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　和歌山工業高等専門学校は、平成26年に創立50周年を迎え、
次の50年に向けて第一歩を踏み出しました。本校は、和歌山県
の中南部で唯一の国立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に努めています。増設整備
された学生寮は、全国50数高専の中で３番目の収容人数を持ち、
県内一円から大阪府南部までの広い地域から入学した学生は、
寮において勉学等に励んでおります。また、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連携も積極的に進めて
おります。
　この年報では、平成27年４月から翌平成28年３月までの学校
暦１年の間に行った教育、研究、生活、その他諸活動について、
出来るだけ正確に記載しました。
　平成27年度では、本校が主管校となり第12回全国高等専門学校デザインコンペティション（デザ
コン　2015　in紀の国わかやま）を開催し、メインテーマ「ささえる」のもと多くの地区からの参
加を得ることができました。また、高専ロボットコンテスト10年連続全国大会出場、本校が参画し
ている「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の採択など活発な活動が展開で
きたと思っています。
　本校では、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
ていきたいと思いますのでお力添えをよろしくお願いいたします。そして、お気づきの点等があり
ましたら忌憚のないご意見をいただければ幸いです。
 平成28年７月　　　

は　じ　め　に

校長 　角田　範義
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1．1　主な活動内容

1．1．1　デザコン2015 in 紀の国わかやま
　11月14（土）、15日（日）に和歌山県民文化会館を会場と
して、本校が主管校となって第12回全国高等専門学校デザイ
ンコンペティション（デザコン2015 in 紀の国わかやま）が
開催された。デザコンの始まりは、1977年に４つの高専の建
築学科で行われた研究交流シンポジウムであり、その後、参
加校を増やし形態を変えて発展してきた。2004年から主催が
高等専門学校連合会となり、デザインの領域を「人が生きる
生活環境を構成するための総合的技術」と捉え直し、建築学
科の枠を超えた全国の高専全体で取り組む「全国高等専門学校デザインコンペティション」となっ
た。さらに、今大会から、これまで国立高等専門学校機構主催で開催されてきた３Dプリンタを活

用した「３次元デジタル設計造形コンテスト」が、デザコン
のAMデザイン部門（秋大会）として発展的に統合されるこ
ととなった。
　今大会のメインテーマは「ささえる」である。阪神淡路大
震災や東日本大震災、また近い将来発生するといわれている
南海トラフ沿いの地震など、災害が多発するわが国おいては、
人々の生活をささえ、豊かでレジリエントな社会を作ってい
くことが課題であり、そのための手助けになるような提案を
４部門に分かれて募集することとした。

　構造デザイン、空間デザイン、創造デザインの部門では、それぞれインフラ、災害対応の拠点作
り、弾力的で回復力のある社会作りに関わる提案を扱い、また、今大会からデザコンの１部門とし
て加わったAM（Additive Manufacturing）部門では、フライングプレーンを題材として３Dプリ
ンタを利用した造形を扱った。
　各部門の応募チーム数等を表に示す。４部門全体で全国42の高専から245チーム、784名の応募が
あり、本選には102チーム435名の高専生が出場した。引率教員、審査委員、スタッフ、来賓、企業
関係者、一般来場者を含めると延べ1400人以上の来場があった。

運　営１

会場（和歌山県民文化会館）

部門名 テーマ 部門長
構造デザイン メタルブリッジコンテスト 環境都市工学科 山田宰 准教授
空間デザイン 地域強靭化のための道の駅デザイン 環境都市工学科 伊勢昇 准教授
創造デザイン 生活環境を災害から守る 環境都市工学科 靏巻峰夫 教授
AMデザイン（秋大会） フライングプレーンⅡ 知能機械工学科 北澤雅之 教授

開会式
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　大会初日は、実行委員会、受付、開会式、特別講演の後、
各部門に分かれて競技を行い、学生交流会と情報交換会、２
日目は、競技再開、審査、表彰式および閉会式を行った。
　特別講演は、今回の大会が防災・減災を中心として部門の
テーマを設定したことから、「稲むらの火の館」の﨑山光一
館長に講師を依頼し、「稲むらの火・濱口梧陵の危機管理は
人間愛」と題して講演をして頂いた。1854年の安政南海地震
の際、刈り取った稲束に火をつけて津波からの避難を誘導し、
また私財を投じて堤防（広村堤防：現在の和歌山県広川町）の建設を行った濱口梧陵の偉業を通し
て、ものづくりや仕組みづくりをしていく上で、重要なヒントを参加者に示していただけたと思う。

　競技は、４つの部門がそれぞれの会場に分かれて同時進行で行われ、仕様確認、載荷試験、飛行
競技、模型を使ったプレゼンテーション等、熱戦が繰り広げられた。審査の結果、構造、空間、創
造、AMの各デザイン部門の最優秀のチームには、それぞれ国土交通大臣賞、建築家協会会長賞、
文部科学大臣賞、国立高等専門学校機構理事長賞が授与された。本校から創造デザイン部門に出場
した環境都市工学科４年生（舟原勇輝、前山誠志、佐藤周太、糸川真奈）のチームが出品した
Challenge by rain water ～人を守る雨水～と、AMデザイン部門（秋大会）に出場した知能機械工
学科５年生（鎌倉央昇、木路祥太、小林亮介、高橋諒）のチームが出品したS－３KTは、それぞ
れ審査員特別賞を受賞した。
　今大会を開催するにあたり、各部門の部門長をはじめとする開催地委員会のみなさま、その他多
くの教職員および学生の協力を頂いた。また、近畿地区の高専、豊橋技術科学大学、長岡技術科学
大学、多くの企業から協賛等の支援を賜った。このような協力・支援のもとに本大会を盛会裡に終
了することができたことを報告し、関係のみなさまに御礼を申し上げる。

部門 構造デザイン
部門

空間デザイン
部門

創造デザイン
部門

AMデザイン
部門（秋大会） 合計

応募チーム数 55 139 26 25 245
応募校数 35 25 12 25 97
応募学生数 279 331 82 92 784
本選参加チーム数 55 12 10 25 102
本選参加校数 35 ９ ６ 25 75
本選参加学生数 279 33 31 92 435

特別講演

学生交流会 協賛企業のブース
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1．1．2　和歌山高専・大学マネジメント研究会合同SD研修会を開催
　７月10日（金）本校階段教室において、大学マネジメント研究会（本間政雄会長）と共催で平成
27年度SD（Staff  Development）研修会を開催した。研修会は、本校堀江振一郎校長を含めて５名
の講師による講演と講師をパネラーとしたシンポジウムの２部制で行われ、研修を通じて職員、教
員のマネジメント資質の向上を図ったものである。
　冒頭、堀江校長から開会挨拶と和高専の取り組みについて
の発表が行われた。次に、文部科学省生涯学習政策局参事官
（連携推進・地域政策担当）大谷圭介氏が「実践的な職業教
育を行う新たな高等教育機関の制度化」について同件に関す
る有識者会議での議論を交え今後の高等教育の在り方の変化
について講演がされた。続いて、「地方創生と高専の役割」
と題して大学マネジメント研究会会長の本間政雄氏、「大
学・高専・地域を支える職員の役割」と題して大学マネジメ
ント研究会 上杉道世副会長、「和歌山地域活性化の取り組み」と題して摂南大学地域連携セン
ター 小出修嗣課長が講演を行った。
　講演後、堀江校長がファシリテータを４人の講師がパネリストを務め、「地方創生」「職業教育を
行う新たな高等教育機関」など注目が集まる課題について、シンポジウム形式で意見交換が行われ
た。
　なお、この研修会の模様はテレビ会議システム GI-netを使用して北は苫小牧高専から南は都城
高専まで全国18高専20か所に同時配信された。

構造デザイン部門 空間デザイン部門

創造デザイン部門 AMデザイン部門

パネルディスカッションの様子
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1．1．3　地方創生プログラム
　和歌山県は、高校生の県外大学への進学率が昨年度は87％で、27年連続日本一と不名誉な記録を
更新している。また、大学生の県外就職率も90％を超えており人口流出の傾向が顕著になっている。
このような状況は、和歌山に限らず程度の差はあるが地方都市においては大きな問題となっている。
そこで、国ではまち・ひと・しごと創生本部を一昨年内閣に設置し、地方創生担当大臣が任命され
る事態となっている。
　国内では多くの自治体が国の支援を受け、地方創生に関る事業を展開しており、新聞やメディア
を賑わしている。その中で、若い人材を地方に残すことは地方創生における重要なポイントとなっ
ているが、現実的には自治体だけではなく大学や高専等の高等教育機関と、それに企業を含めた大
きな枠組みで取組む必要があることは明らかである。
　和歌山県では、和歌山大学が中心となり文部科学省へ申請
した平成27年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（COC+）」が採択された。本校も、和歌山県立医科大学、
和歌山信愛女子短期大学、近畿大学、大阪府立大学そして大
阪市立大学などとともにその事業に参画することになった。
さらに、本校は平成18年から一貫した教育理念の中に地域指
向を盛り込んでいることもあり、「地（知）の拠点（COC）
大学」として文部科学省の認定を受けた。事業名は、「わか
やまを知る若手エンジニアを育成し地域の未来を切り拓く－「地」の「知」の拠点としての和歌山
高専－」で、地域（わかやま）学、ベンチャー講座そして県内インターンシップなどの科目を新設
し、これらの教育プログラムを通じ学校と地域が一体となった取り組みを始めた。主な内容は、
「地域関連の科目や実験・研究の導入」と「学生主導の公開講座の開設」であり、今後はより一層
地域色の強い教育・研究内容を目指して行く。
　本校が位置する和歌山県中南部地方には、高等教育機関が他に無いため周辺からの期待は特に大
きい。現状では、申請当初の地域指向性の教育プログラムを実施して行くことが重要であるが、５
年後そして10年後には結果として県内就職者や起業する学生が増えて行くことがポイントとなる。

公開講座で指導する学生
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1．1．4　学校施設の防災力強化プロジェクト
　平成24年度、平成26年度に続いて、平成27年度も文部科学省の「学校施設の防災力強化プロジェ
クト」に採択され、多くの活動を行った。
　10月22日（木）御坊市立体育館において、本校と御坊市教
育委員会との共催の親子防災教室を開催した。この企画は、
御坊市内の幼稚園（名田幼稚園、塩屋幼稚園、御坊幼稚園、
湯川幼稚園）の５歳児の園児とその保護者約100名を対象に
「災害時のトイレ作り」と「がれき体験」の２つのテーマで
実施した。
　「災害時のトイレ作り」は、講師にNPO法人日本トイレ研
究所 研究員 平澤恵介氏をお招きし、トイレの大切さをクイ
ズ形式の分かり易い説明で行った後、新聞紙とゴミ袋を利用した簡易トイレ作りの実践を行った。
　「がれき体験」は、本校職員が講師となり、各幼稚園から持ち寄った卵の殻を瓦礫に見立てその
上を裸足で歩き、次に新聞紙で作ったスリッパを履いて歩くことで、瓦礫の危険性と慌てず靴など
を履けば安全であることを実際に体験できるコーナーを設けた。園児達は、大きな声を上げながら
「結構痛い」「スリッパを履くと全然痛くない」など、瓦礫が危険なことを実際に歩いて体験出来
た。

　１月30日（土）避難所運営ゲーム（HUG）を活用した研
修会を開催した。これは、避難所の管理、設営、運営をシ
ミュレーションし避難所運営の際の混乱状況や問題をゲーム
感覚で体験できる研修であり、本校学寮の指導寮生 11名
（内女子１名）を含む13名が参加した。研修は名田小学校を
避難所と仮定し、１月の厳冬期の夜、東海・東南海・南海三
連動地震が発生、避難所を開設して被災者を受け入れるとい
う避難所の初期設定で行った。

　まず、避難所フロア内の通路確保、次に各教室の役割区分や避難者利用不可な場所を決定した後、
HUGイベントのカード内容に対して的確な対応を協議した。200を超えるHUGイベントカードには、
個別対応が必要な被災者の避難所各所への誘導、炊き出し隊到着等のイベントであれば場所の確保
など、参加者は次々と机上に出される多種多様なイベントに対応した。HUGを用いた研究を通して、
想定外の混乱の発生や学生と大人の考えの相違が表面化した場面があり、講師・参加者ともに災害
時避難の備えを考える良い研修であった。

1．1．5　学生対象の各種講演会を開催
　学生生活の質の向上と安全確保を目的として、各機関の協力を得て合計６回の学生対象講演会を
実施した。近年は、交通安全に加えて、SNSの利用などサイバー空間における危険性の増大が課題
となっており、学年毎に直面する課題を取り上げて安全確保に対する学生の意識向上と相互扶助の
構築を目指している。また、５年生にあっては、卒業後の実社会で必要度が高まる契約、労働災害、
クレジットカードなど困難に直面した場合の対応等についての意識向上を図った。
　このほか、女子学生に対しては２名のOGを招いて ｢女子学生対象講演会｣、自動二輪車利用学生
については ｢安全運転実技指導講習会｣、高専祭等各種の行事の実施にあたってはそれぞれの企画

４幼稚園と連携した親子防災教室

学生HUG（避難所運営ゲーム）
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に参加する学生に特化したテーマ ｢食中毒の予防｣ や ｢火災予防や消火器の使用法｣ などの講演等
を開催した。

1．2　学生の活躍

1．2．1　全国高専体育大会 ｢陸上競技女子砲丸投げ｣ ｢水泳男子50m｣ で優勝
　８月29日（土）、30日（日）の２日間にわたって福岡県東
平尾公園博多の森陸上競技場で第50回全国高等専門学校体育
大会（陸上競技）が行われた。本校からは物質工学科５年宮
本佳奈さん（女子砲丸投）、電気情報工学科３年山澤優君
（男子円盤投）、物質工学科１年細川菜希さん（女子100m）
の３名がそれぞれ６月27日（土）に行われた近畿大会を勝ち
抜いて参加した。この中で宮本さんは昨年、一昨年と連続で
２位に入っており今回こそは優勝をと期待がかかっていた。
女子砲丸投げは大会二日目の８月30日（日）の12時から22名が参加して行われた。宮本さんはその
第一投で９m76をマークしトップに立つと、そのまま一度もトップを譲ることなく最終の第６投で

記録を10m46と伸ばして優勝を果たした。宮本さんは１年生から連続で
全国大会に勝ち進んでおり、ここ２年は連続で２位であった。最終学年
で臨んだ今大会を完勝といって良い内容で勝ち、念願の全国優勝を手に
入れるとともに有終の美を飾ることができた。
　同じく水泳競技の部は、８月30日（日）、鹿児島市鴨池公園水泳プー
ル（屋内・長水路）において行われ、物質工学科２年宮本一歩君が男子
50ｍ自由形の部で全国優勝を勝ち取った。タイムは24秒75で２位との差
は、0.02秒であった。短距離種目は選手の実力が拮抗しているため、ス
ピードはもとより、スタート、息継ぎ、ゴールでのタッチなど高度な技
術が求められる。決勝では完璧な泳ぎで他を制した。

実施日 対象 講師 演題

５月20日（水） １年生 御坊警察署生活安全刑事課
巡査長　川口宗大氏

「サイバー犯罪被害に遭わな
いために」

６月17日（水） ２年生 御坊警察署交通課
巡査部長　小田成幸氏 「交通講話」

12月２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

「ＳＮＳを通じて起こるトラ
ブルと対策」

１月13日（水） １～３年生 和歌山県警察本部交通部交通企画課
安全教育係　警部補　虎伏正勝氏 「交通講話」

１月13日（水） ４年生 大阪税関和歌山税関支署
上席審査官　福永真介氏

「薬物の恐ろしさと密輸の取
締り」

１月27日（水） ５年生 和歌山県司法書士会　司法書士
楠本博昭氏、阪本秀人氏、中田美佐氏 「平成27年度高専生法律講座」

優勝した宮本佳奈さん

優勝した宮本一歩君
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1．2．2　ロボットコンテスト10年連続全国大会に出場
　11月22日（日）東京・両国国技館で全国大会（高等専門学校連合会、NHK、NHKエンタープラ
イズ主催）が開催され、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。今年の競技課題「輪花繚乱」は、ロボットによる「輪投げ合戦」で、太さや高さの
異なる様々なポールにロボットが輪を投げ入れ、相手より先に９本全てのポールに輪を投げ入れた
チーム、もしくは競技時間３分終了後、ポールに輪を投げ入れて得た得点の多いチームが勝利とな
る。

　参加25チーム中最多となる連続全国大会出場記録を10年に
更新している本校チームは、ローラーで輪を投げるロボット
「梅王（バイキング）」で出場した。選手３名は知能機械工
学科３年　松下諒君、同３年　石井健登君、電気情報工学科
３年　森岡奈々絵さん、ロボットの整備等を担当するピット
メンバー５名は電気情報工学科５年　前井康秀君、同５年　
竹中未来君、知能機械工学科１年　上村綜次郎君、同１年　
島田小太郎君、同１年　山本和波君のメンバーで大会に臨ん

だ。１回戦は四国地区優勝校の香川高専詫間キャンパス（香川県）とのスピード競争をＶゴールで
勝利し、幸先良いスタートを切った。２回戦は九州沖縄地区代表の大分高専と対戦し、同じくＶ
ゴールで勝利した。準々決勝では昨年の優勝校で本校が惜敗した九州沖縄地区代表の熊本高専八代
キャンパスとの対戦になり、接戦の末６対８で敗れ、昨年の雪辱とはならなかった。今回も優勝に
は手が届かなかったが、最近10年間で準優勝３回、ベストエイト５回と強豪校としての実力を発揮
している。
　12月23日（水）NHK総合テレビで高専ロボコン全国大会が放送され、本校ロボコンチームや女
子メンバーの森岡奈々絵さんの活動が詳しく紹介された。

1．2．3　英語プレゼンテーションコンテスト近畿大会（プレゼンテーションの部）で優勝
　近畿地区高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト実行委員会主催の第９回近畿地区高等
専門学校英語プレゼンテーションコンテストが、11月14日（土）と15日（日）大阪府立大学「I-site
（アイサイト）なんば」にて開催された。
　大会は14日のスピーチの部（個人スピーチ14名）と15日のプレゼンテーションの部（３人編成７

