるほか、館外からは
インターネットによっても可能である。平成23年度には長岡技術科学大学と高専間の統合図書館シ
ステムに加入し、それに伴いシステムを一新した。館内の検索端末機や館外のインターネットから、
本校図書館のみならず、全国の高専と長岡技術科学大学図書館の蔵書検索が可能になった。

6．3．2．1　「図書館だより」の発行
　学生図書委員が中心となり教員図書委員の指導のもと、パソコンで編集した４色刷りの「図書館
だより」を年２回発行（第127号、第128号）した。編集はメディアセンター長（野村英作）、副セ
ンター長（右代谷昇）および図書委員が行った。図書委員（指導教員）、学生編集担当者は次の通
りである。
　　第127号：村山暢（知能機械工学科）、岩本仁志（物質工学科）、吉田芳弘（総合教育科）

前田和輝（１Ａ）、柏木明人（１Ｃ）、長谷川滉（２Ａ）、金川優羽（２Ｃ）、
小阪拓真（３Ａ）、前田朋美（３Ｃ）、坂本真也（４Ａ）、藤井琢真（４Ｃ）、
藪内太士（５Ａ）、宮﨑輝実（５Ｃ）

　　第128号：徳田将敏（電気情報工学科）、三岩敬孝（環境都市工学科）
内田一誠（１Ｂ）、岡田卓真（１Ｄ）、菊山かのん（２Ｂ）、宮本泰成（２Ｄ）、
片井涼（３Ｂ）、中村圭佑（３Ｄ）、中泰晶（４Ｂ）、濵﨑勇巳（４Ｄ）、
田中博峻（５Ｂ）、面矢建次郎（５Ｄ）

6．3．2．2　ブックハンティング
　６月14日（土）、和歌山市内の大型書店で、本校学生33名らによる「ブックハンティング」を実
施した。これは前年度からスタートした本校図書館の企画で、学生図書委員らが中心になり、図書
館所蔵用の図書を書店に行って自分たちで直接選ぶというもので、時間的な余裕を持つために今年
度は土曜日に実施した。
　この日、TSUTAYA　WAYガーデンパーク和歌山店を訪れた学生らは、仲間たちが図書館で読
むことになる本を自由に選んで購入を決めた。学生たちは広大な店内で、専門書や小説、趣味の本
など色々な分野の本を思い思いに手に取り、１冊ずつ楽しそうに選んだ。全部で162冊の本を購入
することができた。購入した図書は夏休み前の７月から特設コーナーを設置して貸出をしている。
昨年度と同様に学生への貸出率は高く、好評であった。来年度以降も継続する予定である。
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6．3．2．3　読書感想文コンクール
　「読書感想文コンクール」への応募作品は４編で、その中か
ら、第１席１編、第２席１編、佳作２編の作品が選ばれた。表
彰式は11月11日（火）に行われ、入賞者には堀江振一郎校長か
ら賞状と賞品（図書カード）を授与した。第１席、２席の作品
は『図書館だより』128号に掲載された。入賞作は次の通りで
ある。

第１席　物質工学科５年　宮﨑輝実
 星野道夫が語った自然と人（星野道夫『ノーザンライツ』、新潮社）
第２席　環境都市工学科１年　岡田卓真　
 読書を通して考える（池井戸潤『鉄の骨』、講談社文庫）
佳　作　物質工学科１年　佐藤夏暉
 『Amazonで変なもの売ってる』
 （谷山浩子『Amazonで変なもの売ってる』、イースト・プレス）
佳　作　エコシステム工学専攻２年　﨑山智伊
 『東方儚月抄～Cage in Lunatic Runagate』の籠
 （ZUN『東方儚月抄～Cage in Lunatic Runagate』、一迅社）

6．3．2．4　スタンプラリー
　平成24年度から開始した学生向けのイベント「読書スタンプラリー」を今年度も実施した。学生
は実施期間内にエントリーしてスタンプカードを入手する。図書館所蔵の本を借りる際にコメント
シートを受け取り、レビューを記入して返却時に提出するとスタンプが１個もらえる。スタンプが
５個貯まると図書カードが１枚もらえるしくみである（１人２枚まで）。図書紹介のレビューは館
内または図書館棟玄関前に掲示され、図書館利用の促進に役立てている。実施状況は下表の通りで
ある。

スタンプラリーのエントリー数と達成数

エントリー数 達成数（のべ人数）

平成24年度 25名 14名

平成25年度 30名 16名

平成26年度 37名 23名

読書感想文コンクール表彰者

ブックハンティングコーナー（図書館）書店でのブックハンティング
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6．3．2．5　その他の活動
　その他下記の活動を行った。
・４月に新入生、編入生、留学生、新任教員に対して図書館の利用についてのオリエンテー
ションを行った。
・３月３日（火）の終業式において優良利用者３名を表彰した。表彰者は次の通りである。
　　　電気情報工学科１年　玉置天地、　　物質工学科４年　倍詩織、中村慎
・年度初めに長期貸出中の研究用図書の確認を行い、夏季休業中には蔵書点検を実施して、蔵
書の管理を徹底して行った。
・４回実施された校内大掃除の際、書籍の配列の乱れを学生が整理することで、図書が「日本
十進分類法」に基づいて配架されていること、この規則性が図書館利用を容易にしているこ
との認識を深めた。
・地域のみでなく、全国レベルでの資料提供を促進するため、所蔵図書のNACSIS‒CAT（国
立情報学研究所が運営している全国の大学図書館等の総合目録データベース）への遡及入力
を昨年に引き続き行っている。

6．3．2．6　ＤＶＤライブラリーの貸出
　本校では視聴覚コーナーを設置して館内所蔵のビデオや
CD・DVD・BD・LD等をいつでも利用できるようにしてい
る。しかし、そのほとんどは館内利用に限定されていた。そ
こで、多くの学生や教職員などが広く利用できるように昨年
度末から図書館で貸出可能なDVDライブラリーの収集を開
始し、本年度に貸出コーナーを設置した。今年度末に30タイ
トルのDVDライブラリーが揃った。

6．3．2．7　和歌山地域コンソーシアム図書館
　県内の高専・大学および地域の公共図書館が参加する「和歌山地域図書館協議会」は「和歌山地
域コンソーシアム図書館」を平成13年度に開始、同10月より「蔵書情報の検索・提供サービス」が
Web上から利用可能となった。本校では平成15年２月13日（木）から同サービスを開始している。
　また、平成26年10月６日（月）～10月27日（月）の間、和歌山地域コンソーシアム図書館巡回展
「紀伊山地の霊場と参詣道」を開催した。これは、和歌山地域図書館協議会が運営するWeb上の

仮想の図書館「和歌山地域コンソーシアム図書館」の事業の
一環で、今年、紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産登録10周
年を迎えるにあたり、企画したものである。この巡回展は、
和歌山県立図書館から始まり、和歌山大学、和歌山高専、高
野山大学の順に巡回した。本校での期間中はパネル展示の他、
和歌山県立図書館から借り受けた５冊の希少本の展示及び本
校図書館所蔵の関係書籍の貸出を行った。

ＤＶＤ貸出コーナー

巡回展
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6．3．2．8　利用状況
　今年度の図書館利用状況は、以下のとおりである。
　入館者数は減少傾向を示しているが、貸出冊数は、横ばい傾向にある。分野別に見ると「歴史」
「自然科学」「産業」「芸術」「言語」分野が昨年度を下回っているが、残りの分野は全て増加して
いる。今後、この水準を向上させていくためには、授業と図書館との関連をより密接にするととも
に、一般教養書などの蔵書の充実が必要である（表６.１、表６.２）。
　本校図書館は地域にも公開しており（平成12年８月１日より）、学外利用者登録者数はほぼ横ば
いで推移しているが、学外利用者入館者数は平成24年度と比較して大巾に減少した（表６.３、表
６.４）。中高校生、大学生の入館もあり、学習の場として積極的に利用されている。

6．3．2．9　自己点検結果
　本校の「図書館だより」の発行システムは教員・学生図書委員の協力のもとに効率よく機能を果
たしており、今年度も２回発行した。
　図書館利用促進策として、平成24年度から読書スタンプラリーを開始するとともに平成25年度か
らはブックハンティングを実施した。スタンプラリーではエントリー数が年々増加しており、達成
者のべ人数も過去最高の23名となった。今後もいっそうの周知・宣伝活動に努めたい。２年目とな
るブックハンティングは学生図書委員を中心に昨年より10名多い33名の参加者を得て実施すること
ができた。昨年度の反省から今年は時間的な余裕をもって選書できるように土曜の午前に出発した。
また、予算も昨年度の10万円から20万円に倍増させたため、昨年度の２倍以上の162冊を購入した。
学生が自ら選書し購入した図書は昨年同様に常に貸出率が高く、本企画は来年度も継続させていき
たいと考えている。また、読書感想文コンクールについては、ここ数年は課題として課せられたク
ラスからの応募が主となっており、自主的な応募は少ないのが現状である。今回も全クラスへの周
知を図っているのにもかかわらず、夏休みの課題としたクラスがなかったため、９月の締め切り日
には応募者がなかった。そこで、締め切り日を延長し、再度募集したところ４名の学生から応募が
あった。このような状況から本企画の存続を含めて対応を検討していく必要があると考えられる。
その他に、昨年度末から準備を進めてきた貸出可能なDVDライブラリーの収集を進めた結果、今
年度末に30タイトルのDVDが揃ったため、貸出コーナーを設置した。
来年度以降、さらにライブラリーを充実し、図書館利用の促進に繋げた
い。
　県内の大学や公立図書館で組織する和歌山地域図書館協議会では今年
初めて和歌山地域コンソーシアム図書館巡回展「紀伊山地の霊場と参詣
道」を開催し、地域へのPRを行った。訪れた地域の住民の方は少なかっ
たが、平成27年度には高野山開創1200年を記念した巡回展が予定されて
おり、継続することによりさらに多くの住民の方の参加が期待できると
思われる。
　来年度以降の課題としては下記の２点が挙げられる。
１．国立国会図書館が平成26年１月から100万冊に及ぶデジタル化資料
を全国の図書館で利用できるサービスの提供を開始した。増大するデジタル化資料への対応が急が
れる。本校図書館でも利用できるように国立国会図書館への承認申請を進めてきたが、利用規程の
整備に手間取り今年度の利用は叶わなかった。来年度の早い時期に運用できるように努力したい。

巡回展ポスター
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２．図書館棟の改修計画を立案中である。交流や自主学習ができるスペースを広くとったゆとりあ
る空間をもつ図書館として生まれ変わる必要がある。また、情報処理教育センターの設備を図書館
棟に集約し、メディアセンターとして機能的に運用する計画である。早期の予算獲得を目指したい。
　以上、本図書館は、本校の教育・研究、地域産業に関する技術資料等の厳選と蔵書増にますます
努めるとともに、一般教養図書についても学内外からの要望をできるだけ受け入れられるように努
力したい。さらに、各地域の図書館との連携を活かした情報提供サービスをより向上させ、紀南の
情報発信源としての積極的な取組みを果たすことが求められている。情報処理教育センターととも
に、メディアセンターの両輪として、本校の教育を積極的に支援していきたい。

表6．１　入館者数

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

昼　　　　間
（8：30～17：00）

14,943人
（1,061）

14,705人
（540）

14,276人
（984）

－人
（－）

12,419人
（323）

夜　　　　間
（17：00～21：00）

4,287人
（148）

4,679人
（96）

4,680人
（310）

－人
（－）

5,045人
（117）

合　　　　計 19,230人
（1,209）

19,384人
（636）

18,956人
（1,294）

20,797人
（－）

17,464人
（440）

＊（　　　）は、一般利用者（内数）
＊定期試験期間中の夜間開館は、17：00～21：50
＊平成25年度は入館システム故障のため、退館カウンターによる概算。時間別や利用者種別の統計は算出不可。