チーム）からなり、スピーチの部に出場した本校の物質工学
科２年　中岡江美さんが４位、プレゼンテーションの部では
知能機械工学科４年　和田千鈴さん、電気情報工学科４年　
文谷健志君、物質工学科４年　芝玲奈さんのチームが見事に
優勝した。この結果を受けて、プレゼンテーションチームは、
１月23日（土）、24日（日）に東京代々木オリンピックセン
ターで開催される全国大会に出場することとなった。
　スピーチ部門の中岡さんは、日高郡美浜町三尾のアメリカ

村の出身である祖父や工野儀兵衛（くの・ぎへい）の生き方から学んだ生活信条について、滑らか
な英語で情熱的に話し、堂々の入賞となった。プレゼンテーションの部の和田さん、文谷君、芝さ
んは、色鮮やかにキーワードを強調したパワーポイントを用いながら「お祝いのお菓子」について

試合に臨む本校チーム「梅王」

プレゼンテーションの部優勝チーム
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論じ、「ものづくり」との関連性を指摘した。パワーポイントのデザイン性、３人のステージ上の
動きも高評価の一因となった。

1．2．4　専門分野での活躍
（１）社会実装フォーラムにおいて社会実装賞（構想）と安川電機ロボティクスヒューマンアシス
ト賞をダブル受賞

　３月５日（土）、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2015年
度社会実装フォーラムにおいて、知能機械工学科５年の嶋田
胡太郎君と森川亜美さんが社会実装賞（構想）と安川電機ロ
ボティクスヒューマンアシスト賞の二つを受賞した。
　このコンテストは文部科学省の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」
（東京高専主管、東京高専を含む７高専が連携校、13高専が協力校）が主催しており、その成果を
発表する場として東京高専で開催された。今年度はチーム数増加に伴い12月に書類審査が行われた。
本プロジェクトは、社会で本当に必要とされているニーズを学生が自ら探り出し、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、企業の方々が審査員に含まれている点が
特徴となっている。審査を通過した14高専49チーム（本校から２チーム参加）が１年間の成果を発
表し、嶋田君と森川さんは「圧覚提示を用いた書道初心者のための独学練習システム」という研究
について発表した。

（２）環境都市工学科の７学生が技術士第一次試験に合格
　本科４年生の学生が難関の技術士第一次試験に合格した。合格したのは環境都市工学科の糸川真奈
さん、瀬村大地君、高澤昂生君、中垣和登君、中村圭佑君、前山誠志君、山後寛希君の７名で、昨
年度の３名を大きく上回る結果であった。

　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おり、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。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
とっては難関であり、かつ、昨年度に比して全体の合格率が
低下している中での合格は賞賛に値する。昨年度に続き複数
の合格者が同時に出た
ことは、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）第18回化学工学会学生発表会で受賞
　３月５日（土）（公社）化学工学会主催の第18回化学工学
会学生発表会（福岡大会）が福岡大学七隈キャンパスで開催

技術士一次試験合格

ダブル受賞した二人

楠井奎悟君（左）と井元誠志君（右）
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され、専攻科エコシステム工学専攻１年生の楠井奎悟君が優秀賞を受賞した。発表題目は「アニリ
ン分解菌の分離とその特性」で、大学生や高専生などの口頭発表163件の中から選ばれた。この研
究は、和歌山県内の企業から本校に委託されたテーマで、染料の合成等に使用されるアニリンを廃
棄後に微生物で効率よく分解処理するというものである。また、物質工学科３年生の井元誠志君は
高校生の部で「ハラタケ属キノコの菌糸体培養と抗菌活性」と題して発表し、奨励賞を受賞した。
井元君はキノコから新規抗生物質を発見する目標を掲げ、放課後に一人で研究を進めてきた。２人
は「今まで頑張ってきた甲斐がありました。」、「これからも目標に向って一層頑張ります。」と抱負
を述べた。

（４）高校化学グランドコンテストでポスター賞受賞
　第12回高校化学グランドコンテスト（大阪市立大学、大阪府立大学、読売新聞社主催）が10月24
日（土）～25日（日）の２日間、大阪府立大学で開催された。日本全国の高校や高専（３年生以
下）からと、さらに台湾とシンガポールからの２チームを加えて合計72チームが参加する大規模な
化学コンテストであった。
　本校からは物質工学科３年生の野水大輝君、村上亮太君、八杉憲彰君のチーム（指導教員：綱島
克彦教授）が、「梅廃液による色素増感太陽電池の高性能化」と題した研究成果をポスターで発表
し、みごとポスター賞に選ばれた。受賞した学生らは「思いもよらず受賞できるとはたいへん嬉し
いです。」、「ここまで頑張ってきた甲斐がありました。」と喜びあった。
　なお、本研究は物質工学科の自由課題研究プログラムの一環として行われ、経済産業省資源エネ
ルギー庁主催「エネルギー教育モデル校」事業の支援も受けて実施された。

1．3　教職員の活動

1．3．1　産学連携で新たな導電性ポリマー材料の開発
　物質工学科綱島克彦教授は、和歌山市に本社を置くセイカ（株）と共
同して新たな導電性ポリマー材料の開発を行った。セイカ（株）は色素
や耐熱性高分子に用いられる“芳香族ジアミン化合物”のトップメー
カーであり、多くの製品をラインナップしている。これらの製品の中か
らユニークな化学構造を有する芳香族ジアミン化合物に注目して選定し、
電解重合法という手法を用いて合成を試みたところ、他に類を見ない導
電性ポリマー材料が得られることが分かった。この導電性ポリマー材料
は高い電気伝導性を有することが確認されており、有機EL、有機薄膜
型太陽電池、ポリマー二次電池、電解コンデンサなどに使用される導電
性材料に好ましく応用できると期待される。この研究成果は平成28年３月に大阪大学にて行われた
電気化学会第83回大会にて発表済みであり、今後も引き続きさらに電気伝導性の高いポリマー材料
の開発を推進する予定である。

1．3．2　学外活動を通してのエンジニアリングデザイン教育の機会提供
　本校では、学生に自らの専門領域に関わる学外活動の機会を提供している。例えば津田研究室で

得られた導電性ポリマー材料
（黒色部分）とその化学構造
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は研究室活動の一環として、校外での研究発表会やコンテスト、公開講座や出前教室への参加の機
会を提供している。
　９月７日（月）～８日（火）には一関高専で開催された
「社会実装プロジェクト学生研究会in一関」に参加した。ま
だ途中ではあるが学生同士が卒業研究の成果を発表しあった
り、一関高専の学生が参加する「岩手連合学生フォーミュ
ラ」での活動報告を聴講したりして、一般社会と連携しなが
らの研究活動について意見交換した。
　12月４日（金）～５日（土）には東京ビックサイトにおい
て（一社）日本ロボット学会主催の「第２回インターナショ
ナルロボットハイスクール（IRH2015）」に参加した。これはロボットに関わる学習イベントで、
今回は海外６校、国内７校からの参加があった。事前に公開される課題に従って各学校で事前学習
しておき、会場ではロボットに関する講義を聴講したり、国際ロボット展の会場で調査研究したり
して、最後にそれらをまとめて英語で発表した。

　３月５日（土）には東京高専で「2015年度社会実装フォー
ラム」が開催され、14高専から合計49チームが参加した。こ
こでは卒業研究の成果を「圧覚提示を用いた書道初心者のた
めの独学練習システム」というタイトルで発表して、社会実
装賞（構想）と安川電機ロボティクスヒューマンアシスト賞
の２つを受賞した。
　このほか、合計７回の公開講座や出前教室では、主に小・
中学生の来場者に対して学生が自らの学習経験と知識に基づ

き説明やデモンストレーションで講師役を務めた。また、学会主催の学術講演会にも参加している。
　これらのように本校では、海外を含む校外の人々と関わる機会を学生に提供している。その経験
を通して、社会で本当に必要とされているニーズを学生自らが探り出し、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「エンジニアリングデザイン能力」の育成を目指している。

1．3．3　エネルギー教育モデル校に認定
　本校は、６月22日（月）に、経済産業省資源エネルギー庁主催の「エネ
ルギー教育モデル校」（平成27～29年度）に認定された。
　これは、（公財）日本科学技術振興財団が経済産業省資源エネルギー庁
から委託を受けて実施する事業である。教科や課外活動を通じてエネル
ギーについて幅広く学び、エネルギーの安定供給、地球温暖化問題、省エ
ネなどエネルギーに関わる種々の課題を科学技術的視点から考察しながら、
学生が将来のエネルギーに対する適切な判断と行動の基礎を構築すること
を目的としている。
　本校では物質工学科の綱島教授が中心となり、当該学科の１～３学年を
対象とした和歌山県の特産品を用いる色素増感電池や備長炭電池のような
様々な電池類、および新エネルギー源として期待されている海底資源・メ
タンハイドレートなどを題材とした地域基盤型のエネルギー教育活動を推進する予定である。

2015年度社会実装フォーラム

IRH2015

「エネルギー教育モデル校」
認定証
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1．4　ＦＤ活動

　教員の資質向上を目的として、平成27年度も様々な分野でのFD講演会を開催した。以下に、FD
講演会を一覧表で記す。

　平成27年度の教職員の能力向上に向けた取り組みの柱は、（１）働きやすい職場環境づくりおよ
び聴き手の心を掴むコミュニケーション力の向上、（２）科研費の申請ならびに採択率の向上であ
る。在外研究および人事交流から帰校した教員の派遣先の現状や得た新たな知見を報告する会は、
他校や他機関の工夫や課題を本校の改善に活かせる貴重な情報共有の機会として重要であるととも
に、後続の教員によい刺激となっている。
　これまで就職・進学活動中の学生に対する指導に定評のあったセミナー講師を迎え、話を聞かせ
る際に重要な ｢マインド｣ と ｢スキル｣ を学ぶとともにグループワークによる意見交換や発表を通
して定着を図った。科研費申請にあたっては、これまで講習や解説が中心であったが、新規採択者
の申請内容を公開するとともに採択につながったと思われる工夫点などを発表してもらった。身近
な教員が工夫と努力により採択につながったことを知ることで他の教員の意識と意欲の向上が図れ
たと考えている。

1．5　施設・設備の整備

　本校は平成26年に創立50周年を迎え、その記念事業の１つ
として正門の改修を行い、９月４日（金）に完成披露式を挙
行した。この改修は「開かれた学校」および「安全」をコン
セプトとしたものであり、創立50周年を節目に学校の顔でも
ある正門の間口が拡張され、外部からもキャンパスの様子が
うかがえるデザインとなった。また、学校の銘板の英語表記
を新たに全国統一された表記法である「National Institute of 
Technology, Wakayama College」に改めた。

開催日 講演内容 講演者

５月20日（水）第１回FD講演会内地研究、在外研究について
知能機械工学科　山東准教授
物質工学科　　　河地准教授

７月１日（水）
第２回FD講演会
プレゼンテーション入門講座 ～聴き手の
心を掴むコツ～

紀陽リース・キャピタル（株）
セミナー事業部　和田　真由子氏

７月15日（水）
第３回FD講演会
科学研究費補助金申請数の増加・採択率の
向上を目指して

物質工学科　　　奥野准教授
環境都市工学科　孝森准教授

９月２日（水）
第４回FD講演会
科研費に採択されるための戦略と準備－科
研費審査の仕組みと採択のための対策

豊橋技術科学大学　工学部
教授　松田　厚範氏

２月24日（水）
第５回FD講演会
男女共同参画講演会
働きやすい職場環境づくりに向けて

和歌山大学　経済学部
助教　本庄　麻美子氏

正門拡張完成披露式
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1．6　自己点検結果

　日本経済に活力を取り戻すとともに ｢一億総活躍社会｣ の実現に向けて取り組みが進められてお
り、和歌山にあっても ｢まち・ひと・しごと｣ 創成のために人材の県内定着に取り組んで来ている。
本校にあっては以前より地域連携・地域貢献を目指しており、｢平成27年度地（知）の拠点大学に
よる地方創生推進事業（COC+）｣ が採択された。これらを弾みとして今後とも和歌山県域の発展
のために地域密着型の教育研究を推進していきたい。　
　高専にあっては教育研究のみならず全人教育の観点から学生の課外活動を重要な活動として位置
づけ支援してきている。有名なコンペティションとしては、ロボットコンテスト（ロボコン）、英
語プレゼンテーションコンテスト（英語プレコン）、デザインコンペティション（デザコン）など
があり、毎年全国の高専が持ち回りで主管を務めており、本校は本年度 ｢デザコン2015 in 紀の国
わかやま｣ を主管した。南海トラフの巨大地震の発生が危惧される中、｢ささえる｣ をテーマに防
災力の向上を取り入れ、教職員が一丸となって活動するとともに本校の特色を反映した素晴らしい
大会と高い評価を得た。
　その他の課外活動における活躍もめざましく、参加25チーム中最多となる連続全国大会出場記録
を10回に更新しているロボコンや、近年連続して優勝等の好成績をあげ常連校として知名度を上げ
ている英語プレコン、さらには全国高専体育大会陸上競技や水泳競技での種目別優勝など多くの大
会において優秀な成績をあげている。一方、課外活動に関する指導者等の確保については課題とし
て残されている。
　学生の教育や研究部門での活躍もめざましく、毎年、各種の学会やコンテスト等での受賞が相次
いでいることは学生の能力の向上と定着が図られている成果と評価したい。さらに、技術士一次試
験の合格者が増加していることもまた学生達の意識の変革が成し遂げられている成果と考えており、
この傾向が定着するように図っていきたい。
　産官学連携では、セイカ（株）との共同研究で他に類を見ない導電性ポリマー材料を得ることに
成功するなど地域企業との連携を図っている。
　教員の研究活動では、教員の専門分野での研究成果ならびに研究に対する取り組みを学生の能力
向上に資するため、校外での研究発表会、コンテスト、公開講座さらには海外を含む多くの人々と
の交流を図る校外活動の機会を提供し、多くの効果をあげている。
　教職員の職務遂行能力、教育力、研究開発力等の向上は本校の更なる発展のためにきわめて重要
であり、FD活動はその根幹をなすものとして実施した。科研費については技術職員の申請数が大
きく増加するとともに、学校全体の採択数が向上するなど教職員の意識や能力の向上につながった
と考えおり、次年度も年度計画に沿った活動を推進していく。
　地域への人材の輩出に当たっては教員の教育力の向上とともに、優秀な人材の確保が欠かせない。
また、今後の日本の発展にあたっては女性の活躍がきわめて重要と考えられることから、女子学生
の受け入れを増やす必要がある。そのための女子中学生を対象にした ｢ガールズKOSENステイ｣
はユニークな取り組みとして認知されるに至っており、さらに発展させるとともに新たなより有効
な方策の導入を図っていきたい。
　文部科学省の ｢学校施設の防災力強化プロジェクト｣ は３回目の採択を受け、避難所運営方法な
ど災害発生時に実際に役立つ方法等の開発や訓練、地域住民や行政との連携を重視した活動にシフ
トした。また、同省からの視察を受けるなど高く評価され、次年度の申請も要請された。



　平成27年度入学式が４月５日（日）に挙行され、新１年生161名、３年次編入外国人留学生１名、
４年次編入学生５名および専攻科生17名の合計184名が入学した。全校生数は848名（内女子131名、
留学生８名）になった。教務関係では本科入学者の確保および教育内容の改善等を中心に取り組ん
だ。以下に、平成27年度の取り組みを記載する。

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）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、常に入学志願者の確保に努めてい
るが、平成28年度入試では志願者数が237名（志願
者の対県内公立中学卒業者比2.62%）となり、平成
27年度入試の志願者数264名（同2.77%）より志願者
数が減少した。ここ数年で中学３年生の卒業生数が
急激に減少する現状から志願者数の維持により一層
の努力が必要となると思われる。平成28年度の志願
者は前年度より男子が27名減少したのに対して、女
子は43名の同数で、女子の合格者数は32名と過去最
高となった。女子学生を対象とした宿泊型高専体験
プログラム「ガールズKOSENステイ」やその他の
イベントの開催が影響していることが考えられる。
和歌山県内と県外の志願者の推移では、県内、県外
ともに減少しており少子化の影響が現れていると考
えられる。今後もオープンキャンパス等のイベント開催や中学校訪問、中学生用「学校案内」、「学
生募集」ポスターの配布を継続して志願者の確保に努めたい。
　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

入試
倍率

受験
者数

合格
者数

入学
者数

知能機械工学科 22 2.75 22 8 8
電気情報工学科 34 4.25 34 8 8
物質工学科 21 2.63 21 8 8

環境都市工学科 25 3.13 25 8 8
計 102 3.19 102 32 32

<<学校長推薦入試>>

学科名 志願
者数

入試
倍率

受験
者数

合格
者数

入学
者数

知能機械工学科 18 1.50 18 12 12
電気情報工学科 26 2.17 26 12 12
物質工学科 25 2.08 25 12 12

環境都市工学科 24 2.00 24 12 12
計 93 1.94 93 48 48

<<学力検査入試>>

学科名 志願
者数

入試
倍率

受験
者数

合格
者数

入学
者数

知能機械工学科 27 1.35 26 20 20
電気情報工学科 53 2.65 53 20 20
物質工学科 31 1.55 31 20 20

環境都市工学科 42 2.10 39 20 20
計 153 1.91 149 80 80

※志願者数は、第一志望学科で集計

295

253 250 264
237
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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を
もっている生徒を集めることを目的としている。平成28年度体験実習入試は１月９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102名で、各学科の定員（各科８名）に対する平均倍率は
3.19倍（昨年度3.78倍）となり、昨年度より19名少なく倍率も低下した。合格内定者は知能機械工
学科が８名（志願者22名）、電気情報工学科が８名（志願者34名）、物質工学科が８名（志願者21
名）、環境都市工学科が８名（志願者25名）の計32名であった。