表6．2　貸出冊数
分類（ＮＤＣ） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
０　総　　記 81冊 103冊 89冊 102冊 141冊
１　哲　　学 69 75 42 86 156
２　歴　　史 168 128 145 164 145
３　社会科学 215 233 233 246 298
４　自然科学 1,071 1,068 909 985 926
５　技　　術 888 677 784 592 626
６　産　　業 35 22 30 27 26
７　芸　　術 722 736 939 653 533
８　言　　語 324 739 736 572 490
９　文　　学 1,408 1,500 1,634 1,906 2,124
図 書 合 計 4,981 5,281 5,541 5,333 5,465
　　雑　　誌 283 299 190 144 227
合　　　　計 5,264 5,580 5,731 5,477 5,692
　
土曜日貸出冊数（内数）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
296冊 286冊 300冊 190冊 197冊

＊貸出冊数については、昼間・夜間の区分はしていない
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表6．3　一般開放に伴う学外利用者職業別登録者数
区　　分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
小　学　生 1人 0人 1人 0人 1人
中　学　生 6 4 8 1 6
高　校　生 1 5 6 3 3
大　学　生 3 0 1 5 4
専門学校生 0 3 0 0 0
会　社　員 5 4 8 6 10
公　務　員 2 2 4 3 5
農　　　業 0 0 0 0 1
自　営　業 0 1 1 0 3
主　　　婦 0 0 1 1 0
そ　の　他 19 18 26 26 22
新規登録者計 37 37 56 45 55
年度更新者計 45 41 37 39 30
合　　　計 82 78 93 84 85

表6．4　一般開放に伴う学外利用者入館者数

　平成21年度

利用時間 平　　　日 土　曜　日 合　　　計
　9時～17時 402人 402人
17時～21時 189人 189人
10時～16時 52人 52人
合　　　計 591人 52人 643人

　平成22年度

利用時間 平　　　日 土　曜　日 合　　　計
　9時～17時 913人 913人
17時～21時 148人 148人
10時～16時 148人 148人
合　　　計 1,061人 148人 1,209人

　平成23年度

利用時間 平　　　日 土　曜　日 合　　　計
　9時～17時 420人 420人
17時～21時 96人 96人
10時～16時 120人 120人
合　　　計 516人 120人 636人

　平成24年度

利用時間 平　　　日 土　曜　日 合　　　計
　9時～17時 825人 825人
17時～21時 310人 310人
10時～16時 159人 159人
合　　　計 1,135人 159人 1,294人

＊平成25年度は入館システム故障のため、時間別や利用者種別の統計は算出不可。
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6．4　技術支援室

6．4．1　学生の実験・実習、卒業研究及び課外活動等の技術支援
　学科やメディアセンターからの要請を受けてそれぞれのグループで対応した。また、例年通り１
週間単位の担当表を作成し、掲示板にアップしている。
【生産・加工グループ】

知能機械工学科の実習・実験・授業・卒業研究
専攻科の特別実験
課外活動の加工指導

【電気・情報グループ】
電気情報工学科の実験・授業・卒業研究
知能機械工学科の実験
情報処理教育センターを使用する授業
情報処理教育センターの授業以外の利用時の管理

【化学・環境グループ】
物質工学科の実験
環境都市工学科の実習・実験・授業・卒業研究
一般科目「化学Ⅰ」の実験
課外活動の指導

表6．5　一般開放に伴う学外利用者分類別貸出数
分　　類 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

０　総　　記 15冊 16冊 2冊 4冊 7冊
１　哲　　学 3 1 6 1 9
２　歴　　史 9 11 13 11 11
３　社会科学 19 11 7 14 8
４　自然科学 37 75 25 13 15
５　技　　術 75 59 57 28 17
６　産　　業 10 4 2 1 0
７　芸　　術 45 22 39 7 28
８　言　　語 9 8 0 20 37
９　文　　学 333 217 231 101 50
　　雑　　誌 24 7 12 4 30
合　　計 579 431 394 204 212

　平成26年度

利用時間 平　　　日 土　曜　日 合　　　計
　9時～17時 287人 287人
17時～21時 117人 117人
10時～16時 36人 36人
合　　　計 404人 36人 440人
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6．4．2　工作機器・実習設備等の保守・管理等
　学科やメディアセンター等からの依頼により、それぞれのグループで対応した。
【生産・加工グループ】

ものづくりセンター内の機器全般の保守・管理
知能機械工学科各実験室試験機等の保守・管理

【電気・情報グループ】
基幹系システムに関する維持・管理
教育系システムに関する維持・管理
アンチウィルスサーバ構築・管理

【化学・環境グループ】
pHメータ、分光光度計、オートクレープ、振 器等の保守
微生物の植え継ぎ保存
測定機器整備・点検（原子吸光装置・イオンクロマト・pH計・蒸留水製造装置）
材料施工実験室の整理整頓、器具の保守
構造実験室の整理整頓、器具の保守
水理実験室の整理整頓、器具の保守
毒劇物の使用状況の確認
専攻科実験室の整理

6．4．3　教員の教育・研究活動に伴う技術支援
　教員や学生課教務係等からの依頼により支援を行った。

SEM維持修理
引張り試験機治具の作製
学生用ネットワークの設定作業（無線関連）
コンピュータトラブル対応
教務システムの基幹ＬＡＮへの接続に関する業務
学内共有サーバへの接続対応（トラブル、アクセス制御等）
バックアップ用アンケートサーバ構築
３Ｄスキャナを使用した橋梁調査
自動車の３Ｄスキャン
専攻科生の研究支援
気象観測装置の設置と運用の助言

6．4．4　地域連携活動に伴う技術支援
　各グループが担当する『メタルゴム鉄砲を作ろう』､『ホバークラフトの製作』､『手作り顕微鏡で
ミクロ生物を探そう』の公開講座と『ペットボトル掃除機』の出前授業を化学・環境グループが
行った。さらに、ロボット教育センターからの依頼による「きのくにロボットフェスティバル
2014」や本校の教員やメディアセンター等が中心となって行う公開講座・出前授業に対して種々の
支援を行った。
【公開講座】
（１）技術支援室担当
　①メタルゴム鉄砲を作ろう　　　生産・加工グループ
　７月29日（火）に本校ものづくりセンター内で開催し、小・中学生14名が参加した。参加者
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はボール盤を使った穴あけ加工・ネジ切り/やすり掛け
など手仕上げ加工を実体験しながら、全員がアルミ板で
組み上げたゴム鉄砲を作り上げることができた。
　完成後は試射を兼ねた的撃ちで遊び、出来上がったゴ
ム鉄砲の完成度に満足している様子であった。終了後の
アンケートでは全員から「楽しかった、またやりたい」
と高評価の意見を頂き、本講座を通じてものづくりの楽
しさを経験してもらうことが出来た。

　②ホバークラフトの製作　　　電気・情報グループ
　電気・情報グループでは、公開講座「ホバークラフトの製作」を７月29日（火）に開催した。
　この講座は、ホバークラフトの製作を通じて、ものづくりの楽しさを体験することを目的と
している。
　参加者は、小学生17名、中学生４名の計21名であった。講師の紹介の後、ホバークラフトの
製作を開始した。製作手順を写真でスクリーンに順次表示し、それに沿って作業を進め、参加
者全員完成させることができた。途中、講師の説明スピードが早く、作業がうまくいかず苦戦
する小学校低学年の参加者もいたが、電気情報工学科５年生３名の補助を受け最後まで完成さ
せることができた。参加者は、ホバークラフトを真っ直ぐ進ませるためにはどうすればいいか
を自分で考え、工夫を凝らしていた。作業が完了すると笑顔で楽しそうに走らせていた。講座
後のアンケートでは、「楽しかった」や「またやりたい」の感想が多く、満足した様子であっ
た。

　③手作り顕微鏡でミクロ生物を探そう　　化学・環境グループ
　化学・環境グループでは、花田技術専門員、小川、櫻
井、林の各技術職員が担当し、標記の公開講座を７月29
日（火）に開催し小、中学生10名が参加した。受講者は、
講師から顕微鏡の各部の名称と作成手順を聞きながら顕
微鏡を作成した。作成した顕微鏡を用いて教材用のプラ
ンクトンを数種類観察し、ピントあわせに苦労していた
受講者も「あ、見えた」、「ほかのも見たい」など熱心に
観察していた。また各自でアルテミアというプランクト
ンのプレパラートを作成し観察した。この後スケッチや
特徴などの記録、図鑑等での名前調べ、デジカメでの撮影方法などを学んだ。終了後のアン
ケートでは「楽しかった」、｢また参加したい｣ など、公開講座は好評であった。

（２）その他
　公開講座にはその他に、なるほど体験科学教室において、２テーマを開催している。（６．１．
２（１）（53ページ）を参照）

【出前授業】
（１）技術支援室担当
　①ペットボトル掃除機を作ろう
　塩屋公民館が主催する夏休み子ども特別教室（科学教室）「ペットボトル掃除機」が７月25
日（金）に開催され、小学生15名が参加した。

公開講座
｢手作り顕微鏡でミクロ生物を探そう｣

公開講座 ｢メタルゴム鉄砲を作ろう｣
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　まず、講師の小川技術職員から、ペットボトル掃除機の原理について説明があり、実際に手
順を聞きながら、作製が行われた。作製中、プロペラを逆の向きに折っている参加者もいたが、
掃除機がゴミを吸い込む仕組みを理解し、全員がペットボトル掃除機を完成させることができ
た。その後、紙くずを用意し、完成したペットボトル掃除機でゴミを吸い込むかの確認をした。
　参加者は、たくさんの紙くずを勢いよく吸っている様子をみて、とても喜んでいるようで
あった。「紙のプロペラでこんなにたくさんのゴミを吸うとは思わなかった」との声もあった。
　終了後のアンケートでは、とても楽しかった、またやってみたいなどの意見が多く、とても
満足している様子であった。

（２）その他
　出前授業ではその他に１テーマを開催している。（６．１．２（２）（54ページ）を参照）

6．4．5　研究
　平成26年度科学研究費を３件申請したが、残念ながら不採択であった。平成27年度は７件の申請
を行った。
　学内の研究助成制度である戦略的研究助成および教育研究奨励助成については、平成26年度にそ
れぞれ２件を申請し、すべて採択された。
（１）科学研究費助成事業（奨励研究）申請

　３件（電気・情報グループ２件、化学・環境グループ１件）の申請があったが採択されな
かった。

（２）戦略的研究助成（学内）
　継続が認められたのは、物質工学科西本准教授を代表とする「水産物中における有用成分へ
の圧力処理の影響調査」で、化学・環境グループの花田技術専門員が参画し、試料調製等、実
験実施に取り組んだ。

（３）教育研究奨励助成（学内）
　①小動物用簡易サンルームに関する研究　　小川技術職員
　本研究では、室内で飼育するペットに対して、冬季において十分な温度環境を提供できる小
動物用簡易サンルームの開発を目的とした。
②イノベイティブエンジニア育成のための学生実験テーマ「太陽電池作製」の創設　　中嶋技術
職員
　本研究では、高効率な次世代薄膜太陽電池を作製できるイノベーション技術を支える技術者
を育成するため、学生実験テーマ「太陽電池作製」の創設を目的としている。Cu２SnS３薄膜
太陽電池では、変換効率4.6%の同材料の太陽電池における世界最高効率を記録し、実験テーマ
として十分採用できる条件が把握できた。

（４）外部資金獲得のための勉強会
　９月18日（木）に、技術支援室において科研費奨励研究に関する勉強会を開催した。技術職
員の科研費等の申請件数増加を目的とし、花田専門員、松本義幸技術職員、中島技術職員、
櫻井技術職員が講師を担当した。科研費データベースを使用した調査・分析結果を中心とした
内容で行った。
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6．4．6　技術の習得、継承、保存及び研修
（１）研修
　これまで定期的に実施されてきた研修会・協議会・懇談会に加え、昨年度に引き続き「高専技術
教育研究発表会」に参加した。今年度に参加した研修会等について、概要を以下に示す。
　①第16回近畿地区国立高等専門学校技術職員研修会
　８月４日（月）、５日（火）に、近畿地区国立高等専門学校主催、主管校舞鶴高専、会場舞
鶴高専で開催された。本校からは花田技術専門員、小川技術職員が参加した。近畿地区各高専
における実験実習の安全に関する取組や認識レベルについて、具体例を交えて情報を交換した。