2．1．2　学校長推薦入試
　平成28年度学校長推薦入試を１月23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93名で昨年よ
り13名減少した。各学科の定員（12名）に対する平均倍率は1.94倍で昨年度の2.21倍を下回った。
合格内定者は、知能機械工学科が12名（志願者18名）、電気情報工学科が12名（志願者26名）、物質
工学科が12名（志願者25名）、環境都市工学科が12名（志願者24名）であった。

2．1．3　学力検査入試
　平成28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21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。今回の学力入試では、次の２点で変更となった。１）全国統一試験で実施される学力検査の
解答方法が記述式からマークシート方式に変更された。２）選抜方法について、第一志望学科が定
員に達し、得点下位の者を第二志望学科へ移す際に従来では、学力点より15点を減じていた判定方
法を廃止し、そのままの得点で判定を行った。以上の変更により前者では採点の効率化が図られ、
後者ではより学力の高い入学者を迎えることができた。今回の学力検査では、４学科の平均倍率
1.91倍（昨年度2.23倍）で、昨年度より低下した。合格内定者は、知能機械工学科が20名（志願者
27名）、電気情報工学科が20名（志願者53名）、物質工学科が20名（志願者31名）、環境都市工学科
が20名（志願者42名）であった。なお、入学試験合格後の辞退者はなかった。

2．1．4　４年次編入学推薦入試
　６月５日（金）に推薦による平成28年度編入試験を
実施し、６名（知能機械工学科１名、電気情報工学科
４名、物質工学科１名）が受験した。選抜方法は面接
（口頭試問を含む）および調査書により行われた。試
験の結果、合格内定者は３名（知能機械工学科１名、
電気情報工学科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。

編入学
<<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 1 1 1
電気情報工学科 4 2 2
物質工学科 1 0 －

環境都市工学科 0 － －
計 6 3 3
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2．1．5　４年次編入学学力入試
　６月20日（土）に、平成28年度４年次編入学学力試
験を実施し、２名（電気情報工学科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）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年度から参加した外国人私費留学生の編入学試験においては、平成28年度入試で１名の志
願者（電気情報工学科１名）があり、審査の結果、不合格とした。

2．2　入学志願者確保の取組み

2．2．1　中学校訪問等
　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）、三重県（熊野市）の中学校126校を訪問した。特に東牟婁郡地域の志願者増
を目指して、例年より早めの６月から訪問を開始した。さらに、和歌山市中学校長会私立高等学校
入試説明会（９/15）、近畿４高専合同説明会（10/３）、第一ゼミナール主催高校入試進学説明会
（10/４）、泉州私塾連合会公立高校説明会（11/８）、和歌山県私塾共同組合個別進学相談会（11/15）、
高専女子フォーラムin関西（12/23）に参加した。
　また、１年生の学生に、夏休み中に母校の中学校を訪問し、お世話になった先生や在校生に近況
報告をすることを依頼した。物質工学科と知能機械工学科の学生26名が実施してくれ、訪問した多
くの学生から「訪問してよかった」との感想が寄せられた。

2．2．2　パンフレット・ポスター・クリアファイル等の活用
　昨年と同様に「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のクリ
アファイルの他に、学力入試へのマークシート方
式の導入をPRするために「めざせエンジニア！
和歌山高専」のフレーズの入った鉛筆と消しゴム
のセットを作成した。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。

2．2．3　オープンキャンパス
　８月１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。中学３年生216名（昨年度は192名）を含
む合計602名（同516名）が参加し、県下はもとより他府県からも参加者があり、昨年度と比較して

編入学
<<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 2 1 1
物質工学科 0 － －

環境都市工学科 0 － －
計 2 1 1

学生募集ポスター 学校案内
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参加者が大幅に増加した。入試説明会や各学科の企画（「マイコンロボット体験」「３Ｄプリンタで
アクセサリを作ろう」「いろんな光を観察してみよう」「ドライビングシミュレータ」）に加え、学
生が企画した「理系女子の料理実験室」「和歌山高専ってこんなところ！」などのイベントも実施
した。また、来年度の学力入試で導入されるマークシート方式の解答方法を体験できるコーナーを
設置して周知を図った。午前と午後にわたり計３回実施された学校説明会には、来春の受験を目指
す中学生や保護者420名が参加し、会場は熱気に包まれた。さらに、前日から実施していたガール
ズKOSENステイへの参加者も午前の行事の終了後オープンキャンパスに参加した。

2．2．4　学校説明会
　10月10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
236名（昨年度216名）、保護者184名（同168名）、中学校教員
19名（同23名）の計439名（同407名）が参加した。最初に各
学科や高専での生活の紹介等があり、その後教室や実験・実
習室等の見学が行われた。また学生寮の見学では寮の住人である学生による寮内の案内が行なわれ
た。

　学科見学では、「空気の流れを観察してみよう～流体の可
視化～」（知能機械工学科）、「人工知能との会話」（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ム」（環境都市工学科）等の学
科ごとに用意された体験実習に多くの中学生が参加した。ま
た、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
室も開設され、多くの参加者で賑わった。オープンキャンパ
スと同様に本説明会への参加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。さらに、進みたい専門学科を選択する重要な機会となっており、今
後も内容の充実を図りさらに魅力的なものにすることが必要である。

2．2．5　ガールズKOSENステイ
　女子入学志願者の増加を目的に、７月31日（金）午後から８月１日（土）の午前中にかけて、女

学校説明会での体験実習

学校説明会での学校紹介

オープンキャンパス
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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。
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がいるの
ではないかと考え、学生寮での宿泊体験ができる企画として平成25年度から始めたもので、今年度
で３回目の開催となる。回を重ねる度に参加者が増え、今年度は昨年度より６名多い県内外の女子
中学生36名（うち中学３年生32名）が参加した。また、今回から参加者全員が女子寮で宿泊体験が
できるようになった。
　１日目は、３次元コンピュターグラフィックスの製作実習「３Dアートの製作」、本校女性教員
（高専出身者）による講演の後、女子寮へ移動して宿泊体験をおこなった。学寮では指導寮生を含
む有志の女子寮生と一緒に寮食堂での夕食、レクリエーション（ソフトバレーボール）、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、CALLシステムを用いた英語
の模擬授業を実施した。その後、同日に開催していたオープンキャンパスに合流した。宿泊型体験
プログラムは全国高専でも例がなく、女子学生の志願者増に繋がっていると思われるため今後も継
続して行きたい。

2．2．6　日高地区中学校・高専連絡協議会
　本協議会は10月29日（木）に本校で開催された。今年で５年目の開催となり、直接地元の中学校
の先生方と意見交換させて頂ける機会として貴重な場となっている。協議会ではまず、２班に分か
れて１Ｂ「電気情報工学実験」および４Ａ「機械設計製図」の授業参観を実施した。その後、本校
の学校生活、入試、卒業後の進路などについて説明し、中学校からの要望事項や本校からの要望に
ついて意見交換を行った。

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26年度166名、平成27年度164名；棒グラフの黄色は平成26年度、青色は平成27年度）
　まず、「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。ま
た、「本校のパンフレット」についても昨年より関心が高くなっており、新しく改編した「入学案
内」が好評だったことが窺える。この結果より、本校を知って頂くためのイベントの開催および保
護者の方の理解を深めて頂くことが重要であり、今後も、これらイベントやパンフレットなどの広
報活動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。
　次に、「本校のどういう所に魅力を感じますか？」との質問では、「施設設備が充実」が多く、ま

宿泊型高専体験プログラム「ガールズKOSENステイ」
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た「寮生活ができる」、「服装や髪型が自由」、「大学受験をしなくてよい」が続いた。ここでも高専
の特徴に魅力を感じるという結果が出ている。
　最後に、「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」、「早い時期から専門教育を受ける
ことができる」、「寮生活ができる」「理工系の５年間一貫教育に関心がある」が多かった。これら
項目は、例年と同様に本校の特長であり、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。

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）

H26 H27
０　入学説明会（私塾・外部団
体主催） 10 （6.0%） 11 （6.7%）

１　学校説明会 27 （16.3%） 33 （20.1%）
２　オープンキャンパス 53 （31.9%） 53 （32.3%）
３　高専祭 26 （15.7%） 33 （20.1%）
４　公開講座 13 （7.8%） 16 （9.8%）
５　出前授業・訪問実験 3 （1.8%） 2 （1.2%）
６　各種イベント（ロボット
フェスティバル等） 5 （3.0%） 12 （7.3%）

７　本校のパンフレット 17 （10.2%） 26 （15.9%）
８　本校のホームページ 20 （12.0%） 20 （12.2%）
９　中学校における説明会 9 （5.4%） 7 （4.3%）
10　中学校の先生からの情報 26 （15.7%） 13 （7.9%）
11　塾からの情報 24 （14.5%） 22 （13.4%）
12　友人からの情報 14 （8.4%） 17 （10.4%）
13　先輩からの情報 26 （15.7%） 20 （12.2%）
14　親からの情報 57 （34.3%） 57 （34.8%）
15　兄・姉からの情報 14 （8.4%） 16 （9.8%）
16　テレビ・新聞等からの情報 7 （4.2%） 4 （2.4%）
17　その他（　　　　　　　　） 3 （1.8%） 4 （2.4%）

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）
H26 H27

１　寮生活ができる 98 （59.0%） 94 （57.3%）
２　単車や自動車の免許がとれ
る 64 （38.6%） 38 （23.2%）

３　服装や髪形が自由である 84 （50.6%） 82 （50.0%）
４　自宅から通学することがで
きる 7 （4.2%） 9 （5.5%）

５　大学受験をしなくてもよい 89 （53.6%） 80 （48.8%）
６　クラブ活動が充実している 39 （23.5%） 27 （16.5%）
７　施設や設備が充実している 96 （57.8%） 110 （67.1%）
８　良い先生がいる 50 （30.1%） 49 （29.9%）
９　その他（　　　　　　　　） 10 （6.0%） 4 （2.4%）

H26
H27

H26
H27
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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
　国立高専のすべての学生が修得すべき教育内容とより一層の高度化を図るための指針をまとめた
モデルコアカリキュラム対応のため、昨年度に引き続き平成28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。さらに、モデルコアカリキュラムに適合させるために本校では開設さ
れていなかった地学（アースサイエンス）を４学科共通科目としてすでに開設されている生物に組
込み、「総合理科」として平成28年度シラバスへ反映した。今後も対応を進めていく予定である。

2．3．2　アクティブラーニングの推進
　学生の主体的、能動的な学習を促すアクティブラーニング（AL）を推進するため、近畿東海北
陸地区の高専による第３ブロック内においてアクティブラーニング推進研究会を立ち上げた。本校
も協力校として下記の第３回研究会を主催した。主催した研究会では第３ブロック内の全高専から
アクティブラーニングについての意識調査アンケートを実施し、その結果を取りまとめて報告した。
また、各研究会では先行している高専での授業参観や講演会などが開催されるとともに学内での普
及方法について活発な意見が出された。
　第１回アクティブラーニング推進研究会　７月23日（木）明石高専で開催
　第２回アクティブラーニング推進研究会　10月14日（水）岐阜高専で開催
　第３回アクティブラーニング推進研究会　12月３日（木）京都JA会館で開催（和歌山高専担当）

H26
H27

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）
H26 H27

１　技術者教育を中心とする教
育内容に関心がある 64 （38.6%） 71 （43.3%）

２　理工系の５年間一貫教育に
関心がある 38 （22.9%） 46 （28.0%）

３　早い時期から専門教育を受
けることができる 65 （39.2%） 67 （40.9%）

４　就職率がよい 119 （71.7%） 121 （73.8%）
５　工学系の大学に編入学がで
きる 35 （21.1%） 25 （15.2%）

６　専攻科に進学し、学士を取
得することができる 5 （3.0%） 0 （0.0%）

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 3 （1.8%） 2 （1.2%）

８　創造力のあるすぐれた教員
が多い 15 （9.0%） 10 （6.1%）

９　寮生活ができる 53 （31.9%） 45 （27.4%）
10　単車や自動車等で通学する
ことができる 2 （1.2%） 2 （1.2%）

11　「ロボコン」に興味がある 8 （4.8%） 15 （9.1%）
12　運動クラブなどの課外活動
に興味がある 4 （2.4%） 7 （4.3%）

13　家族や親類が高専に入学
（卒業）した 12 （7.2%） 17 （10.4%）

14　その他（　　　　　　　　） 8 （4.8%） 9 （5.5%）
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　第４回アクティブラーニング推進研究会　３月１日（火）舞鶴高専で開催
　その他、12月２日（水）～３日（木）に開催されたアクティブラーニングトレーナー教員研修会
に教務主事補２名が参加した。
　本校では、上記の研修会にも参加して校内での推進について検討を進めている。しかし、教務委
員会メンバーのみでの対応では校内への迅速な普及は困難であると考えられた。さらに、今年度に
AL施設整備支援に採択され、インタラクティブ型のプロジェクターが８台導入された（１年生全
教室、各学科実験室や多目的室などへ１台ずつ）。上記事情から、ALおよび関連教育改革を推進す
るために、教務委員会と連携した外部の教育改革支援グループとして「アクティブラーニング推進
グループ」を組織した。実際の活動は平成28年度となる。

2．3．3　教員間の授業参観
　本年度も、11月から２月にかけて教員の「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、教員相互による授業参観を実施した。この取り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
目なら前期末、通年および後期科目では
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。今年
は学生のアンケートへの入力率の向上を
目指して、他高専の事例を参考に20の設
問を精査し、11問に減らすとともに不具
合を改善した。設問内容を次表に示す。

改訂した設問内容

番号 設問内容（設問７～９以外は評価５が最高値）
１ この授業に意欲的・積極的に取り組みましたか。
２ 成績評価や授業の進め方について説明がありましたか。
３ 授業中の説明は分かりやすいですか。
４ 授業中、教員の声や言葉は明瞭で聞き取りやすいですか。
５ 黒板の字やスライド（プロジェクターを使用）は見やすいですか。
６ 授業の理解を深めるような工夫（演習、小テスト、宿題等）は行われていますか。
７ 授業の進み具合は適当ですか。※評価３が最高値
８ 試験の内容はどうでしたか。※評価３が最高値
９ 成績評価は適切ですか。※評価３が最高値
10 授業の結果、内容が理解できましたか。
11 この授業を総合評価するとあなたはどれくらいに評価しますか。

学生授業アンケートWeb入力画面
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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
度は５月２日（土）に実施し、昨年度より51名多い651名の保護者が参加した。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。参観授業のアンケート結果は、例年とほぼ同
様の結果となった。「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割以上となった。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部会の中に教育部会があり年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27年度は、10月31日（土）に本校にて開催され、昨
年度の教務関係の取り組み内容を説明した後、授業参観結果、Q-Uアンケート、インターンシップ、
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。

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、学生には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14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187.5
点に対し、本校は189.0点と昨年に引き続き全国平均を上回った。学科別では、電気情報工学科と
物質工学科で全国平均を上回ったが、知能機械工学科と環境都市工学科で下回った。一方、物理で
は、350点満点中全国平均169.5点に対し、本校は151.2点と全国平均を下回った。学科別に見ると、
物質工学科以外の学科では下回り、特に環境都市工学科が大幅に下回った。過去５年間の本校の平
均と全国平均の推移を下図に示した。今後、試験結果を詳細に分析し、学力の向上に繋げる必要が
ある。
　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。
　受賞者は次の通りである。
最優秀賞　数学　３Ｃ寺下功一郎　　物理　３Ｃ井元誠志
優秀賞　　数学　３Ｃ八杉憲彰　 ３Ｂ宮本章弘　 ３Ｃ鈴木小径　 ３Ｂ堀敬三　 ３Ｃ廣田有輝

保護者授業参観
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　　　　　物理　３Ｃ鈴木小径　 ３Ｂ宮本章弘　 ３Ｂ野尻侑聖　 ３Ｃ中本紬
奨励賞　　知能機械工学科 13名、電気情報工学科 ６名、物質工学科 13名、環境都市工学科 ３名

2．3．8　「地（知）の拠点大学（COC）」の認定
　本校が文部科学省の「地（知）の拠点大学（COC）」事業として認定されたのに伴い、地域を担
う人材を育成するための教育プログラムを策定し、平成28年度から実施することとした。新規科目
として４学科共通のわかやま学（２年生）、ベンチャー講座（４年生）、県内インターンシップ（従
来の１単位の「学外実習」とは別に２単位の科目として４年生に開設）を開設することとした。
COC対応の開設予定科目は次表の通りである。

COC対応科目一覧（本科）
担
当
科
学
年 科目名 必修

選択 備考

知
能
機
械
工
学
科

2 わかやま学 選 新規科目
2 機構学 必
2 機械設計製図 必
3 機械設計製図 必
3 機械工作法 必
3 機械設計法 必
3 水力学 必
4 機械設計法 必
4 企業実践講座 選
4 ベンチャー講座 選 新規科目
4 県内インターンシップ 選 新規科目
5 材料強度学 選
5 メカトロニクス設計 必
5 電子制御Ⅲ 必
5 卒業研究 必

電
気
情
報
工
学
科

2 わかやま学 選 新規科目
2 情報処理Ⅱ 必
4 発変電工学 選
4 システム設計 選
4 情報通信Ⅱ 選
4 企業実践講座 選
4 ベンチャー講座 選 新規科目
4 県内インターンシップ 選 新規科目
5 電気情報工学実験 必
5 IC応用回路 選
5 卒業研究 必

担
当
科
学
年 科目名 必修

選択 備考

物
質
工
学
科

1 物質基礎実験Ⅰ 必
2 わかやま学 選 新規科目
3 物質基礎実験Ⅱ 必
4 物質工学実験Ⅰ 必
4 生物工学実験Ⅰ 必
4 生物化学 必
4 高分子化学 必
4 企業実践講座 選
4 ベンチャー講座 選 新規科目
4 県内インターンシップ 選 新規科目
5 食品工学 選
5 卒業研究 必

環
境
都
市
工
学
科

1 防災学概論 必
2 わかやま学 選 新規科目
4 基礎実験Ⅱ 必
4 設計製図Ⅱ 必
4 土質力学 必
4 企業実践講座 選
4 ベンチャー講座 選 新規科目
4 県内インターンシップ 選 新規科目
5 土質力学特論 選
5 卒業研究 必

総
合
教
育
科

1 環境と社会 必 全学科共通
5 知的財産権 選 全学科共通
5 地域と文化 選 全学科共通

学習到達度試験「数学」、「物理」の成績の推移
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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・中学校およ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されている。本校でも、
Q-Uを平成23年度より試験的に導入した。今年度も１年生から３年生までの３学年全クラスで
hyper-QU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28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160名中151名がインターンシップに参加した。行き
先の内訳は、県内に事業所がある企業へ40名（26％）、県内大学・公的機関へ16名（11%）、県外企
業へ85名（56％）、県外大学・公的機関へ11名（７％）となっている。大学などの公的機関を含め
て６割を越える学生が県外へのインターンシップとなっている。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、実習生の様子を窺うとともに本校の学生教育に対する意見等を伺って
いる。インターンシップ後に開催された報告会では、実習生がそれぞれの企業や大学、公的機関で
経験して得た多くのことを語ってくれた。社内や各々の職場での雰囲気を肌で感じ、責任感や自分
で考えて行動する必要性を痛感したと多くの学生から感想が寄せられた。また、学校での授業や実
験の重要性を認識するとともに今後の学校生活へのモチベーションの向上に大きく役立ったと考え
ている。さらに、将来の進学や就職について考える大きな機会になったと思われる。以下に本年度
のインターンシップの参加学生および実習先一覧を示す。

平成27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 37 ０ ５ 42
電気情報工学科 30 ４ ０ 34
物質工学科 29 ６ ５ 40

環境都市工学科 27 ８ ０ 35
計 123 18 10 151
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平成27年度インターンシップ（学外実習）実習先一覧

企　
　

業　
　

等

（株）淺川組、旭化成（株）、（株）アルトナー、和泉チエン（株）、出光興産（株）愛知製油所、宇部興産（株）
堺工場、ANAラインメンテナンステクニクス（株）、（株）エステック、NTTインフラネット（株）関西
事業部、（株）NTT－ME、（株）NTTフィールドテクノ関西支店、ＭＥＳ－ＫＨＩ由良ドッグ（株）、（株）
エム・エー・エス、大阪ガス（株）、（株）大阪チタニウムテクノロジーズ、大阪油化工業（株）、小川香
料（株）、（株）奥村組、（株）オーシーティー、花王（株）和歌山工場、笠野興産（株）、関西グリコ（株）、
関西電力（株）御坊発電所、（株）かんでんエンジニアリング、コカ・コーラウエスト（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、五洋建設（株）、剤盛堂薬品（株）、三
進金属工業（株）、サントリーホールディングス（株）、サンプラスチックス（株）、三洋化成工業（株）、
サンリツオートメイション（株）、JX日鉱日石エネルギー（株）川崎製造所、JFEスチール（株）西日本
製鉄所、塩野義製薬（株）摂津工場、（株）島精機製作所、島津プレシジョンテクノロジー（株）、（株）
シマノ、（株）修成建設コンサルタント、（株）白浜試錐、水ｉｎｇ（株）、（株）スーパーツール、住友化
学（株）大阪工場、住友精化（株）、住友電設（株）、センカ（株）、（株）大黒、（株）ダイセル、ダイソー
（株）、大鉄工業（株）、田岡化学工業（株）、中部電力（株）、寺崎電気産業（株）、東燃ゼネラル石油（株）、
東レ（株）、（株）ナリス化粧品、南海電気鉄道（株）、西日本高速道路（株）、西日本旅客鉄道（株）鉄道
本部施設部、西松建設（株）西日本支社、日建産業（株）和歌山工場、日新電機（株）、日鉄住金テック
スエンジ（株）、日鉄住金物流（株）、日本製薬（株）大阪工場、日本たばこ産業（株）関西工場、日本ミ
クニヤ（株）、（株）初山、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）、ホソ
カワミクロン（株）、（株）マイスターエンジニアリング、桝谷精工（株）、三菱電機（株）冷熱システム
製作所、三菱電機ビルテクノサービス（株）、村田機械（株）、ムラテックＣＣＳ（株）、八千代エンジニ
ヤリング（株）、和歌山石油精製（株）、和歌山ノーキョー食品工業（株）、（株）和歌山放送、和建技術（株）

官
公
庁
等

御坊市、国立研究開発法人産業技術総合研究所、田辺市、（独）水資源機構、湯浅町、和歌山県うめ研究所、
和歌山県海草振興局建設部、和歌山県畜産試験場、和歌山県西牟婁振興局建設部、和歌山県農業試験場、
和歌山県農業試験場暖地園芸センター、和歌山県立紀伊風土記の丘、和歌山県立紀南図書館

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、大阪大学大学院理学研究科、筑波大学理工学群、
東京大学総合研究博物館、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、Research Center for Chemistry 
Indonesian Institute of Sciences、和歌山大学システム工学部
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2．5　平成27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、２月29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。
　特別賞を受賞した最優秀発表者は下記の通りである。
　　知能機械工学科　５年　中出　裕也　　　　　電気情報工学科　５年　玉置　将人
　　物質工学科　　　５年　小原　侑也　　　　　環境都市工学科　５年　湊　絵美
　下表に、本年度の卒業研究テーマの一覧を示す。

知能機械工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
石田　信弥 リハビリ支援機器のための痛み判断手法について 北澤
井上　　諒 熱伝導率および熱伝達率の同時測定装置の開発 大村
梅本　盛太 卓上ＮＣ旋盤の設計・製作 三原
榎本　明来 磁性微粒子の大規模薄膜形成条件の解析 早坂
大重　優輝 円管内流れの摩擦損失に関する精密な実験装置の構築 早坂
尾崎　拓也 スマートフォンのセンサを用いた局所天気の予測 村山
鎌倉　央昇 コンピュータシミュレーションを用いたフライングプレーンの設計 山東
亀井　　渉 膝関節特性を備えたリハビリ支援機器の製作 北澤
澗隨　良輔 キャタピラ駆動装置の製作 古金谷
木路　祥太 コンピュータシミュレーションを用いたフライングプレーンの設計 山東
小林　亮介 コンピュータシミュレーションを用いたフライングプレーンの設計 山東
坂本　真也 ２次元位置有感光子検出器の開発 溝川
嶋田胡太郎 圧覚提示を用いた書道初心者のための独学練習システム 津田
高橋　　諒 コンピュータシミュレーションを用いたフライングプレーンの設計 山東
高山　　拓 キャタピラ駆動装置の製作 古金谷
辻　　直希 熱伝導率および熱伝達率の同時測定装置の開発 大村
鳥居　省吾 キャタピラ駆動装置の製作 古金谷
中出　裕也 無線通信環境構築のための群ロボットの被覆制御 村山
中村　優介 熱伝導率および熱伝達率の同時測定装置の開発 大村
西井　健吾 ２次元位置有感光子検出器の開発 溝川
橋本　　怜 Roomba・Kinectを使った付き添い型松葉杖歩行評価システム 津田
筈谷　亮太 円管内流れの摩擦損失に関する精密な実験装置の構築 早坂
日浅　怜弥 Roomba・Kinectを使った付き添い型松葉杖歩行評価システム 津田
藤枝　照晶 自動車用アルミニウム合金における時効硬化挙動に及ぼす加工ひずみおよび熱処理の影響に関する研究 樫原
古谷翔太郎 無線通信の電波による位置推定 村山
別所　勇希 海中探査装置の改良 古金谷
光定　佑真 膝関節特性を備えたリハビリ支援機器の製作 北澤
峯　　良太 熱伝導率および熱伝達率の同時測定装置の開発 大村
宮本　和典 通信連結性を維持した群ロボットのフォーメーション制御 村山
森川　亜美 圧覚提示を用いた書道初心者のための独学練習システム 津田
森田　一旭 ３Dプリンタの用途拡張 西本
安川　裕介 卓上ＮＣ旋盤の設計・製作 三原
渡邊　夏基 卓上ＮＣ旋盤の設計・製作 三原

ZULFADLY BIN HASSAN 磁性微粒子の大規模薄膜形成における粒子濃度の影響 早坂
陳　　天天 ２次元位置有感光子検出器の開発 溝川
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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
稲垣　僚太 パルスMHD加速の速度計測に関する研究 竹下
上北　崇弘 セレン化法によるCu2SnSe3薄膜太陽電池の作製に関する研究 山口
江川　貴将 VRと連携する触感デバイスの開発 村田
岡　　孝則 大気圧プラズマによるビニールハウス内での殺菌効果の検討 竹下
岡裏　利恵 QRマーカを用いたARによる避難誘導アプリの開発 村田
奥畑　一貴 環境発電素子を用いた電力供給システムに関する研究 岡本
奥村　僚野 複数音源環境下における音声区間検出 岩崎
尾根　卓巳 物理演算エンジンを用いた魚群行動シミュレーション 謝
門脇　　奨 OpenStreetMapsによる避難誘導シミュレーションのためのマップの作成 謝
木下　侑依 GAを用いたカラーハーフトーン画像の画質評価 森
木村　　希 テキストにおける感情情報の分析と表情付与 謝
久保　博照 車載LEDヘッドライトの調光制御に関する研究 岡本
栗本　泰知 溶液法による酸化物薄膜の作製と評価に関する研究 佐久間
坂手健一郎 LED照明用調光制御装置の研究 岡本
坂本　悠真 経路探索用２次元マップ作成法の検討 村田
竹中　未来 ハンドアイシステムを用いたオブジェクトのマニピュレーションに関する研究 岡部
竹本　　暁 遺伝的アルゴリズムを用いたロボット制御に関する研究 森
田中　駿介 MHD技術を用いた固体ロケットの速度制御の基礎検討 竹下
田中　琢磨 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
谷口　暢惇 滑走路誘導灯用埋設ケーブルの耐雷性と埋設地線の効果 山吹
玉置　羽慶 炭素繊維強化プラスチックの接合条件が電気伝導性に与える影響 山吹
玉置　将人 フレーム毎のDOA推定法に基づく移動音源追尾に関する研究 岩崎
堂園　　翼 遺伝的アルゴリズムを用いた蛇型ロボットの推進制御に関する研究 森
中谷　建志 電磁誘導加熱のアルミニウム線の特性改善に関する研究 佐久間
中西　耕一 複数音源環境下における音源分離 岩崎
南部　順也 Cu2SnS3薄膜太陽電池の作製に関する研究 山口
濵　　晃平 津波避難シミュレーションによる津波危険区域の避難効率化の検討 謝
濵野　雅哉 エリプソメトリーによる金属酸化物薄膜の評価に関する研究 佐久間
深瀬　　駿 フレーム毎のDOA推定法における高精度な全方位推定に関する研究 岩崎
前井　康秀 オブザーバを用いた移動台車の滑り量推定 岡部
桝田　大樹 連続成膜法によるCu2ZnSn（S,Se）4 薄膜太陽電池の作製 山口
間所　　匠 Kinectを用いた個人識別システムに関する検討 村田
南　　勇気 浮体式洋上WF連接ケーブルの弛度及び周囲媒質の抵抗率の変化がサージ伝搬特性に与える影響 山吹
南村　周平 酸化物薄膜の作製と評価に関する研究 佐久間
森　　健恭 ZigBeeを用いた減災用ビーコンの開発 村田
矢橋　　陸 電流遅れ補償によるマニピュレータの追従性向上 岡部
山澤　　駿 MHD技術を用いた固体ロケットの速度制御の基礎検討 竹下
山田　竜也 連続成膜法によるCu2ZnSnSe4薄膜太陽電池の作製と評価 山口
山本　　峻 環境発電素子を用いた電力供給システムに関する研究 岡本
吉田　海優 人工林保全のためのスギ林生育ソフトウエアの開発 森
若狹　徳也 Cu2ZnSn（S,Se）4とCu2Sn（S,Se）3 薄膜太陽電池の作製に関する研究 山口
和田　貴登 過疎地域におけるオンデマンドバスシステムの効率的な配車方法の検討 謝
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物質工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員
池田　貴樹 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フロー合成 野村
井戸　心慈 Methylobacterium fujisawaense  FD1株のホルムアルデヒド分解酵素の精製と反応速度論的検討 米光
伊藤　大樹 導電性高分子/炭素複合電極の調製と電気化学特性解析 綱島
宇惠　万祐 乳酸アニオン型ホスホニウム塩の合成と細菌増殖効果の検証 綱島
上田　朔也 フェルラ酸から光重合性ポリマーの合成 野村
大江　宏幸 ウメ‘南高’の果皮におけるアントシアニン合成酵素遺伝子の発現解析 米光
尾﨑　芽衣 桂皮酸誘導体7,8-epoxycaff eic acidの合成 奥野
小原　侑也 大腸菌の温度変化における生体膜組成と膜流動性の関係 西本
倍　　詩織 梅由来新規リグナン2',9-epoxylyoniresinolの合成 奥野
藏富　大智 遺伝子組換え大腸菌によるホルムアルデヒド分解 米光
小受　敦志 凍結圧力処理における大腸菌の不活化効果 西本
島田　祐嗣 Alicyclobacillus cellulosilyticus SueokaT GH9遺伝子クローニング系の確立 楠部
島本章太郎 DMPC/脂肪酸二分子膜の膜特性と微細構造 森田
泰地　　均 微高圧炭酸ガス処理不活化メカニズムの解明 楠部
髙野　樹理 仏手柑に含まれるα-グルコシダーゼ阻害物質 奥野
髙山　陽加 ウレアーゼ分解菌の分離と地盤強化への応用 米光
田中孝太朗 コラーゲンモデルペプチドを用いたセンサの作製 土井
柘植　彩花 セシウム、ストロンチウムおよびヨウ素を同時に除去するハイブリッド吸着剤の開発 岸本
土田　裕介 ホスホニウムイオン液体を用いたイオンゲルの合成と特性評価 綱島
德田　　恋 過熱水蒸気による梅種子由来活性炭のワンステップ調製と染料吸着能の評価 岸本
中尾　侑雅 イミン生成反応を利用する水溶性ロタキサン合成法の開発 河地
中谷　　和 麻酔薬センサーを用いた脂質二分子膜への麻酔薬分子の分配係数測定 西本
中西　浩平 加重力下における乳酸菌と酵母の生育および醗酵 楠部
中村　　慎 DPPC二分子膜の膜流動性におよぼす不飽和脂肪酸の影響 西本
西井　太郎 Methylobacterium fujisawaense  FD1株のホルムアルデヒド分解酵素の精製と反応速度論的検討 岸本
林　　宮古 Diels-Alder反応を利用する水溶性ロタキサン合成法の開発 河地
東　健太郎 弱高分子電解質を用いたAuクラスター合成とその光学的性質 林
一ツ田祐也 水晶振動子へのリポソームの固定化とその応用 森田
平井　芳佳 アゾベンゼン構造を持つ水溶性ロタキサンの合成と特性評価 河地
藤井　琢真 水/イオン液体をナノ粒子合成場とした際の水の状態と役割 林
前地　弘基 海洋性好圧菌のPUFA合成遺伝子の系統解析 楠部
三木　　翼 温度開閉型分子カプセルの合成 野村
溝口　　創 Arg-Gly-Asp-Ser配列を含むコラーゲンポリマーの合成 土井
南　　尚希 芳香族ジアミン化合物の電気化学的挙動の解析 綱島
宮本　佳奈 魚粉製造における臭気成分の分析 土井
湯川　大輝 アミロイドβ存在下におけるDMPC/脂肪酸単分子層の圧縮特性 森田
和田穂乃香 梅干しに含まれるアポトーシス誘導物質 奥野
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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
淺野　　翔 買い物支援策導入による外出頻度への影響に関する研究 伊勢
石徹白翔太 ３Ｄスキャンデータのノイズ除去手法 山田
上田浩史郎 ３Ｄスキャナにおける三軸誤差の及ぼす影響 山田
宇治田　涼 コンクリートの長さ変化特性に関する研究 中本
裏垣　勇斗 海底堆積汚泥内の有機物におけるセシウム吸着性能の評価 平野
大倉　康平 雲画像の時系列解析による天気予測手法の開発 孝森
尾嵜　成真 バスマップの評価と導入効果に関する基礎的研究 伊勢
片井　大介 ３Ｄスキャンデータのノイズ除去手法 山田
久保　朱里 生活排水処理施設整備による温室効果ガスと水質負荷の変化について 靏巻
窪田　翔志 南海トラフ地震を想定した災害廃棄物の発生量の予測に関する研究～　揺れ，津波，液状化による建物倒壊による廃棄物量～ 靏巻
小竹　　亨 モバイルマッピングシステムを用いた浸水シミュレータの開発に関する研究 辻原
小谷　健太 建設汚泥固化物を用いたコンクリートの特性 三岩
信濃　　健 コンクリートの長さ変化特性に関する研究 中本
柴田　拓実 コンクリートの乾燥収縮による拘束ひび割れ 中本
白井　大地 地域独自のPETボトルリサイクルによる温室効果ガス削減効果に関する研究 靏巻
田中　智也 津波浸水深と家屋の被害率 小池
田中　浩碁 ３Ｄスキャナにおける三軸誤差の及ぼす影響 山田
田中　崚貴 交通事故及びヒヤリハット体験データに基づく地域密着型交通安全シミュレータの開発とその評価 伊勢
土肥　雄介 津波による家屋被害の予測 小池
中村　貴俊 RC構造物の耐震性評価模型の開発 三岩
中本　幸希 津波浸水深と家屋の被害率 小池
野尻　鈴菜 地方都市における都市構造の特性を踏まえた中心市街地活性化施策の評価に関する一考察 伊勢
橋本　誠悟 南海トラフ地震を想定した災害廃棄物の発生量の予測に関する研究～　建物での資材ストック量と火災による廃棄物量～ 靏巻
花坂　崇史 被覆堤防の浸透破壊メカニズム解明に資する縮小模型実験 林
浜口　良太 炭酸カルシウム法固化土の液状化強度増加率評価式に対する適用性検討 林
濵﨑　勇巳 雲画像の自動仕分けアプリケーションの開発 孝森
日高　康介 御坊市周辺区域を対象とした地域産業連関表の作成とイベントの経済効果 靏巻
前山　公希 現場微生物の尿素分解作用を利用した地盤固化技術開発に資する基礎的検討 林
御前　芽衣 津波浸水予測に基づいた防災用コンテンツの開発と評価 三岩
箕造　龍輝 建設汚泥固化物を用いたコンクリートの特性 三岩
湊　　絵美 買い物支援策導入による中心市街地への影響に関する研究 伊勢
森田　周悟 無機物を対象とした海底堆積汚泥におけるセシウム吸着特性の比較 平野
籔田　大晴 津波による家屋被害の予測 小池
山口　恭平 DIGへのモバイルマッピングシステムの活用 辻原
山口　悌玄 津波浸水深と家屋の被害率 小池
若野　公祐 アクチュエータとモーションコントローラによる卓上振動台の開発 辻原