　②平成26年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会（電気電子系）
　８月20日（水）～22日（金）の間、広島商船高等専門学校担当で、豊橋技術科学大学で開催
された。本校からは天野技術職員が参加した。西日本の高専の技術職員の研究や取り組みの発
表、豊橋技術科学大学の先端施設の見学などが行なわれた。

　③平成26年度国立高専機構IT人材育成研修会
　９月８日（月）、９日（火）に、高専機構本部主催で、松江高専において開催された。本校
からは、寺西技術専門職員が参加した。一人一台のPC（OSは、FreeBSD）で演習を行う形式
で、１日目はLDAPの基本、２日目はLDAPの運用に関する技術を習得した。
④技術者養成研修「ナノテクロジーのための構造・組織解
析Ⅲ」
　９月16日（火）に、豊橋技術科学大学研究基盤セン
ター主催の技術講座が開催され、花田技術専門員が参加
した。固体核磁気共鳴装置（NMR）を使った金属、酸
化物、窒化物の構造・組織解析技術に関する講義と実習
が行われ、実践的な知識を習得した。
⑤ミツトヨ計測学院「測定工具取り扱いの基礎」２日間
コース講座
　１月15日（木）、16日（金）に（株）ミツトヨが主催する測定講座に参加した。主にノギス
やマイクロメータの取扱い方といった基礎講座を中心とするものであったが、内径測定具やブ
ロックゲージなどの特殊なものも含まれていた。測定技術者として必要な技能を習得できた。

（２）技術の継承、保存
　技術の継承・業務の相互理解を目的とし、技術支援室内で技術講習会を２回開催した。
　①顕微鏡観察と増殖速度の測定
　９月19日（金）に化学・環境グループの林技術職員を講師として､ 日常生活の中で身近な微
生物のコウジカビ、酵母、ミトコンドリアなどの顕微鏡
観察と、大腸菌と枯草菌を用いて、温度条件を変えてバ
クテリアの濃度を測定した。また各温度での増殖速度を
求めた。今回の勉強会では顕微鏡の観察方法、バクテリ
アの濃度の測定方法、増殖速度の求め方などを学んだ。

　②第二種電気工事士資格試験の概要と実技
　２月25日（水）に電気・情報グループの中嶋技術職員
を講師として､ 第二種電気工事士資格試験についての基

発表する花田技術専門員

第二種電気工事士資格試験の実技
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礎知識、および電気配線図の単線図から複線図への変換についての講義を聞き、工具を使用し
た電気工事の実技を学んだ。

（３）資格等
　今年度新たに取得した資格を以下に示す。

免許・試験・資格等 人数
ガス溶接作業主任者 １

6．4．7　その他教育・研究の支援
　各部署からの依頼に沿って、以下のとおり支援を行った。

業務内容 担当グループ名 担当部署
自衛消防隊消化班 生産・加工グループ 施設係
インドネシア バンカ・ベリトゥン高専見学
案内 生産・加工グループ 総務・企画係

デザコンに関する加工相談・加工 生産・加工グループ 知能機械工学科
ガールズKOSENステイ実習補助 生産・加工グループ 知能機械工学科
寮監視カメラステーの作製 生産・加工グループ 寮務係
マイクロソフト包括ライセンス運用管理 電気・情報グループ 総務・企画係、メディアセンター
三機関連携ＴＶ会議システム学内ネット管理 電気・情報グループ 総務・企画係
機構一括調達の認証サーバ管理業務 電気・情報グループ メディアセンター、総務・企画係
認証サーバユーザ管理 電気・情報グループ メディアセンター
学認連携業務 電気・情報グループ 高専機構本部・メディアセンター
ＵＰＫＩ登録担当者 電気・情報グループ メディアセンター、総務・企画係
大学間連携共同教育推進事業に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター、総務・企画係
情報セキュリティ推進委員会に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター
メディアセンター委員会に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター
広報委員会に関する業務 電気・情報グループ 広報委員会
仕様策定委員業務（教育用電子計算機システ
ム） 電気・情報グループ メディアセンター

ホームページ、求人情報の作成および更新 電気・情報グループ 広報委員会、学生係
Windows Offi  ceのインストール 電気・情報グループ 情報セキュリティー推進委員会
教職員ＰＣへの対応 電気・情報グループ 教職員
情報セキュリティ監査の対応 電気・情報グループ メディアセンター、総務課
来年度デザコン課題の試作と製作指導 化学・環境グループ 環境都市工学科
デザコン熊本大会への視察 化学・環境グループ デザコン実行委員会
３Ｄスキャナの使い方指導 化学・環境グループ 知能機械工学科
中学生インターンシップ対応 化学・環境グループ 総務・企画係

6．4．8　自己点検結果
　今年度も教員や各部署から依頼のあったルーチンワークやテンポラリワークに対して一人一人、
グループ単位あるいは技術支援室全体で対応した。
　また、「公開講座・出前授業のグループ単位での実施」、「学内講習会の定例化」、「科研費等への
申請件数の増加」の３点を重点目標に挙げ取り組んだ。「公開講座・出前授業のグループ単位での
実施」では、各グループがそれぞれ特色のあるテーマを選んで実施し、出前授業も１件実施した。
いずれも参加者から好評を得ることができた。「学内講習会の定例化」では、WGを立ち上げ、そ
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こで立案された計画に従って化学系と電気系の講習会をそれぞれ９月と２月に開催した。通常の業
務とは違った内容の講習会であり､ 別のグループの業務の一端を知るといった興味深い取り組みで
あった。「科研費等への申請件数の増加」では、これもWGを立ち上げ､ そのWGを中心に数回の勉
強会を開催した。その結果､ 例年２～３件だった科研への申請件数が７件と増加した。
　今後、学外における技術・研究発表の増加と技術支援室内での業務の適切な配分について、さら
に推進していく必要がある。

79



　国際交流委員会は、本校の国際交流の促進を図るために設置され、学術及び教育における国際交
流に関する事項を審議し実行する。平成26年度の活動状況を以下に報告する。

7．1　外国の大学等との交流について

　現在本校は、中国の上海電機学院及び成都電子機械高等専科学校・成都航空職業技術学院との間
で学術交流協定を結んでいる。特に上海電機学院との関係は長く、後述する短期留学団を相互に派
遣する行事は平成26年度に11回を数えた。本校の創立50周年に際しては、夏建国学長から祝辞をい
ただき、記念誌に掲載することができた。夏校長には11月の記念式典にも招待したが、直前に他大
学に転勤されたため出席いただけなかったのは残念である。
　中国以外に、インドネシアのバンカ・ベリトゥン高専（State Polytechnic of Bangka Belitung）
との交流は徐々に進行している。平成24年度に同高専からロボコンに関する助言を本校が求められ
たことから始まった繋がりは、平成25年３月にJICAシニア海
外ボランティアの来校、同年８月に苫小牧高専で開催された
「アジアの学生の高専体験プログラム」でのパートナー校とし
ての協力を経て、平成26年度には両校首脳が会談することと
なった。ムスリム（Muslim）校長、ハルワディ（Harwadi）
副校長、トゥパルジョノ（Tuparjono）副校長の３名からなる
代表団が５月18日（日）に来日、21日（水）まで国際交流会館
に滞在して、堀江校長はじめ本校の関係教員と今後の交流につ
いて討議するとともに、学校施設や授業風景を見学し、さらに
地元企業の工場を視察していかれた。今後、両校の関係発展が
期待されている。
　さらに、３月15日（日）には、モンゴルの科学技術大学（Institute of Technology）のバラムサ
イ（B. Baramsai）学長が東海学院文化教養専門学校のシンキラト（Shinchilelt）講師と来校され、

堀江校長をはじめ関係教員と懇談し、物質工学科を中心に本
校設備を視察された。近年、モンゴルでは日本の高専制度へ
の関心が高まり、バラムサイ学長の来日も日本の高専を視察
するのが目的であり、多くの高専の中から、視察先として本
校が都城高専・小山高専とともに選ばれたのは光栄であった。
学長は、本校施設を見学して、満足しておられる様子であっ
た。折しも、平成27年４月からモンゴルからの国費留学生を
受け入れる予定であるので、タイムリーな来校であった。

国 際 交 流 関 係7

バンカ・ベリトゥン高専代表団
との記念撮影

（前列左からムスリム校長と堀江校長）

モンゴルからの訪問団との記念撮影
（左２人目から堀江校長、バラムサイ学長、
シンキラト氏）
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7．2　外国の大学等からの教職員、研究者及び学生等の受入れ

7．2．1　留学生の受入れ
　平成25年度の外国人留学生は９名（うち女子１名）であったが、平成26年３月に５名が卒業し、
全員国立大学第３学年に編入学した。平成26年４月には国費留学生１名、マレーシア政府派遣留学
生３名の計４名（うち女子１名）が３年生に編入学した。さらに上海電機学院との「学生交流に関
する協定」に基づいて来日した同校の女子学生１名を４年生に編入させた。その結果、平成26年度
の留学生数は８名となった。国別、クラス別の人数は下表の通りである。なお、平成27年３月には
５年生１人が卒業し、国立大学第３学年に編入学した。

7．2．2　外国人私費留学生の受入れに向けた取り組み
　外国人私費留学生を受け入れるために、（独）国立高等専門学校機構が実施する平成27年度国立
高専第３学年編入学試験［外国人学生対象］に参加した。その結果、電気情報工学科２名、物質工
学科１名、環境都市工学科３名、計６名の志願者があり、環境都市工学科志願者１名を合格とした
が、その志願者が辞退したので、結局平成27年度の私費編入学生はなかった。

7．3　外国の大学等への教職員及び学生等の派遣

7．3．1　在外研究員の派遣
　（独）国立高等専門学校機構が毎年実施している在外研究員派遣制度へ、企画会議で人選した教
員を申請した結果、平成25年度は物質工学科の河地貴利准教授、平成26年度は電気情報工学科の直
井弘之准教授が採択された。それぞれの渡航先等は下表のとおりである。

在外研究員の派遣
派遣教員 渡航国 研修先 研修テーマ 渡航期間

物質工学科
河地貴利 アメリカ ノースウェス

タン大学
分子機械素子の新規合成法に
関する研究

平成26年３月25日　
～平成27年３月20日

電気情報工学科
直井弘之 アメリカ コロラド州立

大学
大気圧プラズマとその応用に
関する研究

平成27年３月23日　
～平成28年３月16日

国別留学生数
国名 人数

マレーシア ５名
インドネシア １名
カンボジア １名
中国 １名

クラス別留学生数
クラス ３年 ４年 ５年

知能機械工学科 １ ２ １
物質工学科 ２ ０ ０
環境都市工学科 １ １ ０
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7．3．2　上海電機学院への短期留学派遣
　毎年３月に実施している上海電機学院への短期留学は本年度に11回目となった。12月～１月に学
生募集を行ったところ、過去最高の31名の応募があった。英文エッセーによる書類審査を経て、英
語によるコミュニケーション能力の面接を行い、14名の学生を選抜して派遣した。出発までに３回
のオリエンテーションを実施し、中国事情の講義、団体行動や生活習慣など留学中の心得、短期留
学経験者の体験談、PM2.5などの大気汚染対策について注意を喚起した。

　女子３名を含む学生14名と引率教員２名の派遣団は、３月22
日（日）に関西空港を出発し、４月１日（水）までの11日間、
上海電機学院の臨港新城新キャンパスに短期留学した。滞在中
は、キャンパス内のビジター用の寮に宿泊し、食事は原則学内
の学生食堂を利用した。様々な交流プログラムが用意されてい
て、講義等では、中国語会話、書道、民族楽器、太極拳の中国
文化を体験した。学生交流では、日中学生親睦会や餃子作りな
どの料理体験を通して種々の交流が図られたが、正式な行事以