HENG PAGNARITH コンクリートの乾燥収縮による拘束ひび割れ 中本
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2．6　学校行事

2．6．1　新入生の特別活動
　平成27年度の新入生を対象に、４月10日（金）～11日（土）
の両日、由良町大引の和歌山県立白崎青少年の家において、
新入生特別活動を実施した。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
164名および教職員10名が参加した。１日目の研修では、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
および専攻科２Ｅ井谷真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、
堀江校長からの訓話、青山教員による勉強の心構えと仕方に
ついての講話があった。続いて、新入生は飯ごう炊さんを行
うとともにカレーを煮て昼食を楽しんだ。平成28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は、３ク
ラスで実施した。これらの体験は、学生
が将来を考える上で貴重であると思われ、
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ている。

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１月21日（木）に開催した。
講師として２名の方をお迎えし、本校物質工学科卒業生の川
崎梨絵氏（平成17年３月卒、東洋製罐（株）勤務）から「和
歌山高専　女子学生に向けて　仕事のモチベーションとメリ
ハリ」について、また小林淳瞳氏（平成19年３月卒、（株）
地域未来研究所勤務）から、「働き続けるという選択～仕事 女子学生対象講演会

新入生特別活動の様子

平成27年度　学校行事等一覧表

学年クラス 日程 行事場所
午前 午後

１年
Ａ ９.28（月） ラウンドワンスタジアム　和歌山店

【引率】　村山
Ｂ
Ｃ ９.26（土） 校内（球技大会・野外炊飯）

【担当】　山吹、奥野

２年 Ａ 10.２（金） 工場見学 関西国際空港
【引率】　重松、大村

３年
Ｂ ９.28（月） 工場見学 関西電力　御坊発電所

【引率】　吉田、岩崎

Ｄ 10.１（木） 現場見学 国土交通省紀南河川工事事務所
【引率】　中本　他

４年

Ａ ９.28（月）～
10.１（木）

【研修旅行】東京・横浜
引率：山東、北澤

Ｂ ９.28（月）～
10.１（木）

【研修旅行】台湾（台北）
引率：竹下、岡本

Ｃ ９.26（土）～
28（月）

【研修旅行】北海道
引率：楠部、米光

Ｄ ９.26（土）～
30（火）

【研修旅行】北海道
引率：山田、孝森
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と家庭と自分と～」についてそれぞれ講演していただき、卒業して現在までの仕事に対して取り組
む姿勢や、結婚、出産そして育児について、仕事とどのように両立してきたか等の説明があった。
本校には約130名の女子学生が在籍しているが、女子学生に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」、「出前授業」および「なるほど体験科学教室」などを開催するとともに、各種イベン
トで高専ロボコン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を参照いただきたい。

2．7　進級状況

　入学した学生が卒業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23名、進路変更などによ
る退学15名となっている。過去５年間においては、留年・退学者を合わせて40人前後で推移してい
る。また、仮進級は106名で、昨年度と比べると、３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　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
ころであるが、平成28年度入試では志願者数は237名と
なり、平成27年度入試での志願者数（264名）より27名
減少した。これは、県内中学生人口が大幅減少していく
傾向があることが第一の原因として考えられる。右の表
は公立中学校の生徒数（中高一貫を除く）の推移である。
このような中学生人口の減少下でも今後の志願者を確保
するためにはこれまで以上の努力や工夫が必要となると思われる。志願者確保の取り組みでは、本
校の大きなイベントとしてオープンキャンパスおよび学校説明会を開催し、昨年より多くの参加者
を得た。全国高専に先駆けて一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36名が参加し、昨年度の参加者数（30名）
を大幅に上回った。この結果入学志願者の総数が減少する中、女子の志願者は例年通りを維持し合
格者は32名と過去最高となった。
　広報活動では、和歌山県全域、大阪南部および三重県南部の中学校を全教員が分担して訪問し、
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丁寧な広報活動を行った。今年度は特に新宮をはじめとする東牟婁郡地域の中学校訪問を例年より
早く６月から実施した。昨年と同様に、中学生向け広報用パンフレット「学校案内」が作成され受
験生には概ね好評であった。さらに、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。これらの地道な広報活動にも関わらず、志願者の減少
となったことから、中学校訪問の時期、広報内容、各種イベントでの取り組み内容の精査により、
さらに効率よく取り組みを実施する必要がある。
　これまで実施してきた体験、推薦、学力の３つの入試の内容についても改革を進めることが必要
である。なお、今年度の学力入試から、選抜方法について、第一志望学科が定員に達し、得点下位
の者を第二志望学科へ移す際に従来では、学力点より15点を減じていた判定方法を廃止し、そのま
まの得点で判定を行った。これにより学力の高い学生の確保が可能となった。また、学力入試への
マークシート方式の導入により採点の教職員への負担が軽減化された。
　教育改善の取り組みでは、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。特に、全学科に開設している「生物」に「地学」を融合した「総
合理科」を平成28年度から導入することによりモデルコアカリキュラムに対応した。また昨年に引
き続き、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）を本科
１年生知能機械工学科、電気情報工学科、物質工学科で開講した。（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。）また、授業評価として、教員間授業参観、学生授業
アンケートおよび保護者授業参観を実施し、それらの評価を踏まえ授業改善に努力した。特に学生
授業アンケートでは設問数を減らすなど、入力しやすい環境を整えた。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やや上回ったが物理は下回った。こ
れらの科目の学力向上に向けた対策を検討している。さらにアクティブラーニングを推進するため、
第３ブロックでアクティブラーニング推進研究会を立ち上げ、本校も協力校として第３回研究会を
主催した。また、校内において教務委員会と連携したアクティブラーニング推進グループを立ち上
げ、平成28年度にかけて校内での普及に取り組む予定である。
　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・現場見学を、４年生では学外
実習（インターンシップ）や研修旅行をそれぞれ実施し、５年生では卒業研究を重点的に指導した。
また、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。
　進級状況では、過去５年間において、留年・退学者を合わせて40人前後で推移している。今後も
これらの数をできる限り減らすために、学習意欲の向上を促す工夫に加えて教育課程や進級規則の
見直しを含めた取り組みが必要であると思われる。
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3．1　入学試験と入学者の確保

　平成27年度に実施した平成28年度専攻科入学者選抜試験の状況を表に示す。入学者は22名（メカ
トロニクス工学専攻10名、エコシステム工学専攻12名）であった。平成26年度と平成27年度のメカ
トロニクス工学専攻の入学者に欠員が生じる状況であったため、広報活動に力を入れて取り組んだ
結果、平成28年度は両専攻とも定員を満たす入学者を確保できた。

3．2　学位・技術士補となる資格の取得状況

　専攻科修了生に対する学位は、（独）大学評価・学位授与機構（以下、学位授与機構）によって
授与される。これまでは、専攻科修了年度の９月に特別研究の学修成果レポートを学位授与機構に
提出し、同機構の試験に合格することが必要であった。今年度からは、本校専攻科が特例適用専攻
科に認定されたことから、一定の条件を満たせば、学修総まとめ科目（本校では専攻科２年生の特
別研究Ⅱ）の履修計画書と成果の要旨を学位授与機構に提出し受理されることで、「学士」の学位
が授与されることになった。１名については条件を満たさないと判定され、従来方式の学位申請と
なったが、申請者全員が学位を取得することができ、またJABEE（日本技術者教育認定機構）の
修了生としての資格も得ることができた。

3．3　特例の適用による学位授与の審査

　平成26年度に本校専攻科が特例適用専攻科として認められたことにより、「学位規則第６条第１
項に規定する学士の学位授与」（「特例の適用による学位授与」）が本年度から適用されることと
なった。
　本年度は、特例適用専攻科の変更の届出を学位授与機構に行った。変更の内容は、学修総まとめ
科目の成績評価の基準の一部と学修総まとめ科目の指導教員についてである。成績評価基準は、シ
ラバスに書かれている評価基準と一致させるための変更であり認められた。指導教員に関する変更
としては、教員の退職に伴う課題の削除が１件、指導補助教員から指導教員への変更が１件、課題
名の変更が２件、課題名の新規登録が５件である。課題名の変更や登録の審査のポイントは、教員
がその課題について、十分な研究業績があるかどうかであり、１件を除いて「適」の判定が得られ、
学修総まとめ科目と位置づけている特別研究Ⅱの指導教員を増やすことができた。

専 攻 科 関 係3

推薦入試 学力入試 社会人
特別選抜

受験者数 15 16 ０
合格者数 15 ９ ０
入学者数 15 ７ ０

平成28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

32



3．4　進路指導セミナー

　専攻科生が就職・進学活動を円滑かつ自覚的に進められる
よう、１年生を対象に３回の進路指導セミナーを開催した。
第１回は12月24日（木）に実施し、副専攻科長から昨年度の
求人状況、就職・進学活動での留意点と活動の流れ、タイム
スケジュールなどについて説明し、志望調査票を配布した。
第２回セミナーは１月13日（水）に実施し、活動を終えたば
かりの２年生（各専攻から２名（出身の本科の学科ごとに各
１名）、計４名）に経験談などを語ってもらうとともに、志
望調査票を回収した。第３回セミナーは１月29日（金）に実
施し、専攻科卒業生（メカ・エコ各１名、計２名）を招いて卒業後数年の経験を踏まえて在校生へ
のアドバイスを得た。
　特に第２・３回について、１年生からの質問がそれほど活発とは言えなかったことが惜しまれる。
開催時期や方式等の一層の工夫が必要である。

3．5　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27年度は企業で４名、大学院で２名がインターンシップを行った。

3．6　学会等の外部発表

　特別研究の研究成果が学協会での発表水準に達していると指導教員が判断する場合には、学生に
対して積極的に発表の機会を与えている。地理的制約から学外との交流が比較的困難な本校におい
て、自らの研究内容について学外の専門家と討議できる学会発表は貴重な機会である。なお、発表
経費の一部は本校後援会からの援助を受けている。
　平成27年度にはメカトロニクス工学専攻から10件、エコシステム工学専攻から16件、計26件の学
会発表があった。その中で、エコシステム工学専攻の楠井奎吾君が化学工学会学生発表会での発表
に対して優秀賞を受賞した。

クラス １Ｍ １Ｅ ２Ｍ ２Ｅ

発表件数 ４ 11 ６ ５

平成27年度専攻科生による学会発表実績

進路指導セミナーで講演する
㈱梅谷製作所の芝野好希氏

平成27年度インターンシップ実習先一覧

企　業 （株）資生堂、東燃ゼネラル石油（株）、ヴイストン（株）、DIC（株）

大学院 奈良先端科学技術大学院大学、横浜国立大学
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3．7　平成27年度専攻科２年生特別研究

　平成27年度の学習総まとめ科目「特別研究Ⅱ」（専攻科２年生の特別研究）のテーマは次の通り、
メカトロ二クス工学専攻８テーマ、エコシステム工学専攻９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Ⅱテーマ名 指導教員

岡　　健太 果樹殺菌用プラズマ発生装置の検討
山吹　巧一
竹下　慎二

島本　聡太 視野情報による局所的な領域における避難効率の改善 謝　　孟春

田中　健太 浮体式洋上風力発電構造体の防錆塗装が接地インピーダンスに与える影響 山吹　巧一

津村　朋宏 浅海域探査装置の開発に関する研究 古金谷圭三

藤田　幸啓 移動ロボットのための環境地図生成手法の研究
津田　尚明
村山　　暢

松本　昌之 DC電源重畳伝送を用いたノード間伝送システムの開発 岡本　和也

山本　智彩 金属酸化物薄膜の作製と評価に関する研究 佐久間敏幸

和田　知樹 ロックボルト保護キャップの耐衝撃性能の評価 山東　　篤

エコシステム工学専攻
学生氏名 特別研究Ⅱテーマ名 指導教員
泉　　祐綺 魚類に含まれる有効成分の抽出と分析 土井　正光

井谷　　真
過熱水蒸気を用いたワンステップ炭化・賦活法による活性炭の調製およびそ
の吸着剤への応用

岸本　　昇

大橋　一徳 主鎖ポリカテナンの合成と特性評価 河地　貴利

上舍　和寛 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の提案 林　　和幸

住山　海舟 Esherichia coliの圧力伸長現象とGC/MS分析 楠部　真崇

瀨田　寛行
ホルムアルデヒドジスムターゼ遺伝子組換え大腸菌によるホルムアルデヒド
分解

米光　　裕

谷川公実子
加圧培養におけるColwellia maniacus strain MTCD1 PUFA合成遺伝子の増
幅・発現調査

楠部　真崇

正木　良和 脂質二分子膜と脂肪酸の相互作用研究 西本　真琴

和田口直弥 水/イオン液体を反応場としたＣｄＳナノ粒子のサイズ制御合成とその機構 林　純二郎
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3．8　平成27年度進路

　平成27年度専攻科修了生17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。

3．9　自己点検結果

　平成28年度専攻科入学生については、平成27年度に実施した推薦入試と学力入試で定員が満たされ、
過去２年続いた欠員が解消されたが、引き続き専攻科における教育の充実を図りながら、広報活動に
努める必要がある。
　学位申請において、申請受付後に申請者のうち１名については従来方式の申請となることがわかっ
た。学位授与の方式が変更になって最初の年度であり、他のいくつかの高専でも同様の事例があった
が、今後このような事態を招かないように十分注意する必要がある。
　特例適用専攻科の変更の届出において、学修総まとめ科目の指導教員の追加登録等を行い、一部を
除き「適」となった。しかし「適」と判定された中にも研究業績の不足を指摘されたケースがあった。
平成26年度の「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」にかかる審査でも同
様の指摘が散見され、教員個々の研究業績の積み増しについて、学校全体の課題として取り組んでい
く必要がある。

平成27年度専攻科修了生の進路
進　路　先 メカ専攻 エコ専攻

【就職先】

アイコム（株） １

和泉チエン（株） １

エイム（株） １

（株）大阪チタニウムテクノロジーズ １

（株）椿本カスタムチエン １

ＤＩＣ（株） １

フジテック（株） １

旭化成ケミカルズ（株） １

サントリービール（株） １

（株）フルヤ金属 １

三浦工業（株） １

森永乳業（株） １

和歌山県 １

【進学先】

奈良先端科学技術大学院大学 １ ３

合　　　　計 ８ ９
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　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、学生会長の前田忠輝君（環境都市工学科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（クラブ紹介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13日（水）
に春季体育大会を、10月14日（水）に秋季体育大会を実施し
た。
　５月12日の夜に台風６号が接近したため、グランドコン
ディションが心配されたが、早朝より学生有志がグランドの
水抜き作業を行ったことで、開始時間を１時間程度遅らせ、
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、卓球などの各競技を行うことができた。大会
のフィナーレには学年別リレーが行われ、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４年が総合優勝の栄冠を勝ち取った。
　秋の大会も晴天に恵まれ、白熱した競技が展開された。総
合得点は、春と同じく電気情報工学科４年が総合優勝に輝い
た。

4．1．2　高専祭
　10月31日（土）、11月１日（日）の両日、ハロウィンをテーマとして高専祭「NIT, Wakayama 
College Festival－2015－「Trick or go to Kosensai ！」を開催した。
　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ゲームコーナー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、そして恒例の「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。学生を中心とした運営スタッフの努力のおかげで、今年も２日間に渡り
参加した人々が素晴らしい時間を過ごせた高専祭だった。

厚 生 補 導 関 係4

学年別リレー（春季体育大会）

学科対抗綱引き（秋季体育大会）
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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52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。本校担当種目はバ
レーボールとハンドボールであり、バレーボールは御坊市立
体育館、ハンドボールは和歌山県立体育館において実施され

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50回全国高等専門学校体育大会が８月を中心に九州沖縄地区の高
専の主管で開催された。今年度は50回記念大会として、各競技とも大
会規模を例年より拡大して開催された。本校は８種目の競技において
近畿地区大会を勝ち抜き、全国大会に進出した。その中で、陸上競技
女子砲丸投げで５Ｃ宮本佳奈さん、水泳男子50M自由形で２Ｃ宮本一
歩君が優勝に輝いた。以下に今年度の活躍を紹介する。

吹奏楽部による屋外演奏 スーポーツ吹き矢 野球部の模擬店

陸上女子砲丸投げ第１位５Ｃ宮本さん

種　　　目 近　畿　地　区　大　会　結　果 全国大会結果

陸上競技

男子 円盤投 ２位 山澤　　優（３Ｂ） 予選敗退

女子
100ｍ ３位 細川　菜希（１Ｃ） 予選敗退
砲丸投 １位 宮本　佳奈（５Ｃ） １位
総合 － － ６位

本校選手の第52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50回全国高等専門学校体育大会での成績

水泳男子50M自由形
第１位２Ｃ宮本君
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バレーボール 女　子 １位

髙野　樹理（５Ｃ）※
和田穂乃香（５Ｃ）※
宮﨑　千保（４Ｃ）※
毛保　悠里（２Ａ）※
石谷　　萌（２Ｃ）※
田上　奈緒（２Ｃ）
山田　萌恵（２Ｃ）※
稲田あかり（１Ａ）※
夏見　弥侑（１Ｃ）※
川口　愛加（１Ｄ）※
山本　　歩（１Ｄ）※

予選敗退

※全国大会時
オーダー

ソフトテニス 女子 ダブルス １位 辻本穂乃華（４Ｃ）
酒井　麻佑（２Ｄ） ベスト８

柔　道 男子
団体の部 ２位

小谷　健太（５Ｄ）
信濃　　健（５Ｄ）
籔田　大晴（５Ｄ）
庄田　匡志（４Ａ）
秦　　健太（４Ａ）
吉田　拓矢（３Ａ）
川尻　裕寅（２Ａ）

ベスト８

個人の部60Ｋｇ級 ２位 籔田　大晴（５Ｄ） ３位

剣　道 男子

団体の部 １位

大重　優輝（５Ａ）※
中西　浩平（５Ｃ）※
前地　弘基（５Ｃ）※
石徹白翔太（５Ｄ）※
川越　友樹（３Ａ）
松尾　修弥（３Ａ）※
西原　維吹（２Ｃ）※
楠見　健太（２Ｄ）※

ベスト８

※全国大会時
オーダー

個人の部
１位 石徹白翔太（５Ｄ） １回戦敗退
２位 楠見　健太（２Ｄ） １回戦敗退
３位 大重　優輝（５Ａ） １回戦敗退

バドミントン 男子

団体の部 １位

橋本　　怜（５Ａ）※
峯　　良太（５Ａ）※
柏木　結介（４Ａ）※
坂本　隼太（４Ｂ）
楠本　祐之（４Ｃ）※
西山　和希（３Ｂ）※
山東　　翔（２Ａ）
松田　拓海（２Ａ）

１回戦敗退

※全国大会時
オーダー

ダブルス １位 柏木　結介（４Ａ）
坂本　隼太（４Ｂ） 辞退

シングルス １位 柏木　結介（４Ａ） １回戦敗退

水泳 男子

50ｍ自由形 ２位 宮本　一歩（２Ｃ） １位
100ｍ背泳ぎ ２位 宮本　一歩（２Ｃ） ７位
100ｍ平泳ぎ ３位 成川　椋太（３Ｄ） 予選敗退

200ｍ個人メドレー ３位 中山　　惇（２Ｄ） 予選敗退

弓道

男子 団体の部 ２位

栗本　泰知（５Ｂ）※
山本　　峻（５Ｂ）※
小西　　輝（４Ａ）※
芝﨑　智貴（３Ａ）※
前田　晃宏（３Ａ）
西浦　大樹（３Ｂ）※
瀬畑　佑矢（３Ｃ）※

予選敗退

※全国大会時
オーダー

女子
団体の部 １位

倍　　詩織（５Ｃ）
中岡　江美（２Ｃ）
辻本　梨衣（２Ｃ）

予選敗退

個人の部 １位 中岡　江美（２Ｃ） 予選敗退
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4．2．2　高等学校体育連盟大会および県競技団体主催大会
　近年、高校体育連盟の大会や県競技団体主催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。

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、写真部およびボラン
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：物質工学科４年松房利恵さん）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（日）には27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25名によるステージで、「たなばた」など吹奏楽のオリジナル曲４曲に取り組み、
息の合った演奏を披露した。第２部では、数々のアニメ主題歌や昨年から話題になっている曲など
様々なレパートリーの吹奏楽編曲を取り上げ好演奏を行った。また、第２部の「パイレーツ・オ
ブ・カリビアン」、「Miss Saigon」、「Puszta」では吹奏楽部のOB・OGが加わった総勢49名のメン
バーにより、充実したサウンドで演奏した。
　写真部（主将：環境都市工学科３年宮本泰成君）は、体育大会、高専祭、オープンキャンパス、

卒業式、きのくにロボットフェステバル2015等の記録のため
写真係として様々な本校の内外の行事をサポートしている。
　10月31日（土）、11月１日（日）の高専祭において、写真
撮影の代金として頂いた10,700円を日本赤十字社平成27年台
風第18号等大雨災害義援金として協力した。
　11月14日（土）、15日（日）に開催された「全国高等専門
学校デザインコンペティション（デザコン）2015in 紀の国
わかやま」においては、オフィシャルブックの撮影をプロカ宮本泰成君撮影「にぎわい」

第27回定期演奏会

クラブ名 主催団体・大会名 種目 選手名 成績

ソフトテニス部
和歌山県高等学校体育連盟
県高等学校総合体育大会
（７/20日置テニスコート）

男子団体

宮井　拓巳（３Ａ）
油谷　基希（３Ｃ）
亀井　雄斗（３Ｃ）
竹本　拓馬（３Ｃ）
川口　拓真（３Ｄ）
岩出　　学（２Ｂ）
喜多　威瑠（２Ｂ）
中島　拓巳（２Ｂ）

３位

剣道部
和歌山県高等学校体育連盟
県高校剣道新人大会
（１/10白浜町総合体育館）

男子団体

西原　維吹（２Ｃ）
山本　真生（２Ｃ）
岡田　卓真（２Ｄ）
楠見　健太（２Ｄ）
松坂　幸樹（１Ａ）

５位

少林寺拳法部
和歌山県高等学校体育連盟
県高校少林寺拳法新人大会
（11/８南部高校）

男子規定組演武 中嶋　和喜（２Ａ）
前田　和輝（２Ａ） ３位
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メラマンとともに担当した。
　また、各種写真コンテストに応募し、第９回ゆあさ行灯アート展写真コンテスト（一般の部）に
おいて宮本泰成君の「にぎわい」が佳作を受賞した。
　環境・福祉ボランティアサークル「アメーバ」（代表世話人：知能機械工学科３年武内鉄馬君）
は、海岸清掃をはじめ、森林ボランティア活動、里山の自然林を守る活動などを展開している。
　海岸清掃では、本校西側の名田海岸で計３回、ウミガメ産
卵孵化場所として有名な、みなべ町千里ヶ浜で１回、延べ33
名の学生・教員が参加した。毎回の活動では漂着ゴミを分別
回収し、地元の御坊広域清掃センターに持ち込み、処理を依
頼した。
　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。平成27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）17名と本校学生・教員５名が、人工林の間伐・枝打ち
作業を行った。平成28年３月には、本校学生・教員・OB計13名が（一社）ビオトープ（代表理
事：中田稔氏）の３名の方々とともに、過年度に植樹した苗木の生育状況の確認と手入れを行った。
また、新たに谷川の水を引き山葵の試験栽培を開始した。今後もこのような活動を継続的に行い、
木々の成長を見守っていく予定である。

　地域の各種団体との活動を紹介する。「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
29名の学生が参加した。５月には、「第９回みやこ姫よさこ
い祭り」（主催：みやこ姫よさこい祭り実行委員会）におい
て、学生12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。７月には、美浜町更生保護女性
会（会長：古屋せい氏）とともに、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、募金活動も行っている。11月の高専祭では名物の“豚汁募金”を実施し、平成27年台風
18号等大雨災害義援金として、日本赤十字社に44,841円を寄付することができた。

4．2．4　クラブリーダー研修会
　11月23日（月・祝）に各クラブのキャプテンによって構成
されるクラブリーダー会では、新体制となったクラブ主将を
対象としたクラブリーダー研修会を開催した。充実したクラ
ブ活動の実施に向けたクラブリーダーの役割・必要な能力に
ついてワーキンググループ毎に討論形式で行い、クラブリー
ダー間の意識の共有を図った。討論は次の①～③をテーマと
し、体育会系・文化系混在の６グループに分かれ、なぜなぜ
分析により行い最後にグループ毎に発表を行った。
　①クラブリーダーとして部員を指導するためのスキルについて

海岸清掃活動

地元団体との活動（放置竹林伐採）

グループによるなぜなぜ分析
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　②春合宿に求める開催意義について
　③兼部の現状と考え方について
　各グループではリーダーとしての資質の向上やリーダーシップの発揮案が提案された。また、諸
問題への対応策などについて活発な意見交換が行われ有意義な研修会となった。

4．3　デザコン、プロコン、英語プレコンなど

　「全国高等専門学校デザインコンペティション（デザコン）
2015in 紀の国わかやま」が、11月14日（土）、15日（日）に
「ささえる」をメインテーマとして、和歌山市の県民文化会
館で開催された。この大会は、予選を勝ち進んだ全国の土木
建築系および機械系の学科に所属する学生が、それぞれの部
門で予め与えられたテーマについて、技術と完成度を競うも
ので、12回目となる本大会は、構造デザイン部門、空間デザ
イン部門、創造デザイン部門およびAMデザイン部門の４部

門で競われた。
　創造デザイン部門では「生活環境を災害から守る」（災害を
乗り越え、復興および発展することができるための地域の構
築に向けたハードおよびソフトの提案）をテーマに環境都市
工学科４年　舟原勇輝君、前山誠志君、佐藤周太君、糸川真奈
さんの４名が「Challenge by rain water ～人を守る雨水～」
を提案し、審査員特別賞を受賞した。
　AMデザイン部門では「フライング・プレーンⅡ」（３
DCADで設計を行い、３Dプリンタで造形した飛行機の飛行競技）をテーマに知能機械工学科５年
鎌倉央昇君、木路祥太君、小林亮介君、高橋諒君の４名が「S-３KT」を製作し、同賞を受賞した。

　第26回全国高専プログラミングコンテストは、10月11日
（日）～12日（月）に長野県長野市のホクト文化ホールで行
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「石畳職人Ｚ」というタイトルで、指定された敷地
に並べる順序と形が指
定された石をすでに敷
かれている石に接する

よう敷いていき、少ない石で多く敷き詰めた方が勝ちという
競技であった。本校チームは遺伝的アルゴリズムを用いたプ
ログラムで競技に臨み、敗者復活戦を勝ち上がり準決勝には
進んだものの残念ながら決勝には残れなかった。
　第９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14日（土）、15日（日）に大阪府立大学「I-site（アイサ

ＡＭデザイン部門の様子

プログラミングコンテストの様子

創造デザイン部門の様子

近畿地区高専英語
プレゼンテーションコンテスト表彰
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イト）なんば」を会場として開催された。14日にはスピーチの部、15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４位、プレゼンテー
ションの部では優勝して、プレコンチームは全国大会出場権を得た。
　第９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、鹿児島高専主管で１月23日
（土）、24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。23日にスピーチの
部、24日にはプレゼンテーションの部が行われたが入賞は果たせなかった。

4．4　交通安全

　本校では、学生の交通行動の適正化、交通マナーや運転技術の向上のため、交通講話ならびに二
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17日（水）に和歌山県警御坊警察署交通課の警察官をお招きして、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27年度交通講話」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の説明を受けた。
　また、１月13日（水）には、１～３年生を対象とした交通講話を開催した。これは、自動二輪車

や自転車等の交通安全を促進する一環として、和歌山県警よ
り講師を招いて実施したものである。今回は、平成27年６月
の道路交通法の改正による自転車の取り締まり強化について
の内容で、講師による講話とＤＶＤ上映で約１時間の講習が
行われた。具体的には、歩道での歩行者妨害等の危険行為と
見なされる自転車の運転についての解説、保険の重要性、
「かもしれない運転」による事故の回避など、事故事例の紹
介を交えた講習であった。

4．4．2　二輪車安全運転講習会
　６月17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）の警察官をお招きして、二輪車の
安全運転講習会を実施した。具体的には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、④急制動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受けた。

交通講話（１～３年生対象）

二輪車安全運転講習会
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4．5　避難訓練

4．5．1　授業時避難訓練
　11月30日（月）に全学生・教職員を対象に地震による火災
を想定した避難訓練を行った。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　放課後課外活動時避難訓練
　11月20日（金）16時30分から、クラブ活動中の学生を対象
として避難訓練を実施した。災害の想定は、大津波警報が発
令されたこととし、１次避難場所として一旦オガタマの丘
（図書館前の駐車場）に集合した後、２次避難場所としてさ
らに標高の高い名田中学校まで移動した。参加者は、11クラ
ブの学生、計166名であった。
　警報発令を知らせる放送から、９分42秒で１次避難場所で
の人数確認が完了し、その後、２次避難場所の名田中学校で
人数確認が完了できたのは、放送から33分39秒経過後であった。今回、名田中学校への避難は、安
全管理上、列をつくって歩いたこと、信号待ちが６回あったことで、２次避難場所で全員が揃うま
でに時間がかかったが、学生の避難の様子は良好であり、今後災害が発生した際の学生の自主的な
行動を養う有意義な訓練となった。

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通学路上の監視、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や名田地区青少年健全育
成連絡協議会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77件（交通関係61件、飲酒・喫煙０件、その他16件）で、
前年度の81件（交通関係52件、飲酒・喫煙９件、その他20件）と比較して、総件数は減少したもの
の交通関係の違反は増加した。特に今年度の交通事故は、転倒等による怪我がない程度の軽い事故
も含めて17件発生した。平成25年度で８件、平成26年度で13件の交通事故が発生しており、交通事
故発生は近年増加傾向にある。特に本年度は新学期早々より重傷事故を含む交通事故が多発したこ
とで、非常事態宣言を発令して通学路や校門での交通安全指導を強化し、さらに県警の協力も得な
がら校内交通安全集会を４回実施して厳しく注意喚起を行った。その結果、本年度後期からは事故
発生件数は減少しているが、今後も厳しい交通安全指導を継続し、交通事故撲滅を目指すことが重

名田中学校への避難の様子

オガタマの丘への避難の様子
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要である。
　飲酒・喫煙違反は近年減少傾向にあるといえ、特に今年度は０件であった。喫煙する学生数は
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
告ならびに本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。
　停学を含む校長訓告以上の重い補導件数は７件で、前年度の５件に比べて若干増加した。

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、今年度延べ86人
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、本校免除枠を越える場合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２名、後期２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23日（水）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。
　３月２日（水）に企業合同説明会を開催し、主に県内を拠
点とする企業50社が来校し、本校学生に対し会社概要の説明を行った。

　また、本科卒業生が151名、専攻科修了生が17名で、この
うち本科99名（66％）、専攻科13名（76％）が就職している。
進学は本科生で49名（32％）、うち本校専攻科に22名が進学
し、他の国立大学へ27名が進学した。専攻科では４名（24％）
の修了生が大学院へ進学した。
　本科の求人倍率は19.4倍（昨年度21.1倍）となり、就職率
はほぼ100％となった。

進路指導説明会全体説明

企業合同説明会
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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など各種イベントを自主的に運営している。
学生会活動における予算案、執行、決算報告、学生会役員選挙も例年同様、代議員会や年２回の学
生総会を開催して健全に運営がなされた。
　クラブ活動は、クラブリーダー会が運営を統括し、通常の練習場所や時間の割り振り、連絡事項
の伝達が行われ、大きなトラブルはなく年間を通して滞りなく活動がなされた。学寮を使ったクラ
ブ特別練習は、夏季休業期間中と春季休業中に実施され、長期休業によるクラブ活動のブランクを
少しでも解消することができた。
　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、本校はバレーボールとハンドボールの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
の縮減傾向が続き、近畿高専体育大会も大幅な大会経費削減が求められる中、２年目の近畿高専体
育連盟会長校として昨年度まとめられた大会経費縮小対策を実行し、各高専の協力が得られ今年度
は大幅に経費を削減することができた。
　交通安全について、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
は特に重点を置いた指導が必要である。今年度は年度初めに大きな事故が集中し、交通事故非常事
態宣言をして、緊急集会、校内放送、路上監視などの対策を行った。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、今後も重大事故を発生させないよう安全運転・防衛
運転の指導を地道に続けていく必要がある。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・指導を行なうとともに、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、講演や防犯カメラの活用、教室内のロッカーの施錠
の徹底、全校集会での注意・啓発など、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。

平成27年度卒業生および修了生の進路

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 求人数 求人倍率

知能機械工学科 35 25 ０ 10（３） ０ 591 596 23.8
電気情報工学科 42 26 ０ 14（７） ２ 595 598 23.0
物質工学科 37 20 ０ 17（９） ０ 351 352 17.6
環境都市工学科 37 21 ７ ８（３） １ 373 377 13.5
本科合計 151 92 ７ 49（22） ３ 1910 1923 19.4
メカトロニクス工学専攻 ８ ７ ０ １ ０ 411 411 58.7
エコシステム工学専攻 ９ ５ １ ３ ０ 281 281 46.8
専攻科合計 17 12 １ ４ ０ 692 692 53.2

（　）内は専攻科進学者内数
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　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。昨年度に続いて12月
に「就職セミナー」、「進路指導説明会」および「３者面談」を行い、広報活動が解禁となる３月に
県内の企業を中心とした「企業合同説明会」を実施するとともに２度目の「就職セミナー」を実施
した。また、３月中旬には近畿地区や他地区の高専生を対象とした「高専生のための合同会社説明
会」が２回開催され、それぞれ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。卒業生および修了生の進路は本科が就職
66％、進学32%、その他２%であり、専攻科が就職76％、進学24%であった。景気回復傾向が見え
る中、求人倍率は本科で19.4倍、専攻科で53.2倍と高く、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、それ以外は国立大学（３年次編入）であった。引き続き就職、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、全８棟からなる全国有数の規模を誇る学生寮である。寮生数は、
588名（平成27年５月１日現在）で、女子寮には97名が入寮している。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・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。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。平成27年度も様々な
寮生指導、寮内行事および施設整備等を実施してきた。

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（収容人員96名）となった。平成28年度の新女子入寮希望者が27名あり
全員入寮としたが、数名の上級生に対して入寮を許可することができなかった。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ある男女126名の寮生本人
およびその保護者にその旨を２月当初に連絡した。
　昨年度、新棟が完成したことにより多くの入寮希望者にお断りしていた状況は緩和されているも
のの入寮希望者が増加したこともあり、49名に入寮をお断りする結果となった。

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、１年生、２年生男子、女子全員を対
象として本校カウンセラー２名からの講話を取り入れ、自分の長所を活かす方法や男女交友におい

寮 務 関 係5

平成27年度寮生数 （平成27年５月１日現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科生 合　計
152
（27）