外にも、学生会のメンバーや本校への短期留学の経験のある学生が積極的に歓待してくれ、様々な
形で友情を育んでいた。企業見学では、上海花王工場を見学し、日本人スタッフから丁寧な説明を
受けた。観光等では、世界遺産の蘇州を訪れた他、上海市内および周辺の歴史的かつ現代的な名所
を数々訪れ、短期留学参加学生は充実した日々を体験した。この行事を成功に導いた国際合作交流
処をはじめ上海電機学院の関係教職員と学生の皆様に、心よりお礼を申し上げたい。
　なお、平成24年度より、本短期留学は、全学科の３年生・４年生を対象に国際文化交流（１単
位）の単位として認定されることになっている。

上海電機学院短期留学派遣団
役割等 所属等 氏名
団長 総合教育科教授 重松　正史
副団長 知能機械工学科准教授 津田　尚明
学生 知能機械工学科３年 内藤　駿介
学生 知能機械工学科３年 向山　太地
学生 知能機械工学科３年 和田　千鈴
学生 電気情報工学科３年 秋山　陸
学生 電気情報工学科３年 上野山　大介
学生 電気情報工学科３年 楠林　透河
学生 電気情報工学科３年 中本　崚也
学生 電気情報工学科３年 古屋　孝基
学生 電気情報工学科３年 山中　憲太
学生 物質工学科３年 芝　玲奈
学生 物質工学科３年 嶋田　仁
学生 物質工学科３年 NAZIFA NAZIHA BINTI RAZALI
学生 環境都市工学科３年 坂本　健斗
学生 環境都市工学科３年 WEE JIA SHENG

太極拳を体験

蘇州・運河遊覧
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7．3．3　海外への学生派遣
（１）上海電機学院との「学生交流に関する協定」に基づく留学
　電気情報工学科５年の竹林佑斗君が、９月28日（日）～１月30日（金）に上海電機学院で主に卒
業研究に留学した。留学中は、本校担当教員と定期的に連絡を取りながら、上海の先生方の指導の
下で卒業研究を進め、幅広い成果を上げることができた。竹林君の留学は、在校生としては、上海
電機学院との交流協定に基づく初めての学生派遣であり、今後も彼に続いて上海電機学院で一時期
を過ごしてから卒業する例が出てくるものと期待されている。
（２）プログラミングチャレンジinシンガポール
　３月３日（火）～13日（金）にシンガポールのRepublic Polytechnicで開催されたプログラミン
グチャレンジinシンガポールに、電気情報工学科３年吉田大河君と同科４年玉置将人君が参加した。
本プログラムは、熊本高専が中心になって企画したプログラミング言語の習得とアプリケーション
開発にチャレンジする国際交流プログラムである。
（３）トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム
　「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」は2014年からスタートした官民協働で取り組む海
外留学支援制度で、2020年までの７年間で約１万人の高校生、大学生を派遣留学生として送り出す
計画である。本校からは、同プログラム第２期に応募した電気情報工学科４年山澤駿君が採択され、
平成27年秋に約３ヶ月タイのタイ商工会議所大学に留学する予定である。
（４）ロータリー・クラブ交換留学
　物質工学科１年の石谷萌さんがロータリー・クラブ交換留学生として平成27年７月～平成28年６
月にドイツの高校に留学する予定である。同時に、ドイツの高校生を科目等履修学生として受け入
れることになっている。
（５）オーストラリア科学奨学生（ハリー・メッセル国際科学学校）プログラム
　オーストラリアのシドニー大学内物理学財団が同大学内において夏期に２週間開催する「高校生
のための国際科学学校」は、最新の科学知識に関する講義を受け、また、他国からの参加高校生と
の交流を深めることを目的に、全国で約10名の高校生・高専生が派遣される、２年に１回の行事で
ある。平成27年６月末～７月初めに開催されるプログラムに、本校からは２名応募し、物質工学科
２年の井元誠志君が各県で１名選ばれる和歌山県代表になり、東京での面接試験に進んだ。
（６）その他の留学プログラム
　＊ISTS2014（The Fourth International Symposium on Technology for Sustainability）
ISTS2014は11月19日（水）～21日（金）に台湾の国立大保区科技大学で開催されたが、本校
からの参加者はいなかった。

　＊テマセク・ポリテクニック技術英語研修
シンガポールのテマセク・ポリテクニックで３月12日（木）～３月28日（土）に開催されたが、
本校からの参加者はいなかった。

　＊海外インターンシップ
高専機構が国立高専の学生を企業の海外事業所等に派遣して就業体験をさせる「海外インター
ンシッププログラム」には、日程上の問題などから本校からの参加者はいなかった。
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7．4　外国の大学等からの訪問
　上海電機学院短期留学訪問団（団長、副団長、男子学生５名、
女子学生９名の計16名）を７月13日（日）～７月22日（火）に
本校に受け入れた。この短期留学は平成16年から始まり、今回
で11回目であった。
　期間中、訪問団は国際交流会館に滞在し、本校授業に参加し
たのに加えて、学生会や寮生会の主催する各種イベントやス
ポーツ、３年生合同ホームルームにおける日本人学生による日
本や和歌山の風物・文化に関する発表などを通して学生間の交

流を深めた。校外では、柏木御坊市長を表敬訪問した他、工場
見学、京都・大阪の観光、白浜での海水浴を通して日本理解を
深めた。日程上の都合で送別会に日本人学生が参加できなかっ
たのは残念であったが、堀江校長から修了証書を手渡された短
期留学生は皆感慨深げであった。上海訪問団の学生が、短期留
学の貴重な体験を出発点として、本校学生との友情を持続発展
させ、ひいては日中友好に貢献してくれることを願っている。

7．5　外国の大学等への訪問

　平成26年度に海外で開催された国際会議等への参加などを含めた海外渡航者の学科別延べ人数は
以下の通りである。

海外へ用務のため渡航した学科別人数
目的・用務 知能機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 総合教育科
国際会議参加 ２ ８ １ １ ０
在外研究 ０ １ １ ０ ０

校務（引率等） １ ３ ０ ０ ２

7．6　本校外国人留学生に係る活動

7．6．1　留学生スピーチ大会
　６月18日（水）に、「留学生スピーチ大会」を開催した。
この催しは、留学生の新規受け入れ学年である第３学年を対
象に、留学生と日本人学生との交流推進を目的として毎年開
かれている。本年度は、マレーシア出身のアリフ君、ナジ
ファさん、ウィー君とインドネシア出身のファイズ君が、そ
れぞれ母国の地理、スポーツ、観光地、料理など多岐に亘る
内容を図や写真を用いて分かりやすく紹介した。参加した３

白浜千畳敷を観光

御坊市役所前で記念写真

留学生スピーチ大会
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年生は留学生たちの話に熱心に耳を傾け、ユーモラスな質問や回答には笑いが起きるなど、皆楽し
い時間を過ごしていた。

7．6．2　近畿地区４高専連携事業
　近畿地区の国立高専４校に在学する外国人留学生の交流を図るために、平成19年度から毎年交流
会が開催されているが、平成26年度は、明石高専が担当校となり、10月12日（日）～13日（月）に
実施する予定であったが、台風の接近により中止となった。

7．6．3　留学生懇話会
　４月９日（水）、堀江校長と海外からの留学生８名との懇話
会が開かれた。
　この会は、新しく編入学した留学生に早く学校に慣れてもら
おうという趣旨で、校長とくつろいだ談話を楽しむことを目的
に企画・開催された。会合には、新留学生の他に以前からの在
校生３名も参加した。
　席上、留学生が自己紹介した後、堀江校長が自身の海外体験
などを述べるなど、国際色豊かな話題に、ケーキと紅茶を味わ
いながら皆楽しい時を過ごしていた。

7．6．4　交通規則や車両利用に関する指導
　４月９日（水）、海外から来たばかりの留学生に日本の交通規則や車両利用に関する法規や学内
規則、保険制度などを周知するために、楠部学生主事補を講師として講習会を開催した。マレーシ
アからの留学生の中には国際免許状を持って来日したものも多いが、日本での有効期間は１年に限
定されているので、日本国内での自動車の利用について関心を持って聴いていた。

7．6．5　留学生と国際交流委員の教職員との交流会
　10月17日（金）、国際交流委員の教職員と海外からの留学生８名との親睦交流会が開かれた。こ
の会は、国際交流委員でも学科が異なると接触する機会が少ないということから、スポーツや歓談
を通して親睦を深めることが目的である。
　まず、第１体育館でソフトバレーボールを行なった。国際交流委員以外の教員と日本人学生も数
名加わって、初心者も十分楽しめる内容であった。日頃身体を動かしていない教職員には良い運動
になり、終始笑いの絶えない試合であった。
　この後、国際交流会館に会場を移して、ケーキと紅茶を味わいながら、留学生一人一人に近況を
話してもらい、学習面、生活面、さらには地域との交流などについて話題を共有した。一緒にス
ポーツで汗を流した後だったので話が弾み、非常に楽しい時を過ごした。

7．6．6　日本文化セミナー
　本校授業「日本事情」の一環として、日本文化や日本的な事柄に理解を深めるとともに、体験や
学習を通して日本に関する基本的な知識を習得することを目的に、下記のセミナーを実施した。御
坊ロータリーアクトクラブの方々に、講師派遣など多くの面で大いにお世話になった。この場を借

堀江校長の話に聞き入る留学生
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りて御礼申し上げたい。

開催日時 実施場所 テーマ 対象者 講師

２月28日（土） 小竹八幡神社
道成寺 着物着付と茶道体験

３年生留学生と
４・５年生留学生
希望者

御坊ロータリー
アクトクラブ、
謝孟春

7．6．7　県内研修旅行
　１月31日（土）～２月１日（日）に、本校外国人留学生に和歌山県の文化を理解してもらうこと
を目的に、県内の研修旅行を実施した。
　本年度は、和歌山の名所・南紀白浜を中心に、三段壁・千畳敷・円月島を訪れ、熊野本宮大社に
足を延ばすとともに、川湯温泉 仙人風呂など日本の温泉文化にも触れた。また、菌類学者として

粘菌の研究で知られている南方熊楠の顕彰館を訪れ、地元の歴
史を学ぶ機会にもなった。さらに、和歌山名産のみかんを使っ
たロールケーキ作りや梅を使った梅染めなど、和歌山ならでは
の文化も体験できた。
　こうした経験は、学業以外の面で日本を学ぶ良い機会として
本校外国人留学生に好評であった。中でも、ロールケーキ作り
体験では、各々が作ったケーキに「おいしい！」との声が上が
り、自ら絵を描き込んだケーキ箱に入れてお土産に持ち帰った。

7．6．8　名田中学校との交流会
　９月29日（月）に本校３年生に在籍する留学生、３Ａアリフ君、３Ｃファイズ君、ナジファさん、
３Ｄウィー君の４名が名田中学校を訪問、同校２年生18名とお
互いの国を紹介しあったりして国際交流の時間を楽しんだ。
　当日は、まず、ファイズ君がインドネシア、他の３名の留学
生がマレーシアについて、服装や食べ物、観光地などを日本語
で紹介した。持参したマレーの服を中学生に着てもらうなど、
楽しく文化紹介が進行した。この後、中学生の方から日本伝統
の遊び、けん玉、かるた、コマ回し、あやとりなどについて紹
介や実演があり、最後にたこ焼きを皆で作って、おいしく試食
した。
　中学生にとってはアジアの国を知る良い機会となり、留学生にとっては自国を紹介することで年
少の生徒と触れ合って日本との関係を深めることができた。最初は雰囲気も硬かったが、そのうち
お互いにすっかり打ち解けて、仲良く有意義な時間を過ごした。

7．6．9　地元団体との交流
（１）ロータリー・クラブとの交流
　６月15日（日）、印南町のサンシャイン牧場でロータリー国際奉仕委員会メンバーとの交流会が
開かれ、留学生８名とチューターの日本人学生５名が参加した。バーベキューや流しそうめん、ホ

マレーシア民族衣装を紹介する
ナジファさん

梅染めを体験して
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タル観賞などが行われた。バーベキューでは、ロータリーメンバーとテーブルを一緒に囲み、家族、
母国及び学校生活について会話し親睦が図られた。
　さらに、７．６．６　日本文化セミナーでも、ロータリー・クラブのお世話になった。
　こうしたイベントの継続が、７．３．３．（４）の交換留学につながったと考えられるので、今後
もロータリー・クラブをはじめ、地元団体との関係を緊密に保っていきたい。