145
（19）

101
（22）
〈１〉

100
（15）
〈４〉

76
（13）
〈３〉

14
（１）

588
（97）
〈８〉

（　　）内は女子内数　〈　　〉内は外国人留学生内数
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て気を付けるべきことなどについて詳細に講演をしていただ
いた。この試みは寮生からの反応も概ね良好であったので来
年度以降も実施する予定である。その他学寮委員の教員が交
替で20分程度の講話を実施した。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、今年度は海外経験を有する
教員によるグローバルな内容が多く、寮生にとっては授業と
は違った教員の一面を知ることができる良い機会となってい
る。

5．4　食事

　寮食堂における給食業務は、昨年度に引き続きシダックス
フードサービス（株）が行うこととなった。寮食堂では、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、いずれも２種類のメニューか
ら寮生が選択できるようになっており、また、１ヶ月に１回
の割合で特別メニューが提供されるなど、寮生の食生活を楽
しいものにする努力をしている。なお、平成28年度より新た
に給食業務委託業者の公募・選定を行い、西洋フード・コン
パスグループ（株）を委託業者として決定した。今後、同社と連携しつつ、寮生の食生活のさらな
る充実に努めていくこととしている。

5．5　学寮生活環境整備改善

　今年度は、学生寮生活環境整備経費として、高専機構本部から年度当初に6,858千円の予算が配
分された。この経費により、鳩による糞害を改善するため、６号館３階～５階への防鳥ネットの設
置や経年により老朽化した２号館シューズボックス、７号館居室ロッカー、寮食堂ガス自動炊飯器
およびフライヤー等の更新を行った。また、ノロウイルスの感染拡大防止のため、全号館トイレ・
洗面等の塩素消毒等を実施した。その他、居室ロッカー転倒防止措置、２号館道路側フェンス沿い
樹木伐採、空気清浄器ユニット交換等を行った。
　さらに、学内予算において、６号館１階～２階への防鳥ネットの追加設置を行うとともに、男子
浴室の浴槽ろ過材の入替、７号館洗濯場屋根改修および経年により老朽化した寮食堂冷凍庫等の更
新も併せて行った。

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27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。

寮生全体の生活指導の様子

昼食時の寮食堂の様子
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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10日（金）～11日（土）、平成27年度前期指導寮生任
命式を実施した。10日には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任命書が手渡された。その後、
指導寮生委員長の環境都市工学科５年片井大介君から、「指
導寮生全員が力を合わせて、よりよい学生寮を目指して頑
張ってほしい」との挨拶があった。次に、元指導寮生の専攻
科エコシステム工学専攻２年生の大橋一徳君より、これまで
の経験を踏まえた講演と「寮生のお手本となる行動をしてほ
しい」というメッセージが贈られた。
　引き続いて、指導寮生36名、副指導寮生27名、および教職員６名の合計69名が参加して研修会を
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。次の８つの課題（①点呼、②災
害、③酒・タバコ、④部外者への対応、⑤盗難、⑥寮生のマナー向上、⑦夜間の寮生活、⑧持ち込
み禁止物の再度確認）についてグループ分けし、対処方法を議論した。
　翌11日には、各グループが検討した課題の対処方法を演劇などにより発表した。提案や質疑応答
も活発に交わされ、有意義な研修会となった。
　10月５日（月）、平成27年度後期指導寮生任命式が実施された。任命式では前期に引き続き任命
された指導寮生36名、副指導寮生27名に、樫原寮務主事から任命書が手渡された。指導寮生委員長
は前期に引き続き、環境都市工学科５年片井大介君が任命され、副委員長には、知能機械工学科５
年光定佑真君、物質工学科５年中西浩平君が任命された。
　任命書交付の後、樫原寮務主事が「日頃の指導寮生委員会の献身的なお世話により柑紀寮が安全
に保たれています。指導寮生・副指導寮生に心から感謝します。これからも下級生の見本となり、
素晴らしい柑紀寮が維持できるよう、君達の活躍を期待します。」と訓示を述べた。

（２）沼津高専訪問
　10月17日（土）、指導寮生一行が沼津高専学生寮（藤本晶校長、小林美学寮務主事、寮生数557
名）を訪問した。指導寮生による他高専寮の訪問は、指導寮生研修の一環として平成７年度から毎
年実施しているもので、今回で21回目となる。指導寮生12名と教職員３名による訪問は、沼津高専
が本校と同規模の学生寮を持っていることから、その運用および規則について調査するために行わ
れた。

　両校の寮生および寮関係者が一同に会して自己紹介した
後、それぞれの寮の特徴を互いに報告し、寮施設内を視察
した。１日３回の点呼、授業時間の寮への立ち入りの制限、
寮生会による多くの行事など、本校の寮との違いが多く、
指導寮生はそれぞれの寮の優れた部分を確認することがで
きたと思われる。その後、ともに寮食堂で夕食をとって記
念撮影となった。今後の両校学生寮の発展と交流を誓い合
うことができ、大変有意義な訪問となった。

任命書授与の様子

意見交換する指導寮生
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平成27年度　学寮指導寮生・副指導寮生名簿
指導寮生委員長　　　　5D08 片井　大介
指導寮生副委員長　　　5A27 光定　佑真
指導寮生副委員長　　　5C23 中西　浩平

前　期 後　期

号館 号館長 ﾌﾛｱ 指導寮生 副指導寮生 号館 号館長 ﾌﾛｱ 指導寮生 副指導寮生
ｸﾗｽ 氏名 ｸﾗｽ 氏名 ｸﾗｽ 氏名 ｸﾗｽ 氏名 ｸﾗｽ 氏名 ｸﾗｽ 氏名

1 5B10 木下　侑依

1 5D09 久保　朱里

1 5C07 尾﨑　芽衣

1 5C18 柘植　彩花4C29 沼　　　優 4C29 沼　　　優

2 5C18 柘植　彩花 3D14 河野沙也加 2 5D09 久保　朱里 3C30 西井香奈子
4D18 出﨑名津子 4D18 出﨑名津子

3 4C26 中路　　渚 3C30 西井香奈子 3 5C29 平井　芳佳 3C27 中島　理子
5B10 木下　侑依 5C07 尾﨑　芽衣

2 5D02 石徹白翔太

1 4D25 則村　隆文 3D36 御前　　瞭

2 5D02 石徹白翔太

1 4D25 則村　隆文 3D36 御前　　瞭
5D08 片井　大介 5D08 片井　大介

2 5C23 中西　浩平 3C09 奥浜真乃助 2 5C23 中西　浩平 3C09 奥浜真乃助
3D05 落合　壮太 3D05 落合　壮太

3 5D02 石徹白翔太 3D29 成川　椋太 3 5D02 石徹白翔太 3D29 成川　椋太
4B19 坂本　隼太 4B19 坂本　隼太

3 5B14 坂手健一郎

1 5B14 坂手健一郎 3C01 油谷　基希

3 5B14 坂手健一郎

1 5B14 坂手健一郎 3A01 明谷　　亮
3C14 古瀬　大輝 3B07 唐門　大樹

2 4A23 武輪　育磨 3A06 岩橋　亮弥 2 4A23 武輪　育磨 3A28 橋本　和季
5D18 田中　浩碁 5D18 田中　浩碁

3 4B24 中本　崚也 3A01 明谷　　亮 3 4B24 中本　崚也 3A06 岩橋　亮弥
4B10 垣内　　翔 4B10 垣内　　翔

4 5A02 井上　　諒

1 5A02 井上　　諒 4B16 楠林　透河

4 5A02 井上　　諒

1 5A02 井上　　諒 4B16 楠林　透河
3A28 橋本　和季 3C01 油谷　基希

2 4D11 小西　康介 4D32 源尾　隆介 2 4D11 小西　康介 4D32 源尾　隆介

3 4B11 片井　　涼 4B36 湯谷　かず 3 4B11 片井　　涼 4B36 湯谷　かず
4C37 森　　章洋 4C37 森　　章洋

5 5B02 上北　崇弘

1 5B02 上北　崇弘 4D24 野間　拓也

5 5B02 上北　崇弘

1 5B02 上北　崇弘 4D24 野間　拓也
3B07 唐門　大樹 3C14 古瀬　大輝

2 4A14 釘貫　拓実 2 4A14 釘貫　拓実4D16 髙澤　昂生 4D16 髙澤　昂生

3 4A17 坂口　遼河 4B35 山中　憲太 3 4A17 坂口　遼河 4B35 山中　憲太
4C23 冨塚　優介 4C23 冨塚　優介

6 5C28 一ツ田祐也

1 5C28 一ツ田祐也 4C41 フ ァ イ ズ

6 5C28 一ツ田祐也

1 5C28 一ツ田祐也 4C41 フ ァ イ ズ

2 5A05 大重　優輝 4D15 瀨村　大地 2 5C32 三木　　翼 4B03 井口　滝登

3 5A09 澗隨　良輔 4A22 杉山　僚彦 3 5C13 島本章太郎 4D15 瀨村　大地

4 5C32 三木　　翼 4D13 佐藤　周太 4 5A07 鎌倉　央昇 4D13 佐藤　周太

5 5C13 島本章太郎 4B03 井口　滝登 5 5A27 光定　佑真 4A22 杉山　僚彦

7 5C07 尾﨑　芽衣 1 5C07 尾﨑　芽衣 3C27 中島　理子 7 5B10 木下　侑依 1 4C26 中路　　渚 3D14 河野沙也加
5C29 平井　芳佳 5B10 木下　侑依

8 5A28 峯　　良太

1 5A28 峯　　良太 5C31 前地　弘基

8 5A28 峯　　良太

1 5A28 峯　　良太 5C31 前地　弘基

2 5A27 光定　佑真 5B30 深瀬　　駿 2 5A05 大重　優輝 5B30 深瀬　　駿

3 5A07 鎌倉　央昇 5D21 中村　貴俊 3 5A09 澗隨　良輔 5D21 中村　貴俊

4 1E07 西畑　慶一 5D06 大倉　康平 4 1E07 西畑　慶一 5D06 大倉　康平
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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（水）
に行った。
　午後４時30分に４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オガタマの丘（図書
館前の駐車場）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16分で全員の安全が確認された。
　第２回目の避難訓練は、10月15日（木）に夜間の火災を想定して行われた。午後７時に７号館補
食室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。今回は現状に即した形で訓練を行うため、駐車場には車を模
したカラーコーンが置かれた状態で訓練が行われた。スペースが限られていたため、例年より着
席・点呼までに時間がかかり、避難命令を伝える寮内放送から20分の時間を要した。スペースが制
限された状況下での避難の仕方が今後の検討課題となった。

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25日（土）、新入寮生歓迎イベント「第20回ウェルカミングパーティー」を開催した。１年
生152名と１年生担当指導寮生・副指導寮生および学寮関係教職員が参加し、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28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「オクハマJAPAN」チーム

で、「Team. ブラックサンダーズ」は女子チームながら奮戦
し準優勝となった。第３位は「岩ちゃんたたいて岩岩いこ
う」チームとなり、好プレー・珍プレーに大いに盛り上がっ
た大会となった。
　熱戦終了後には、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「デスカレー」
や隠し味を凝らした「チキンカレー」、「ハヤシライス」、「王
道カレーおふくろの味」、「お子様カレー」等、様々な味付け
で個性に富んだカレーが提供された。

非常口から避難する様子

ウェルカミングパーティー
における昼食の様子
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（２）ニューイヤースポーツフェスティバル
　１月16日（土）、１年生寮生と指導寮生らがバレーボール
と餅つき大会を楽しむ「ニューイヤースポーツフェスティバ
ル」が開催された。
　バレーボール大会は、各号館各階の指導寮生がリーダー、
そのフロアの１年生がメンバーとなるチームを組み、男女合
わせて22チームが参加した。今年も熱い戦いが繰り広げられ、
３号館１階「入口、出口、非常口」チームが優勝した。
　バレーボール大会終了後は恒例の新春餅つき大会が寮食堂
で催された。はじめは指導寮生が杵と臼で餅をついていたが、その後は１年生達も参加し、楽しそ
うに餅をついた。参加者たちは、指導寮生の手で丸められた餅を豚汁やぜんざいに入れたり、あん
こやきな粉、おろしポン酢などにつけたりしておいしそうに食べた。

5．6．4　救急救命講習会
　４月11日（土）に御坊市消防本部の田中、井原両隊員の指導の下で救急救命講習会を実施し、指
導寮生・副指導寮生13名、一般寮生８名、通学生１名の合計22名（内女子８名）、寮関係教職員４
名の計26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19回目となる。柑紀寮で
は、非常時に即座に対応できるよう常日頃から学生寮で寮生
指導にあたっている指導寮生・副指導寮生の中の未受講者を
中心に受講生を募集しているが、今回は各クラブからも募集
し、厚生補導と合同で開催した。
　講習の参加者は、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、非常に有意義な講習会となった。

5．6．5　女子寮生とカウンセラーの個人面談

　５月から７月にかけて、１年生女子学生を対象として本校カウンセラー２名との個人面談を実施
した。これは入学初期段階でオレンジルームの利用とカウンセラーと対話する機会を提供すること
により、その後、気軽に利用できるようにするための足掛かりを作ることが目的である。従って、
今年度は通学生も含めた計29名を対象に行った。入学して１～３か月という時期であるので、主に
集団生活や洗濯・清掃など身の回りの生活に慣れたかどうか、またクラスの雰囲気や学習面の話が
中心に行われた。この面談を機に１年生女子学生のみだけではなく、高学年女子学生の利用者も多
くなり、利用促進に大きな効果があった。

ニューイヤースポーツ
フェスティバルにおける餅つきの様子

真剣に取り組む受講生
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5．7　寮生会活動

5．7．1　寮生総会
　寮生総会は、会長である電気情報工学科４年の楠林透河君を中心に、６月と１月に開かれた。６
月には「ホームページ作成委員会」を「ネットワーク委員会」に改める承認手続きを行った。今年
度、寮のLAN設備が１回線から３回線へ増設されたことを受け、委員会の名称変更とともに寮生
がLAN運営に協力をしていく体制を整えた。今後もより効率的・効果的なICT利用を図っていく。
　１月には、次期寮生会会長の選挙が行われ、物質工学科３年古瀬大輝君が次期寮生会会長として
信任された。寮生会の主な活動は、寮祭、学寮スポーツ大会の企画・運営、広報誌「ナダデココ」、
文集「潮風」の発行である。また、大きな特徴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26日（金）から28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。
　26日（金）19時から階段教室にて映画が上映され、27日
（土）には第１・第２体育館でスポーツ大会が開催された。
バレーボールには25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。
　28日（日）には第２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」、「紙飛行機飛ばし」、「フリースロー」、午後には「五人六脚」、
「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、iPod touch、電
子辞書、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316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（64名）、花壇班（26名）、溝掃除班（45
名）、寮内ゴミ拾い班（44名）、寮外ゴミ拾い班（29名）、草
刈り班（28名）、ペットボトル回収班（48名）、アメニティー
スペース掃除班（32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、寮敷地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。

清掃の様子

五人六脚
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5．8　自己点検結果

　今年度、指導寮生研修会、他高専訪問、避難訓練、ウェルカミングパーティー、ニューイヤース
ポーツフェスティバル、救急救命講習会、寮祭などの行事を予定通り行い、約590名の寮生に対し
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教育を実施す
ることができた。
　学寮における寮生の指導については、指導寮生・副指導寮生の活躍が不可欠で有り、毎年、指導
寮生・副指導寮生の指導力向上を目的として魅力ある他高専への訪問を行ってきた。今年度は本校
と同規模の学生寮をもつ沼津高専を訪問した。１日３回の点呼、授業時間の寮への立ち入りの制限、
寮生会による多くの行事など、柑紀寮との相違点を見いだし、今後の行事を検討するための良い機
会となった。
　平成26年度に８号館が完成し、個室100室が増設されたことに伴い、男子１年生の３人部屋を解
消した。その結果、学生の生活環境を改善することができた。しかし実質的な収容人数は約65名増
にとどまり、今なお、希望者全員を入寮させることが難しい状況になっている。昨年度は58名が入
寮できなかったが、今年度は49名を入寮させることができなかった。また、今年度、はじめて女子
学生の希望者に対して入寮を許可することができなかった。今後も女子学生の入寮希望が増加する
見込みであり、女子寮増設の検討が必要になってくるであろう。
　寮食堂に関して、収容人員が約65名増加したにもかかわらず、食事スペースや厨房が拡充されな
いままになっている。厨房機器の新規導入や配膳や調理の効率化を図ったが、昼食時の長い行列の
解消が課題として残っている。また、給食業務委託業者の公募・選定を行い、平成28年度より西洋
フード・コンパスグループ（株）を委託業者として決定した。同社とも連携しつつ、寮生の食生活
のさらなる充実に努めていくこととしている。
　これまで学生寮生活環境整備費は全国の高専に一律に5,000千円が配分されていたが、今年度よ
り在籍する寮生数に応じて本校には6,858千円が配分され、寮生活を快適にするための施設工事お
よび設備更新を実施することができた。特に年末にノロウイルスによる体調不良者がでたとき、保
健所の指導の下、感染拡大防止のため同費用を使って全号館のトイレ・洗面等の塩素消毒等を迅速
に実施することができた。
　他の委員会との連携に関して、これまで卒業研究および特別研究を目的として特別在寮を認めて
きたが、滞在期間中の光熱水費を徴収してこなかった。受益者負担という観点から費用徴収につい
て校内で議論した結果、今年度末より特別在寮を希望する寮生から光熱水費を徴収することとした。
これにより寮生負担金のより健全な管理・運用ができるようになった。また、研究のため長期間滞
在する寮生には適切な食事をとらせる必要があることから、原則、寮食堂で食事をさせることとし
た。これにより学寮における食育を推進することができた。昨年度末より厚生補導委員会と連携し
てクラブ合宿のため学寮を開放した。今年度も夏休みおよび春休みに学寮を開放することにより学
寮の有効活用を推進することができた。運用の面で改善の余地を残しているが、年度を重ねること
で、円滑な運用ができるようになると期待している。
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6．1　地域共同テクノセンター