7．6．10　和歌山地域留学生等交流推進協議会事業への協力
　和歌山県内の留学生を支援するために各関係機関によって設立されている「和歌山地域留学生等
交流推進協議会」（事務局：和歌山大学）の事業では、本校は次のように協力した。まず、本協議
会事業の広報誌『きのくに』第25号に留学生の５Ａファルク君（マレーシア）がエッセーを投稿し
た。また、本校留学生の交流関係行事を紹介するとともに、外国人留学生の生活実態に関するアン
ケート調査に協力した。
　12月21日（日）に和歌山大学国際教育研究センター主催の「第11回学長杯留学生による日本語ス
ピーチコンテスト」が、和歌山大学松下会館で開催され、本校留学生の３Ｃファイズ君（インドネ
シア）が「小さな夢」という題名でスピーチをして、見事３位に入賞した。

7．7　外国人留学生相談員（チューター）

　外国人留学生が本校での学習や生活等にスムーズに適応できるように、最初の１年間、留学生そ
れぞれにチューターを委嘱している。チューター候補者を２年生クラス担任に推薦いただいて決定
し、学寮においては留学生の近くの部屋に居住するようにしている。平成26年度のチューターは、
３Ａアリフ君に対して向山太地君、３Ｃファイズ君に対して菊地渉太君、３Ｃナジファさんに対し
て辻本穂乃華さん、そして３Ｄウィー君に対して松下大輝君を任命した。さらに、上海電機学院か
ら本校知能機械工学科４年生に編入学した陳天天さんには森川亜美さんと中村優介君を任命した。

7．8　その他国際交流に関すること

7．8．1　各種集会への参加
（１）平成26年度留学生・国際交流実務担当者研究集会
　国立高等専門学校機構留学生交流促進センターが主催して、７月28日（月）～29日（火）に、一
橋大学一橋講堂で開催され、謝国際交流副委員長が出席した。本研究集会の目的は、留学生の派
遣・受入および国際交流に関する担当者のスキルアップならびに担当者間のネットワーク形成を図
ることである。幅広い話題について報告や討議がなされたが、海外インターンシップの分科会に参
加した出席者は、各高専のインターンシップへの積極的な取り組みに感心し、本校でも、より活発
に海外へ学生を送り出すよう、提携企業の開拓、校内カリキュラムの整備、学生の雰囲気づくりな
ど、環境づくりの必要性を痛感した。
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（２）平成26年度和歌山地域留学生等交流推進協議会運営委員会
　和歌山地域留学生等交流推進協議会（事務局：和歌山大学）が主催して、７月30日（水）に和歌
山大学本部共通棟で開催され、森川国際交流委員長が出席した。構成メンバー対象のアンケート結
果に基づいて協議会の構成と運営方法について熱心な討議がなされ、分科会に分かれて活動を活性
化することが合意された。平成26年度の事業計画では、本校は①広報誌『きのくに』第25号の発行、
②留学生と地域との交流行事の情報提供、③和歌山大学主催「留学生による日本語スピーチコンテ
スト」に協力した。

7．8．2　国際交流会館の利用
　平成22年度に開設した国際交流会館は徐々に活用を広げている。バンカ・ベリトゥン高専代表団
や上海電機学院短期留学一行の宿泊を初め、下表のように使用した。一方、会議室として、国際交
流委員会、留学生との交流会、学生相談室ミーティング、オープンキャンパス、50周年記念事業委
員会など、種々の用途に活用した。

国際交流会館の利用状況
使用目的等 人数 期間

バンカベリトゥン高専校長他協定事前打ち合わせ 3 ５月18日～５月21日
上海電機学院短期留学生及び引率教員の宿泊 16 ７月13日～７月22日
ガールズKOSENステイ参加中学生及び関係者の宿泊 19 ７月25日～７月26日
研究打合せ（琉球大学）にかかる宿泊 1 ９月18日～９月20日
きのくにロボットフェスティバル2014への韓国からの参加者の宿泊 12 12月13日～12月15日
モンゴルから本校視察に来られる来賓及び関係者の宿泊 3 ３月14日～３月15日

7．9　自己点検結果

　国際交流関連業務は年々増大している。高専機構は留学生の受入れをさらに進めているので、本
校も外国人留学生にとってより魅力ある学校にしていく必要がある。平成26年３月には英文ホーム
ページが開設されたので、外国人留学生にもアクセスしやすくなったが、ホームページの内容を継
続して充実させることが課題である。
　本校日本人学生の海外での活動では、上海電機学院との交流協定に基づいて電気情報工学科５年
の竹林佑斗君が約４ヶ月上海電機学院で卒業研究に従事し、休学せずに数ヶ月間学外で活動する先
鞭をつけた点が特筆される。さらに「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」が開始され、
高専生が留学しやすくなり、海外留学を真剣に希望する学生が現れてきている。竹林君や山澤君に
続いて、続々と学生が海外に雄飛することが期待されている。しかし、その実現のためには、各科
のカリキュラムや本校進級規定などに検討すべき点が多く、教務委員会と調整しながら、学生が留
学しやすい環境づくりに緊急に取り組まなければならない。また、国際交流委員会でも、外国人留
学生規則と国際交流委員会規則との間で現状と合わなくなっている条文がいくつかあり、早急に改
正を検討する必要がある。
　個々の事業については、上海電機学院への短期留学に２年連続で約30名の申し込みがあったこと
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は、本校日本人学生に国際交流への関心が高まった現れとして歓迎したい。学生の海外インターン
シップや各種国際交流事業への参加を促すように、さらに啓蒙活動を進めていきたい。海外の提携
校との関係では、上海電機学院とは良好な関係を持続しているので、維持拡大を図りたい。さらに、
バンカ・ベリトゥン高専など、連携先の拡大に努力したい。
　外国人留学生の活動については、留学生がより関心を持つような行事を企画して、和歌山県や日
高地方をもっと知ってもらうことを考えていきたい。特に、地元の交流団体との交流をもっと強固
なものにすることが望まれる。
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8．1　人権教育委員会

8．1．1　平成26年度の活動
　本校の人権教育に関する基本方針と本年度の人権教育計画に基づいて教職員や学生を対象とした
人権に関する講演会等を実施した。また学生相談室と合同でメンタル面に問題を抱える学生の支援
について検討し、個々の対応例の情報交換や学校全体としての支援体制の必要性などについて協議
した。

8．1．2　学生対象講演・講習会
　近年、若者の間でSNSの利用が拡大している一方で誹謗中傷、
自他を問わず個人情報の安易な掲載、無意識に人権侵害に至る
場合があるなど多くの問題が発生していることから、５月21日
（水）和歌山県警御坊警察署生活安全刑事課の警察官をお招き
して、「青少年とサイバー犯罪について」と題して、１年生対
象SNS講演会を開催した。昨年度は、11月に開催したが、低学
年からSNSの利用に関して多くの問題が発生していることに鑑
み、入学後早い時期に実施することとした。
　また、６月４日（水）３年生を対象に「スマートフォンを安全に使うために」、11月18日（火）
４年生を対象に「SNSを通じて起こるトラブルと対策」と題して、外部講師に講演を頂いた。

8．1．3　平成26年度近畿地区高等専門学校人権教育連絡協議会
日　時　平成26年12月５日（金）　13：30～16：30
場　所　ホテルアウィーナ大阪
出席者　舞鶴高専学生主事、明石高専人権教育推進委員長、和歌山高専学生主事、大阪府大

高専学生主事、神戸市立高専学生主事・学生副主事、近畿大学高専人権教育室担当、
奈良高専学生主事・人権教育推進・いじめ防止対策委員会幹事長

内　容
１．協議事項
（１）情報リテラシーに関する取り組みについて
（２）近畿地区高専人権教育連絡協議会と学生補導連絡協議会との統合について

２．承合事項
（１）最近の人権侵害事象の発生状況ならびに特に女子学生が関わる場合の事情聴取

ならびに指導にかかる体制について
（２）人権教育のテーマについて
（３）人権教育と就職指導について
（４）ハラスメント防止リーフレットについて作成者と配布先について
（５）近年のハラスメント事例について、特に事後の学校側の対応・当事者への対処

人 権 お よ び 健 康 教 育8

SNS講演会
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について、またその後の再発防止に向けての取り組みについて
（６）人権教育の系統的な実施について
（７）学生のインターネット上での人権関連のトラブルについて
（８）各校のいじめ対策推進法に基づいた対応について

8．1．4　いじめ対策委員会
　本校ではこれまで深刻ないじめ事案は発生していないが、全国的には学校教育現場において、い
じめならびにいじめに起因する自死事案が発生している。
　いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）、いじめの防止等のための基本的な方針（平成25
年10月11日文部科学大臣決定）ならびに（独）国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー
（平成26年３月27日独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定）を受けて、本校におけるいじ
めの防止等のための対策に関する基本的な方針を制定（平成27年12月17日）し、HPに公表した。
　いじめに対しては、①いじめを未然に防止する、②早期に発見する、③発生事案に対しては組織
的に迅速・適切に措置する、ことが重要であることから、本校では学生主事を長とする「いじめ対
策委員会」を設立し、いじめの根絶（学生の尊厳保持）に向けて活動している。

8．2　学生相談室

8．2．1　平成26年度の体制
　相談室長１名（教員）、副相談室長１名（教員）、各専門学科（室長所
属学科除く）と総合教育科の教員４名、寮務係長、看護師、計８名を相
談員とし、事務面を学生課長と学生課学生係がサポートしている。また
カウンセリング体制については、昨年度の臨床心理士１名（週１回）＋
１名（７月以降隔週）という体制から、臨床心理士２名で完全週２回体
制に充実させる事が出来た（ただし採用人事の関係で７月までは１名）。
また、学校近くの大谷クリニックの大谷医師に学校医として基本指導を
受けると共に、緊急時や時間外にメンタル面でも診察をお願いしている。
さらに昨年度から引き続き、精神科医の村垣医師にカウンセラーとの連
携や重篤なケースでの診療などのご協力をいただいている。なお、臨床
心理士は国際交流会館内の「オレンジルーム」において、その他の相談
員は各自の教員室等で相談を受けることとしている。

8．2．2　平成26年度の相談概略
延べ相談件数は以下のとおり。
臨床心理士への相談　　　　 296件
看護師への相談　　　　　　 119件
その他の相談員へ　　相談者計15人（件数は集約できず）
メール相談　　　　　　　　　18件
　　　　　　　　　　 　計　448件　以上

カウンセリングを行っている
オレンジルーム
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　（参考：平成16～25年度の合計相談件数の推移は113（16年度）→80→95→143→187→112→169→
261→278→466（25年度）となっている。）
　（＊注　以上で件数とは回数であり、相談者の延べ人数ではない。）
　昨年度に引き続き、多数の相談件数のうち「こころと体の健康調査」への対応によるものが100
件以上含まれるものと考えられる。
　相談内容の内訳は、「健康・精神衛生」に関わるものが昨年同様一番多く、26％となっている。
次いで「進路・将来」4.3％、「友人・対人関係」4.1％、「学業」3.6％、「寮生活」3.4％、「家庭」
2.2％となっている。「その他」が55％と大きくなっているが、今年度は「相談学生に関する教職員
との相談」を「その他」に分類したためである。上記の各項目の数値が昨年度よりすべて減少して
いるのもそのためである。（実体としては昨年度から顕著な変化は無いと考えている。）今回の方式
の方がより実態を把握しやすいと考えている。
　以上から注目すべき点について述べる。
①　全体の相談件数は、昨年度とほぼ同じである。
②　メール相談は前年度同様少ないが、相談者にとって重要な役割を果たして来ており、今後も同
じ程度の件数の相談があるものと考えられる事から、継続して取り組んでいく必要がある。

③　（臨床心理士と看護師以外の）教職員相談員への相談について、今年度は集約できた範囲で15
人となった。（「相談室員」とは別の立場、例えば担任や教科担当として受けた相談は除く。）
（カウンセラー他への相談後、教員相談員が支援に入った場合も含む。）

　　回数にするとこの数倍となり、例年より大きく増加している。今後も教職員相談員へ相談しや
すい条件整備などに一層の努力をしていく必要がある。

④　「こころと体の健康調査」が今後とも実施されると見込まれる事から、カウンセラーの実相談
時間が適正レベルの限界に近づきつつあり、いずれ何らかの対策が必要となろう。

8．2．3　本年度のその他の主な活動
（１）相談室員の研修、力量向上のため各種研修会等へ出席した。
◎近畿学生相談研究会第144回例会 １名
◎全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会 ２名
◎平成26年度近畿地区高専カウンセリング連絡協議会 ２名

（２）相談室ミーティングを６回（４月、５月及び各定期試験後の４回）実施した。
（３）広報活動としては例年どおり、学生相談室リーフレットの作成配布、クラス担任向けやピロ

ティーでのアナウンス、和高専緊急時掲示板への相談室メールアドレスの掲示、入学説明会
での相談受け付け、４月の新入生合宿研修での相談室の説明及び１年生４クラスのＨＲでの
相談室の説明とカウンセラーによる講演を行った。
また、昨年度行った２年生全クラスのＨＲでのカウンセラーによる講演は日程の都合で実施
できなかったが、一方で新たに寮からの依頼により女子寮生１、２年生全員のカウンセリン
グを実施した。また、「オレンジルーム便り」についてはカウンセラーが２人とも新人と
なったことに伴い、今年度は作製をお願いする事を見合わせた。次年度以降の検討課題であ
る。

（４）引き続き厚生補導委員会から参加いただき（今年は学生主事補）、相談室ミーティングと
「学生支援に関する情報交換会」を兼ねて開催した。
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（５）例年どおり成績判定会へ相談室長がオブザーバー参加を行った。
（６）高専機構からの指示による「こころと体の健康調査」を９月に実施した。「希死念慮リスク

高」の学生の中から、担任等へのヒアリングなどを通じ「配慮レベル高」の学生を28名抽出
し、臨床心理士によるカウンセリングを実施した。うち12名については引き続きカウンセリ
ングないし見守りが必要である。特に今年度は、非常勤職員による作業サポートが実現でき、
負荷が軽減された。今後も同様のサポートが期待される。

（７）相談室主催のメンタルヘルス講演会（教職員向け）を９月４日（木）に実施した。今回の
テーマは「引きこもり」問題であった。講師は宮西先生（医療法人宮本会 紀の川病院・副
院長兼ひきこもり研究 センター長／和歌山大学・名誉教授）で、参加者は20名であった。

8．3　ハラスメント相談室（兼男女共同参画室）

　ハラスメント相談室（男女共同参画室）は、学生相談室とほぼ同じメンバーで、学生・教職員か
らのハラスメントに関する相談の窓口であることはもとより、男女共同参画推進への取り組みに関
する業務を行っている。本年度の主な活動は以下のとおりである。

（１）学生からの相談への対応
　学生に関わるハラスメントの相談に対して、迅速に丁寧に対応することを基本方針にしている。
事実を確認するだけではなく、複数回で多数の学生と聞き取り調査を行い、学生の意見が反映され
た報告書を作成した。また、調査委員会のメンバーとしても学校執行部と連携し、学生の意見を踏
まえた対応策の検討が進むように注力した。

（２）教職員のハラスメント防止の取り組み
　教職員がセクシャル・ハラスメントへの意識啓発のための取り組みとして、「セクシャル・ハラ
スメントは、個人の人格と尊厳を不当に侵害するだけでなく、教職員の労働環境及び学生の教育環
境に悪影響を及ぼす重大な問題である」という位置付をして、機構本部からのセクシャル・ハラス
メントの防止の通知を全教職員に発信した。
　12月10日（水）に、大阪府立男女共同参画・青少年センターで開催された「国家公務員セクシュ
アル・ハラスメント防止シンポジウム」に謝室長と寒川総務課長が出席した。
　また、問題が発生した場合に備えて、カウンセラー及び精神科医との連携を図り、迅速に専門家
が関わる体制を推進した。

（３）高専女子学生フォーラムin関西
　国立高等専門学校機構と近畿７高専主催で、2014年度高専女子フォーラムin関西が12月23日（火）
に神戸市産業振興センターを会場として開催された。このフォーラムは、高専の女子学生が自らの
言葉で自らの姿を発表し、企業や中学生とその保護者への高専女子のポテンシャルの高さを発信す
る場であり、また企業の発表から女性技術者の活躍などの情報を得る場とすることを目的としてい
る。
　本校から専攻科１Ｍ山本智彩さん、１Ｅ谷川公実子さん、５Ｃ関夏未さん、５Ｃ西川ちひろさん、
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５Ｄ山本真衣さんの計５名が専門教育、研究紹介および学生生活についてポスターを作成し、発表
した。始めは緊張気味だった女子学生も中学生や保護者、また企業に対して発表する中で、発表の
仕方を変えるなど臨機応変に対応していた。また、専門教育、研究紹介や学生生活の発表のすべて
において聞いてもらえるような説明の仕方などもしており、参加女子学生が皆連携して高専や高専
女子に興味を持ってもらえるような工夫もしていた。
　女子学生からは発表の仕方などで勉強になったとの感想も得られ、貴重な経験になったようであ
る。さらに、他高専の学生との交流や情報交換などもできたことで女子学生にとっては刺激となっ
たようである。企業説明会では、企業で働く女性研究者、高専のOGの活躍や企業の男女共同参画
のための取り組みなどの紹介を聞き、女子学生がキャリアプランを考える良い機会になったと考え
られる。

（４）男女共同参画の取り組み
　３月３日（火）に、東京学術総合センターで開催された平成26年度国立高等専門学校機構男女共
同参画推進協議会に謝室長と岸本教授が参加した。特色のある取組３校の１つとして、岸本教授が
本校のガールズKOSENステイの取組、及び堀江校長の男女全教員とのヒアリングについて報告し
た。
　職場における問題を教職員が抱え込むことなく相談できる窓口として、男女共同参画室に女性の
担当教員を配置し、ハラスメント防止の取り組みと同様に問題が発生した場合に備えて、カウンセ
ラー及び精神科医との連携を図り、迅速に専門家が関わる体制を組織として推進した。

8．4　安全衛生委員会

　教職員の安全衛生を担う本委員会では、教職員全員参加の当
番制による月１回の安全パトロールを継続的に実施していて、
安全衛生の徹底を図っている。また、９月24日（水）に御坊消
防署の協力を得て、救急救命講習会を開催し14名が参加し、受
講証明を得た。さらに、12月25日（木）にはハラスメント相談
室との合同開催で、臨床心理士の西村祐子氏（和歌山県子ど
も・女性・障害者相談センター心理判定員）を講師とする「ハ
ラスメント防止とメンタルヘルスの充実」という題目でのハラ

発表したポスター熱心に説明している学生

セクシュアル・ハラスメント
防止講演会
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スメント防止及びメンタルヘルス講演会を開催し、23名が活発な質疑応答を行なった。

8．5　自己点検結果

　人権教育委員会については、教職員や学生を対象とした人権に関する講習会を実施して啓発を
行ったが、今後も学生に対する人権意識の啓発や教職員の研修を引き続き行う必要がある。
　より効果的な人権教育活動を推進する上で、同じ年代・教育環境の近畿地区の高専間で定期的に
開催される連絡協議会等で情報交換することは意義あることであるが、一方で業務負担軽減も大き
な課題であることから、①テレビ会議システムの活用や②近畿地区高等専門学校学生補導連絡協議
会および近畿地区高等専門学校人権教育連絡協議会については、内容的に重複する事項が多いこと、
また、会議に出席するメンバーについても重複する学校が多いことから、両会議の統合開催を提案
した。その結果、平成27年度から統合開催することとなった。なお、テレビ会議システムの活用に
ついては今後の課題となったが、業務負担軽減に向けた１つの成果と考えている。
　いじめが、いじめを受けた学生等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長お
よび人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお
それがあるものであることから、和歌山工業高等専門学校いじめ防止基本方針を制定するとともに
いじめ対策委員会を設置した。なお、学生の尊厳の保持は、人権教育と相通じることから、学生主
事を長とする人権教育委員会の組織をもって充てることとした。幸いこれまで深刻ないじめ事案は
発生していないが、「未然防止」「早期発見」「迅速措置」に努め、いじめの根絶に向けて取り組み
を強化していく。
　学生相談室については、平成26年度後半からカウンセラーの週２回体制が始動でき、より充実し
たカウンセリング活動が可能となった。今後、これを活かしてより学生のニーズに適合した種々の
取組を推進していく必要がある。教職員相談員とカウンセラーの間や校内他部署との間の連携にも
一層努力していく必要がある。
　ハラスメント相談室（兼男女共同参画室）では、講演会やセクハラ行動ガイドラインを発信して
理解や認知度を高める努力をした。学生のハラスメントの相談に対して、丁寧に対応することで学
生からの信頼を得た。一方で、教職員や相談者の意見から、引き続き継続したハラスメント防止及
び男女共同参画に対する取り組みを推進していく必要があるといえる。今後、さらなる広報活動や
研修等を行うことはもとより、学生・教職員の意見をくみ取り、就学・就業環境改善の取り組みを
推進するとともに、相談室の体制強化を図る必要がある。
　安全衛生委員会については、教職員パトロールで問題が発見された箇所を安全衛生委員でパト
ロールして是正するという方法が定着し効果をあげたと考えている。職場でのメンタルヘルス対策
は今後ますます重要になると考えられるため、事例を含めた講演会を継続的に開催する必要がある。
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9．1　外部評価の受審

　平成26年度は専攻科の「教育の実施状況等の審査」および専攻科の学位授与の新方式に対応すべ
く「特例の適用による学位授与」にかかる審査を受審した。前者は高等専門学校の専攻科が認定さ
れた後に、定期的な受審が義務づけられているものであり、今回が３回目の受審となる。また後者
は今年度から専攻科の学位授与方式が変更されることに伴う専攻科の特別研究指導教員の資格審査
である。これら両者は別の審査であるが、いずれも教員の資格が問われる内容となっている。
　受審の結果、「教育の実施状況等の審査」および「特例の適用による学位授与」にかかる審査と
もに最終的に認定を得ることができた。今後の改善に向けて全校的に検討が必要な課題として、教
員個々の審査の中では認定されなかった例や研究業績面で条件の付いた例の改善に努める必要性が
明らかになった。

9．2　教育システム点検委員会

　本委員会は学内委員（３名）学外委員（２名）で構成され、本年度は計４回の委員会を開催した。
また、点検作業は本年度の点検方針の確認、点検内容の確認、点検状況の確認、報告書の作成、の
順で進められた。
　点検作業においては、和歌山高専における毎年の教育活動内容が年報にまとめて掲載されている
事に着目し、昨年度より年報の活用を開始したが、本年度も引き続き年報を活用しての点検を実施
した。さらに、本年度は教育に関する各種アンケートの活用状況を点検の重点項目の１つに掲げ、
年報の他にも広く情報を収集し点検を行った。
　点検作業による最終結果は「教育システムに関する事項の点検結果について」と題した報告書
（３月18日付）にまとめ運営委員会にて報告した。

9．3　諮問委員会

　３月16日（月）に委員12名（男性委員９名、女性委員３名）と本校関係者の出席の下で平成26年
度諮問委員会を開催した。堀江校長の挨拶の後、前回の諮問委
員会の指摘事項に対する対応と学校の現状について説明があり、
その後今回の諮問事項である「専攻科教育の高度化」と「進路
指導と社会」を藤本専攻科長から説明を行い、伊東委員長の進
行で意見交換を行った。委員からは、「県内企業がどのような
人材を求めているのか調査が必要ではないか」、「輩出する人材
が大学とどこが違うのか特色付けが大切ではないか」、「大学で
も編入学してきた高専生の評価は高く、たくさんの学生を受け

外 部 評 価 関 係9

会議の様子
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入れたいと考えている」等の多くのご指摘をいただき、インターンシップの活性化、県内就職問題、
大学と高専教育の相違および人材育成における課題等有意義な意見交換となった。

　諮問委員
　　和歌山大学システム工学部長 伊東　千尋　氏
　　和歌山工業高等専門学校同窓会会長 上野山博実　氏
　　クオリティ株式会社代表取締役 浦　　聖治　氏※
　　大阪大学大学院工学研究科長 掛下　知行　氏
　　御坊市長 柏木　征夫　氏※
　　和歌山工業高等専門学校後援会会長 川島　昌之　氏※
　　豊橋技術科学大学学長補佐 澤田　和明　氏
　　本州化学工業株式会社取締役 塩見　泰一　氏
　　株式会社紀陽銀行専務取締役 島　　憲司　氏
　　スターフードジャパン株式会社代表取締役 新古　祐子　氏
　　和歌山県企画部長 野田　寛芳　氏※
　　南紀熊野産官学技術交流会会長 濱口　公一　氏※
　　御坊市日高川町学校組合立大成中学校教頭 林　　千栄　氏
　　中紀精機株式会社代表取締役社長 林　　俊男　氏※
　　株式会社島精機製作所取締役総務人事部長 藤田　　紀　氏
　　和歌山信愛女子短期大学保育科学科長 森崎　陽子　氏
　　和歌山中学校長会会長和歌山市立高積中学校長 湯川　能成　氏
　　和歌山県工業技術センター所長 和坂　貞雄　氏　　（※は、ご欠席）

9．4　自己点検結果

　平成26年度は「教育の実施状況等の審査」と「特例の適用による学位授与」の２つの外部評価を
受審した。前者は専攻科の教育全般の審査であり、後者は特別研究担当教員の資格審査の色合いが
濃い審査であった。いずれも専攻科担当教員の研究業績が審査対象となり、教員個々の研究遂行能
力が問われるものであった。
　高専は主たる業務としての「研究」は謳われていないが、専攻科担当教員には大学相当の教育機
関の教員としての研究業績が求められることになる。今回「特例の適用による学位授与」は学校と
して両専攻とも認定された一方で、教員個々の審査でパスしなかった例が出たことを踏まえ、その
対策に全校的に取り組む必要がある。

挨拶する堀江校長
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10．1　ホームページ

　ホームページ内データの更新作業を例年通りに実施した。
　本年度は全国の高専に先駆けてホームページ上にグーグルのス
トリートビュー・インドアビューによるキャンパスツアーを開設
した。例年、入学志願者から学内見学の個別の申込があることか
ら、遠方の志願者への情報提供に繋がったと思われる。
　また、本年度の新着情報には91件の記事を掲載し、本校の活動
を知らせることに貢献している。その際、情報を出来るだけ早く
掲載出来るように、手続きのスピードアップに努めている。
　本校のホームページデザインが平成18年に更新されて以来９年
が経過した。この間、発信する情報の種類と量が増加し、メイン
ページ上に多くのバナーやその他の情報が混在し、雑多となって
いる。また、更新作業も効率的に行えるシステムに替えていくこ
とが必要である。そこで、ホームページのリニューアルの検討を
開始した。まず、ホームページのメインページとサブページのデザインを専門業者に委託し３種類
の案を作成した。次年度以降、本案を参考に新しいホームページの運用を目指してシステムの構築
や運用方法について検討を進める予定である。

10．2　広報活動

　広報窓口（広報委員会－総務課総務・企画係）を通じての新聞各紙への情報提供を続けている。
今年度も地元紙や文部科学省関係の広報紙を中心に、本校関係の記事を数多く掲載していただいた。
本校関連の情報が新聞記事として掲載された件数は下表の通りである。

平成26年度に掲載された新聞記事数（平成27年３月31日現在、総務課情報マネジメント室調べ）

日高
新報

紀州
新聞

紀伊
民報

和歌山
新報

熊野
新聞

紀南
新聞

読売
新聞

毎日
新聞

朝日
新聞

産経
新聞

日経
新聞 計

144 142 20 16 4 11 6 11 9 10 2 375

　記事の内容は、入試など学校の年間行事の通知案内、FD講演会や学生対象の講演会、高専祭を
はじめとした学生関係行事やクラブ活動、ロボコン、英語プレコンなどでの活躍、公開講座や学外
行事に招かれての講演など、多岐に渡っている。マスコミへの露出は学校の活動度と密接に関係し
ている。学校が活性化すると自然と件数も増加し、報道の内容も向上するとともに、マスコミ各社
からの取材も増えると考えられる。

広 報 活 動 （広報委員会）10

開設したキャンパスツアー
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10．3　広報誌

　平成26年度における本校の主な定期刊行物は次表のとおりである。

平成26年度の定期刊行物発行実績
名　称 巻　号 発行日

和歌山高専学園だより 93号
94号

26．８
27．３

学校要覧 （26年度） 26．６
和歌山工業高等専門学校年報 （通巻13号） 26．８
和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター広報*

23号
（教員研究シーズ集含む） 26．８

＊は本校・地域共同テクノセンター発行

10．4　自己点検結果

　本校のホームページは、平成18年に更新して以来同じデザインを使用している。トップページに
ついてはバナー等の表示事項が多く、スクロールしないと全体が分からないなどレイアウトなどの
デザインをより見やすく使いやすい形に改善する必要があると考えられた。しかし、ホームページ
上には膨大な量のサブページがあり、更新には時間が必要である。今年度は、ホームページの運用
には編集が容易なCMS（Contents Management System）を利用する方向で検討することとなった。
また、ホームページデザインについて業者委託し、今後の更新案を作成した。今後、システム更新
に向け具体的な作業を進めていく予定である。また、12月にはホームページ上にグーグルストリー
トビュー・インドアビューを利用したキャンパスツアーを全国の高専に先駆けて開設した。多くの
本校への入学志願者の利用が期待される。
　新聞への本校関係の記事の掲載件数は、ここ数年安定して推移しており、新聞紙面を通じた広報
活動が定着している。平成26年度は創立50周年記念事業として各種行事がおこなわれた。記念式
典・祝賀会が和歌山市内で開催され、地元紙以外にも数多く報道されたのが特徴的であった。

平成26年度に発行された定期刊行物
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　本校の教育研究の活性化を図るために、自己点検評価の一環である教員の研究業績調査を下記の
とおり実施した。

11．1　調査方法

　平成27年３月１日～３月31日にかけて実施した。以下にこの調査の対象者及び研究業績調査票を
記載する。

教 員 の 研 究 活 動11

学　科　名 役　職 氏　名
知能機械工学科 教　授 樫原　恵藏

北澤　雅之
青山　歓生
西本　圭吾
福田　　匡
溝川　辰巳

准教授 古金谷圭三
津田　尚明
濵田　俊彦
三原　由雅

助　教 早坂　　良
村山　　暢

出向中 山東　　篤
電気情報工学科 教　授 佐久間敏幸

藤本　　晶
山口　利幸
謝　　孟春
徳田　将敏

准教授 岡本　和也
直井　弘之
村田　充利
森　　　徹
山吹　巧一

助　教 竹下　慎二
物質工学科 教　授 土井　正光

米光　　裕
野村　英作
岸本　　昇
林　純二郎
山川　文徳

准教授 岩本　仁志
奥野　祥治
河地　貴利
楠部　真崇
綱島　克彦
西本　真琴
森田　誠一

学　科　名 役　職 氏　名
環境都市工学科 教　授 靏巻　峰夫

中本　純次
辻原　　治
大久保俊治

准教授 伊勢　　昇
小池　信昭
林　　和幸
三岩　敬孝
山田　　宰

助　教 小林　彩乃
孝森　洋介

総合教育科 教　授 宮本　克之
森川　　寿
秋山　　聡
桑原　伸弘
後藤多栄子
重松　正史
吉田　芳弘
和田　茂俊

准教授 赤崎　雄一
芥河　　晋
右代谷　昇
中出　明人
平岡　和幸
平山　規義
森岡　　隆

講　師 David MARSH
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平成26年度年報　研究業績調査
　　　提　出　者：　学科　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　提出年月日：　　　　　　　　　　　　　　　　

項目１、２について、調査対象期間を限定しません。

１．学協会等への加入、活動状況
（１）現在加入している学協会名を記入してください。
（２）学協会で務めた役職とその期間を学協会毎に記入してください。

２．学位取得（博士号）の状況
（１）取得している学位と取得年月を記入してください。
（２）学位論文の題目を記入してください。
（３）学位を取得した機関（大学等）を記入してください。

以下の項目についての調査対象期間は、平成26年度（平成26年４月１日～平成27年３月31日）とし
ます。なお、実績がない場合は、「なし」とご記入ください。

３．学外活動、兼職状況
（１）学協会以外で、学外の委員会、財団等で務めた役職とその期間を記入してください。
（２）他高専、大学等での兼職（非常勤講師等）とその期間を記入してください。

４．科研費の応募、採択状況
（１）平成26年度を研究期間とする科研（申請は平成25年度）に応募したものについて、研究種目、

研究課題を記入してください。
（２）上記（１）のうち、採択されたものを再度記入し、平成26年度の交付金額を記入してください。

５．助成金等の受入状況
（１）調査対象期間を助成期間とする助成金（研究助成、海外渡航助成等）に応募したものについて、

助成機関、研究課題を記入してください。
（２）上記（１）のうち、採択されたものを再度記入し、平成26年度の交付金額を記入してください。

６．奨学寄付金等の受入状況
（１）企業等から受け入れた奨学寄付金について、課題、金額を記入してください。ただし、

上記５（２）を奨学寄付金にした場合は、記入しないでください。

７．学内予算による研究補助金等への応募、採択状況
（１）平成26年度に応募した学内予算による研究補助金について、申請区分、テーマを記入してください。
（２）上記（１）のうち、採択された申請区分、テーマを再度記入し、その金額を記入してください。

８．著書・編書の状況
（１）全員の著者名、著書名、出版社名、発行年（西暦）の順に記入してください。

９．論文の発表状況
（１）全員の著者名、論文名、論文誌名、Vol.、No.、発行年（西暦）、pp.最初のページ－最後

のページの順で、原文のまま記入してください。なお、レフェリーの査読を経て掲載され
た国際会議のプロシーディングスも含めてください。
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10．特許等（外国のものを含む）の取得状況
（１）特許番号（公開を含む）、発明の名称、特許権者、登録年月日を記入してください。
（２）実用新案についても上記（１）と同様に記入願います。

11．国際会議への出席、発表状況
（１）国際会議で役員や会議の座長等を行った場合、その会議名（開催地、開催期間）と役割

を記入してください。
（２）発表した（共同研究者としての連名も含む）講演等について、全員の著者名、演題、ア

ブストラクト等がある場合はアブストラクト等冊子名、pp.最初のページ－最後のページ、
ない場合は会議名（開催地、開催期間）の順で記入してください。

12．国内学会、研究会等への出席、発表状況
（１）役員や座長等を行った場合、その学会や研究会の名称（開催年月）と役割を記入してください。
（２）発表した（共同研究者としての連名も含む）講演等について、全員の著者名、演題、ア

ブストラクト等がある場合はアブストラクト等冊子名、pp.最初のページ－最後のページ、
ない場合は会の名称（開催年月）の順で記入してください。

13．その他執筆活動の状況
（１）全員の著者名、記事名、掲載誌名、Vol.、No.、発行年月（西暦）、pp.最初のページ－最

後のページの順で、原文のまま記入してください。

14．講演会、各種行事での講演状況
（１）上記11、12以外で、講演会、各種行事等で講演を行った場合、行事等の名称（講演年月）、

主催者、演題を記入してください。

15．受賞等の状況
（１）研究成果に対して表彰等を受けた場合、受賞名、贈呈機関を記入してください。

16．内地留学等・在外研究員の状況
（１）内地研究員として、内地留学等をした場合、研究課題、派遣先研究機関、留学等の期間

の順で記入してください。
（２）在外研究員として、海外留学した場合、研究課題、派遣先研究機関、留学期間の順で記

入してください。

17．調査研究等による海外出張・海外研修の状況
（１）上記11、16（２）以外で、調査研究等による海外出張・海外研修をした場合、出張（研

修）目的、主な出張（研修）先機関、渡航国、出張（研修）期間の順で記入してください。

18．共同研究、受託研究の状況
（１）実施した共同研究について、研究課題、共同研究機関を記入してください。
（２）実施した受託研究について、研究課題、依頼先機関を記入してください。

19．技術相談、技術指導の状況
（１）技術相談・技術指導等の依頼内容、その依頼機関を記入してください。

102



11．2　教員の研究業績

　平成26年度、本校における科学研究費補助金の採択数は、「若手研究（Ｂ）」５件5,330,000円、
「基盤研究（Ｃ）」７件11,310,000円、計12件16,640,000円である。
　また、外部資金の導入件数は、「寄附金」13件5,488,500円、「受託研究」４件2,393,420円、「受託
事業」２件3,683,964円、「民間等との共同研究」６件1,260,000円、「補助金等（科研除く）」３件
3,971,828円、計28件16,797,712円である。
　以下に教員の研究業績を記載する。なお、各項目の記載内容は次のとおりである。

（１）所属
　現在の所属学科、役職、現在の役職に関する履歴を示す。

（２）学位取得の状況
　取得している学位（博士）名、取得機関、学位論文題目と取得年月を示す。

（３）研究成果の公表件数
　平成26年度における著書・編書、論文、特許等、国際会議、国内学会等、その他の執筆活動で
の公表件数を示す。

（４）加入している学協会名
　現在加入している学協会名を示す。

（５）学外活動
　平成26年度の期間に、学協会、学外の委員会、財団等で務めた役職とその期間及び他高専、大
学等での兼職（非常勤講師等）、講演会、各種行事等で行った講演について示す。

（６）研究助成金の受入状況
　平成26年度を研究期間とする科学研究費補助金、助成金（研究助成、海外渡航助成等）、企業
等から受け入れた奨学寄付金、学内研究補助金等について、申請件数および採択課題名、金額
（平成26年度分）を示す。複数の研究者が共同研究として申請、採択されたものについては、そ
れぞれの研究者の業績と見なし、研究者毎にカウントしている。金額に関しては、共同研究の場
合、総額を示す。

（７）地域との連携
　平成26年度に、実施した地域との連携に係る「技術相談」、「受託研究」、「民間等との共同研
究」についてその件数を示す。

（８）他機関との共同研究・受託研究
　平成26年度に、実施した他機関（大学等）との連携において、（７）の項目に該当しないもの
について、相手方と研究課題を示す。（但し、個人レベルでの共同研究については論文等の公表
として表現するので割愛した。）

（９）海外出張（海外研修含む）
　平成26年度に、国際会議又は在外研究員以外で、海外出張した調査研究等について、出張目的、
主な出張先機関、渡航国、出張期間を示す。

（10）内地研究員・在外研究員の状況
　平成26年度に内地研究員又は在外研究員として実施した内地留学等又は海外留学について、研
究課題、派遣先研究機関、留学等の期間を示す。

（11）受賞等の状況
　平成26年度を含む期間に、研究成果等に対して受賞した表彰等について、受賞名、贈呈機関、
受賞年月を示す。

（12）研究成果一覧
　平成26年度における著書・編書、論文、特許（特許公開、特許登録）等、国際会議及び国内学
会等での公表状況、その他の執筆活動を列記する。ただし、学位論文及び科研費（助成金）等を
受領後の成果報告書については、別項目で評価していることから、本項には記載していない。ま
た、共著のものについては、それぞれの研究者の寄与があると判断し、研究者毎に記載している。
ここで、［著書］は著書・編書、［国際］は国際会議発表、［国内］は国内学会等発表、［その他］
はその他の執筆活動を表す。なお、レフェリーの査読を経て掲載された国際会議のプロシーディ
ングスは論文として扱った。
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11．2．1　知能機械工学科
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11．2．2　電気情報工学科
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11．2．3　物質工学科
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11．2．4　環境都市工学科
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11．2．5　総合教育科
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校内の各種委員会等の関係を表12.１、表12.２に示す。

表12．1　学内組織

校 内 組 織12

158

校長 　堀江＊

副校長 森川
教務主事 米光 主事補 青山、岸本、秋山
学生主事 中本 主事補 山吹、楠部、芥河
寮務主事 北澤 主事補 濵田、岡本、林和、平山
専攻科長 藤本 副専攻科長 溝川、小池
地域共同テクノセンター長 山口 副センター長 村田、奥野
メディアセンター長 野村 副センター長 森、右代谷
ロボット教育センター長 山口 副センター長 西本圭、大西事務部長
技術支援室長 辻原

・学科主任

知能機械工学科 樫原 主任補佐 村山
電気情報工学科 佐久間 〃 竹下
物質工学科 土井 〃 綱島
環境都市工学科 靏巻 〃 山田
総合教育科 宮本 〃 後藤

・学級担任

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
知能機械工学科 早坂（副）中出 平岡 吉田 津田 福田
電気情報工学科 竹下 桑原 直井 徳田 謝
物質工学科 西本真 和田 綱島 林純 森岡
環境都市工学科 赤崎 重松 孝森 山田 三岩

　　　　　　　　　　　　　　太字は学年主任

・基盤教育科目代表

数学 物理 化学 生物 社会 国語 英語 体育
秋山 青山 岩本 山川 重松 和田 後藤 桑原

表12．2　委員会等
委員会名 委員長 主事補・副等 委　員　名

企画会議
（リスク管理室兼務） 堀江校長 森川副校長 米光教務主事、中本学生主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、山口テクノセン

ター長、野村メディアセンター長、大西事務部長

運営委員会 堀江校長
森川副校長、米光教務主事、中本学生主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、
樫原知能機械工学科主任、佐久間電気情報工学科主任、土井物質工学科主任、
靏巻環境都市工学科主任、宮本総合教育科主任、山口テクノセンター長、
野村メディアセンター長、辻原技術支援室長、大西事務部長

施設マネジメント委員会 堀江校長 森川副校長
企画会議メンバー、総務課長

施設マネジメント部会 森川部会長、古金谷、山吹、林純、林和、森岡、総務課長、
総務課長補佐（施設担当）

環境マネジメント委員会 堀江校長 靏巻環境都市
工学科主任

運営委員会メンバー

環境マネジメント部会
靏巻部会長、山口テクノセンター長、西本圭、竹下、森田、
孝森、森岡、総務課長、総務課長補佐（施設担当）、
総務･企画係長、学生課長、学生課長補佐

防火防災対策委員会 堀江校長 辻原技術支
援室長 運営委員会メンバー、総務課長

情報セキュリティ管理
委員会 堀江校長 米光教務主事

大西事務部長 運営委員会メンバー
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委員会名 委員長 主事補・副等 委　　員　　名

専攻科委員会 藤本専攻科長 溝川、小池
福田、佐久間、森田、大久保、後藤

専攻科成績判定会 ５学科主任、米光教務主事、溝川、小池
オブ：森川副校長

教務委員会 米光教務主事 青山、岸本、秋山

５学科主任

成績判定会
５学科主任、藤本専攻科長、青山、岸本、秋山
オブ：森川副校長、中本学生主事、北澤寮務主事、
学生相談室長

厚生補導委員会
（兼学生指導支援室） 中本学生主事 山吹、楠部、芥河 西本圭、直井、岩本、伊勢、中出

学寮委員会 北澤寮務主事 濵田、岡本、
林和、平山 古金谷、竹下、山川、小林、Marsh

地域共同テクノセンター
委員会

山口
センター長 村田、奥野 三原、岡本、岩本、伊勢、森岡、花田技術専門員、総務課長、学生課長

メディアセンター
委員会

野村
センター長

右代谷（図書）
森（情報）

図書委員会 村山、徳田、岩本、三岩、吉田、図書係長
情報処理教育センター
委員会（情報セキュリ
ティ推進委員会兼務）

三原、村田、楠部、小池、右代谷、寺西技術専門職員、
眞田技術職員、学生課代表、情報担当事務

技術支援室委員会 辻原
技術支援室長

米光教務主事、山口テクノセンター長、大西事務部長、樫原、佐久間、
土井、靏巻、小口技術長、花田技術専門員、巨海技術専門職員、
寺西技術専門職員

安全衛生委員会 森川副校長 桑原（衛生管理者）、大西事務部長（安全管理者）、西本産業医、過半数代表
推薦（西本圭、奥野、孝森、小川看護師）、総務課長

広報委員会 野村
センター長

村田（ＨＰ）
平岡（広報）

ＨＰ担当 濵田、村田、奥野、小池、Marsh、寺西技術専門職員、
眞田技術職員、学生課代表、情報担当事務

広報担当 年報、学校要覧、学園だより、新聞記事：後藤、平岡、
三原、山川、伊勢

ＦＤ委員会 森川副校長 米光教務主事、中本学生主事、藤本専攻科長、総務課長、学生課長

知的財産評価委員会 山口
センター長 米光教務主事、藤本専攻科長、出願学科主任、外部委員、総務課長

外部評価検討委員会 藤本専攻科長
企画会議メンバー、総務課長、学生課長
外部評価検討委員会
ワーキング （長）藤本、溝川、森、綱島、小池、後藤

人権教育委員会
（いじめ対策委員会） 中本学生主事 厚生補導委員会メンバー、総務課長、学生課長

進路対策委員会 中本学生主事 米光教務主事、藤本専攻科長、５年担任、４年担任

国際交流委員会 森川副校長 謝＊＊ 米光教務主事、北澤寮務主事、岡本寮務主事補、津田、山川、孝森、
Marsh、総務課長、学生課長

授業料等の免除および
徴収猶予委員会 中本学生主事 米光教務主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、５学科主任

遺伝子組換え実験安全
委員会

山口
センター長 米光、楠部、赤崎、和田、外部委員、総務課長

レクリエーション
委員会 大西事務部長 津田、竹下、山川、大久保、森岡（総務課２、学生課１、技術支援室１）

学生相談室 溝川室長 中出 直井、西本真、林和、重松、小川看護師、寮務係長、カウンセラー
ハラスメント相談室
（男女共同参画担当） 謝室長 学生相談室員（除カウンセラー）、総務課長、学生課長

教育システム点検
委員会 山川委員長 西本圭、若野嘱託教授、高木名誉教授、学生課長

ロボット
教育センター

運 営 会 議 山口
センター長

森川副校長、中本学生主事、北澤寮務主事、山口テクノセンター長、
佐久間電気情報工学科主任、大西事務部長

Ｗ Ｇ 山口
センター長

西本圭、
大西事務部長 古金谷、岡本、奥野、孝森、森岡、巨海技術専門職員

数学ワーキンググループ 米光教務主事 秋山 右代谷、平岡、濵田、福田、徳田、佐久間、岸本、林和
物理ワーキンググループ 米光教務主事 青山 溝川、佐久間、森田、孝森、関連非常勤講師
50周年記念事業実行委
員会 中本学生主事 堀江校長、森川副校長、米光教務主事、北澤寮務主事、大西事務部長、

同窓会（各学科２）、後援会（各支部）、学生会２
関工協幹事 藤本、徳田、林和
コンソーシアム和歌山委員 藤本専攻科長、山口テクノセンター長

＊堀江校長は（独）国立高等専門学校機構　安全衛生管理・地球温暖化対策委員、教育環境整備委員、および男女共同参画推進委員を兼務
＊＊謝教授は（独）国立高等専門学校機構国際交流委員会委員、および同委員会インターンシップ専門部会委員を兼務



　平成26年度、本校は創立50周年を迎えることが出来ました。
それを記念する式典等各種イベントも無事終了することが出来
ました。またそれらを盛り立てるかのように学生の活躍も増え
ました。
　多事多端の折り、今回の年報作成に当たり原稿を執筆いただ
きました教職員の方々、ならびに編集に協力いただきました
方々に感謝いたします。本誌がこの年度の資料として気軽に見
返して頂くことが出来れば幸いです。（三原）

　平成27年８月

□編　集　　和歌山工業高等専門学校広報委員会
　　　　　　委員長　中本純次

□校　正　　三原由雅（広報委員会）

編集後記
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