　本センターは、本校の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、技術協力及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27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、共同研究と受託研究の総額（昨年；3,653千円）は、ほと
んど変化はなかった。技術相談件数は昨年の36件から33件と若干減少したが、昨年は特命教授が２
名体制で取り組んだものが、今年度はその予算（企業技術者活用経費）を確保できなかったことが
原因の１つであると考えられる。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 10件 ２件 33件
金　額 2,849千円 1,270千円

（２）外部資金の導入
　外部資金（科研費を除く）を導入した本年度の実績は以下のとおりで、昨年の総額（13,144千円）
を１千万円以上、上回る実績を残すことができた。これは、地（知）の拠点大学による地方創生推
進事業の新規採択に負うところが大きい。

受託事業 補助金（科研費除く） 寄付金
件　数 １件 ４件 17件
金　額 3,137千円 12,543千円 7,344千円

　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。

研究者等 支援機関・名称等 支援課題等の名称

地域共同テクノセンター長
　教　授　土　井　正　光

文部科学省
COC+地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業

わかやまの未来を切り拓く若者を育む“紀の
国大学”の構築
（取組代表：和歌山大学）

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
　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）

環境都市工学科
　教　授　中　本　純　次

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

環境都市工学科
　准教授　伊　勢　　　昇

高等教育機関コンソーシアム和
歌山

地方都市における都市構造の特性を踏まえた
中心市街地活性化施策の評価に関する研究

各 施 設 の 活 動6
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6．1．2　公開講座、講演会及び講習会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

ホバークラフトの製作 ７/29（水） 本校 中嶋、天野、
真田、寺西 21 小１～中３

世界の化学・生物実験
～DNA Sequence: 生物の進化～ ７/30（木） 本校 楠部、デフィン ９ 小１～中３

マイコンロボット体験 ８/１（土） 本校 津田 71 中１～中３
全方位移動車や飛行機の原理を学ぼう ８/１（土） 本校 北澤 30 中１～中３
ＬＥＤの光に音楽データを乗せた光通
信を体験しよう！ ８/１（土） 本校 岡本、中嶋 10 小４～中３

３Ｄプリンタでアクセサリを作ろう ８/１（土） 本校 村田 10 中１～中３

色の不思議を体験しよう！　 ８/１（土） 本校 西本（真）、岸本、
森田、林（純） 19 小５～中３

メタルゴム鉄砲を作ろう ８/１（土） 本校 巨海、小口、
松本（義）、田中 16 小５～中３

ひのき和紙でウチワをつくろう ８/１（土） 本校 山田、小川、櫻井 25 小１～中３

おもしろ科学の実験工作教室 ８/４（火）～
 ５日（水）

和歌山県工業
技術センター

西本（圭）、山口
（ロボット教育センター） 42 小４～中３

おもしろ科学の実験工作教室 ８/６（木） 田辺商工会議所 西本（圭）、山口
（ロボット教育センター） 21 小４～中３

電脳ロボットを作ろう ８/21（金） 本校 村田、森 14 中１～中３
世界の化学・生物実験
「夏休み～楽しい化学実験～」 ８/25（火） 本校 野村、河地 10 中１～中３

KOSEN IN ENGLISH 10/24（土） 本校 マーシュ、磯部
和田、芥河、森岡 23 中１～中３

な
る
ほ
ど
体
験
科
学
教
室

空気砲をつくろう 10/31（土） 本校 樫原、田中 ４ 小１～小４
ゼロから作ろう
～必ずまわる強力モーター～ 10/31（土） 本校 早坂、松本（義） ８ 小４～中３

射的ロボット 10/31（土） 本校 岡部、岡本 ８ 中１～中３
初めてのプログラミング 10/31（土） 本校 岩崎、森 13 小１～小６
希望のエネルギー資源メタンハイ
ドレート（午前の部） 10/31（土） 本校 綱島 21 小１～中３

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 10/31（土） 本校 小池 10 小５～中３

水中UFOキャッチャーとポンポ
ン船をつくろう 10/31（土） 本校 花田、小川、

櫻井、林（泰） 11 小１～小４

コンピュータ 10/31（土） 本校 寺西、眞田 ６ 小５～中３
希望のエネルギー資源メタンハイド
レート（午後の部） 10/31（土） 本校 綱島 36 小１～一般

世界の化学・生物実験　
～Temperature Science：温度の世界～ 11/７（土） 県民交流センター

和歌山ビッグ愛 西本（真）、奥野 15 中１～中３

世界の化学・生物実験　
～Temperature Science：温度の世界～ 11/８（日） 県立情報交流センター

ビッグU 西本（真）、奥野 ５ 中１～中３

第２回　初めてのプログラミング講座
～ Scratch（スクラッチ）でプログラミ
ングを体験してみよう～

12/12（土） 本校 山吹、岩崎、岡部 17 小１～中３

砂の液状化実験 ２/23（火） 美浜町立松原小学校 林（和） 26 小６
第３回　初めてのプログラミング講座
～ Scratch（スクラッチ）とIchigoJam
（イチゴジャム）を体験してみよう～

２/27（土） 本校 山吹、岩崎、岡部 20 小１～中３
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（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。
●青少年活動センター

講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者
親子サイエンス（科学）教室 ４/25（土） 和歌山ビッグ愛 知能機械工学科 津田 31 小学生・保護者
●御坊市名田中学校

講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者
身の回りの水の水質を調べる
（パックテストによる水質調査）６/11（木） 本校 環境都市工学科 靍巻、吉田（彩）

平野 12 中３

留学生交流事業 ９/９（水） 名田中学校 国際交流委員会 留学生 18 中２
色素増感太陽電池 12/４（金） 本校 物質工学科 綱島 18 中２
●由良町中央公民館

講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者
夏休み子ども講座
ホバークラフトの製作 ７/24（金）由良町中央公民館 技術支援室 中嶋、天野 24 小学生

●塩屋公民館
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

光センサで音楽スタート ７/27（月） 本校 電気情報工学科
技術支援室

山吹、岡部
中嶋 11 小学生

ソーラーカーをつくろう ７/27（月） 本校 電気情報工学科
技術支援室

山口、岩崎
天野 10 小学生

●御坊市子ども会育成会連絡協議会
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

夏休み子ども工作体験
ソーラーモーターカーを作ろう ７/28（火）御坊市中央公民館 技術支援室 眞田、寺西

中嶋、天野 20 小学生

●なごみ会　青少年育成部
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ペットボトル掃除機を作ろう ８/３（月）日高川町土生会館 技術支援室 花田、小川
櫻井、林（泰） 30 小学生

●田辺市教育委員会龍神教育事務所
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

科学体験教室
ホバークラフト作り ８/７（金） 田辺市龍神市民

センター 技術支援室 中嶋、天野 17 小学生

●藤田町子どもクラブ（学童保育）
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ロボコンと遊ぼう ８/18（火） 本校 ロボット教育センター 山口、山吹 28 小１～小３
●湯川町子どもクラブ（学童保育）

講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者
ロボコンと遊ぼう ８/18（火） 本校 ロボット教育センター 山口、山吹 27 小１～小３

「なるほど体験科学教室」希望のエネル
ギー資源　メタンハイドレート

KOSEN　IN　ENGLISH３Ｄプリンタでアクセサリを作ろう
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●御坊子どもクラブ（学童保育）
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット体験学習
－ロボットと遊ぼう－ ８/24（月） 本校 ロボット教育センター 山口、孝森 41 小１～小３

●河南子どもクラブ（学童保育）
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット体験学習
－ロボットと遊ぼう－ ８/24（月） 本校 ロボット教育センター 山口、孝森 18 小１～小３

●わかやまＳＴＣ
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット教室 10/17（土）有田市立糸我公民館 知能機械工学科 津田 20 小学生・一般
ロボット教室 10/24（土） 湯浅中学校 知能機械工学科 津田 15 小学生・一般
ロボット教室 11/29（日） 白崎青少年の家 知能機械工学科 津田 35 小学生・一般
ロボット教室 １/24（日） 白崎青少年の家 知能機械工学科 津田 100 小学生・一般
●湯浅町教育委員会

講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者
わくわくチャレンジ教室
～ロボットと遊ぼう～ １/16（土） 湯浅町民体育館 ロボット教育センター 山口 34 小学生ほか

●みなべ町教育委員会
講座名 開催日時 開催場所 担当 講師 参加人数 対象者

ロボット体験教室 ２/６（土） 本校 ロボット教育センター 山口 20 小・中学生

（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

和歌山県少年少
女発明クラブ夏
季合同活動大会

７月22日（水）
本校

和歌山県下８少年少女発明クラ
ブ（和歌山市、海南市、紀の川
市、橋本市、有田市、御坊市、
田辺市、有田川町）

ロボット等を出展し、操縦体験
電気情報工学科　山口利幸教授

きのくに科学オ
リンピック化学
ゼミ

７月30日（木）～
　　31日（金）
本校

和歌山県教育委員会

「きのくに科学オリンピック」に向け
た学習会の一つで和歌山県教育委員
会からの依頼を受け、物質工学科教
員で担当した

宮子姫みなと
フェスタ

11月１日（日）
Sioトープ 御坊市観光協会 ロボット等を出展し、操縦体験

電気情報工学科　山口利幸教授

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

11月14日（土）～
　　15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

きのくにロボッ
トフェスティバ
ル2015

12月20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

ペットボトル掃除機をつくろう ロボコンと遊ぼう 湯浅わくわくチャレンジ教室
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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。

教育研究奨励研究助成（研究領域Ａ）
１ 学生実験における反転授業の有用性と課題 物質工学科 奥野祥治

２ 専攻科特別実験を利用した持続的かつ学科横断的アクティブ
ラーニングと実践的教育 物質工学科 西本真琴

３ 和歌山県自然資源の観察による初等・高等教育の関連付け及び
それぞれの理科離れへの解消

物質工学科 スティアマルガ
 デフィン

４ 通学路における交通事故及びヒヤリハット体験に関するデータ
解析とそれに基づく「地域密着型交通安全シミュレータ」の開発 環境都市工学科 伊勢昇

５ 高専学生の骨密度分布の計測 総合教育科 芥河晋
６ ＵＰＩによる入学時のスクリーニング調査について 総合教育科 中出明人

７ 工業高等専門学校の特色を活かしたCEFR-Jとルーブリックを
用いた英語教育カリキュラムの構築 総合教育科 森岡隆

教育研究奨励研究助成（研究領域Ｂ）
１ 断熱材の熱伝導率測定に関する研究 知能機械工学科 大村高弘

２ 高精度数値積分法による安定化重合メッシュ法を用いた３Ｄ-
ＣＡＤベース形状最適化 知能機械工学科 山東篤

３ 協働的な群ロボットシステムのためのネットワーク連結性制御
手法の研究開発

知能機械工学科 村山暢

４ MHD圧縮技術を応用した固体ロケットの速度制御の可能性の検討 電気情報工学科 竹下慎二
５ DC電源を用いたデジタル信号重量伝送に関する研究 電気情報工学科 岡本和也
６ 極限環境微生物における生体膜流動性の比較研究 物質工学科 西本真琴

７ 脂質膜構成分子の集合/離散のダイナミクスとアミロイド性ペ
プチドの沈着・線維化 物質工学科 森田誠一

８ ゲノム進化と環境変動の観点から探る頭足類の貝殻退化：形質
退化の地球ゲノム学的解析

物質工学科 スティアマルガ
 デフィン

９ 実機連動型アプリケーションとVPNによる新感覚のネット
ワーク構築実習教材の開発 技術支援室 寺西信

10 きみは生き残れるか！？水、火、食料に関する必要不可欠な技術の実践研究 技術支援室 小川忠繁

11 小中学生を対象とした「中心市街地問題」に関するシナリオ型独習教材の開発と効果評価 技術支援室 櫻井祥之

12 リアルタイム処理が可能な雑音除去システムの構築 電気情報工学科 岩崎宣生

13 マニピュレータによる軌跡追従手先定速作業の冗長性を利用した動作高速化 電気情報工学科 岡部弘佑

14 海底堆積汚泥の特性に関する化学的知見の取得、および知見を応用した浄化 環境都市工学科 平野廣佑

15 Pygmalion表象の系譜とバーナード・ショーのPygmalion 総合教育科 磯部祐実子
16 マルチエージェント協調性のための知的エージェントの設計と評価 電気情報工学科 謝孟春
17 無線センサネットワークを用いた災害時用ビーコンの研究開発 電気情報工学科 村田充利
18 シクロデキストリン環を持つ一方向運動可能なロタキサン類の開発 物質工学科 河地貴利
19 御坊産地酒のスパークリング化とその製品化 物質工学科 楠部真崇
20 買い物支援策導入の社会的影響評価に関する基礎的研究 環境都市工学科 伊勢昇
21 過疎地域におけるオンデマンド型交通システムの構築 技術支援室 天野椋也
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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。

テーマ名 研究者名

１ エージェント式有害獣駆逐システムの開発 山吹巧一（電気情報工学科全教員（直
井弘之を除く））、中嶋崇喜、天野椋也

２ インテリジェント LED照明用調光制御装置の研究開発 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27年度は新規申請39件に対して
３件が採択され、前年度からの継続分９件を合わせて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 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
新規申請数 31 33 33 36 39
新規採択数 ２ ３ ２ ７ ３
継続数 ４ ４ ４ ５ ９
合計採択数 ６ ７ ６ 12 12
補助金額（千円） 8,814 8,630 7,540 16,640 15,060

　平成27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 本校研究者名（※○＝代表者）
新規 基盤 香酸柑橘ジャバラ由来抗肥満成分の探索と作用機構の解明 物質工学科 奥野祥治

新規 基盤 炭酸カルシウム法地盤改良の低コスト化－空気後注入技術の開
発－

○環境都市工学科 林和幸
　物質工学科 米光裕

新規 奨励 イノベーティブエンジニア育成を目指した学生実験「次世代薄
膜太陽電池作製」の開発 技術支援室 中嶋崇喜

継続 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

継続 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

継続 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

継続 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

継続 基盤 生物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
　物質工学科 岸本昇
　物質工学科 奥野祥治

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 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

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 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
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　さらに、平成28年度募集に向けて、FD講演会として科研費セミナーを９月２日（水）に、校内
での科研費説明会を９月24日（木）に開催するとともに、申請書の書き方の個別相談を実施した。
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
39件となり、継続分９件と合わせた申請数は48件で過去最高となった。

（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15日（月）

総会
講演「和歌山高専地域共同テクノセンター長就任の挨拶と
　　　研究紹介」
　　　地域共同テクノセンター長　土井正光

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21日（火） 総会 田辺市「ガーデンホテルハナヨ」

８月28日（金）
８月例会（南紀熊野産官学技術交流会テクノサロンと同時開催）
講演「和歌山高専の地盤防災教育～空中写真の活用～」
　　　環境都市工学科　准教授　林和幸

田辺商工会議所

１月26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課長補佐が
出席することにして、例会の企画や技術相談案件の収集を行った。

（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

９月24日（木） 和歌山大学
　産学連携・研究支援センター　特任教授　八木栄一　氏 和歌山大学パワーアシストスーツ

10月29日（木）

岐阜大学　応用生物科学部
　生産環境科学課程　教授　田中逸夫　氏 人工光型植物工場でのワサビ栽培の試み

和歌山工業高等専門学校
　地域共同テクノセンター長　教授　土井正光 和歌山高専の地域連携研究の実績

11月19日（木）
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合
開発機構　新エネルギー部　燃料電池・水素グ
ループ　主査　横本克巳　氏

水素社会の実現に向けて

12月17日（木）

和歌山工業高等専門学校
　環境都市工学科　准教授　林和幸

ポーラスコンクリートを活用した法面防災
技術の提案

和歌山工業高等専門学校
　電気情報工学科　准教授　村田充利

防災と観光を融合するQRコードを用いた
スマートフォンアプリの提案

１月20日（水）

近畿大学　生物理工学部
　生物工学科　教授　星岳彦　氏 スマート施設園芸

和歌山工業高等専門学校
　物質工学科　講師　スティアマルガ・デフィン

動物の生物多様性のDNA分析から見る、
理学基礎研究の重要性
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２月19日（金） カイレン・テクノ・ブリッジ
　エネルギー事業部　建部卓也　氏

リチウムイオンバッテリについての概要及
びバッテリを使用したシステム・アプリ
ケーションについて

　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２回開催した。

開催日 講演者 講演題目

５月27日（水） 和歌山工業高等専門学校
　電気情報工学科　准教授　岡本和也

ローコストなディジタル信号重畳伝送方式
の提案

11月24日（火） 和歌山工業高等専門学校
　物質工学科　准教授　西本真琴 水産物への圧力処理技術の利用に向けて

（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」に掲載する。

開 催 日　平成28年３月８日（火）
場　　所　本校大講義室、本校会議室
研究発表　戦略的研究　　１件
　　　　　教育研究Ａ　　７件（教育方法等）
　　　　　教育研究Ｂ①　11件（科研）
　　　　　教育研究Ｂ②　４件（スタートアップ）
　　　　　教育研究Ｂ③　６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
イノベーショ
ン・ジャパン
2015

８月27日（木）～
28日（金）
東京ビッグサイト

（独）科学技術振興機構、
（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構

「低価格なディジタル信号重畳伝送システムの提
案」
　電気情報工学科　岡本和也准教授

全 国 高 専
フォーラム

８月26日（水）～
28日（金）
東北大学

（独）国立高等専門学
校機構

「コラーゲンポリマーの合成と応用」
　物質工学科　土井正光教授

和高専・次世代テクノサロン

技術懇話会・教育研究奨励発表会
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国際フロン
ティア産業
メッセ2015

９月３日（木）～
４日（金）
神戸国際展示場

国際フロンティア産業
メッセ2015実行委員会

「世界最高効率の次世代型CTS薄膜太陽電池の作
製方法と性能に関するパネル展示」
　電気情報工学科　山口利幸教授
「海底堆積汚泥からのセシウム除染技術」
　環境都市工学科　平野廣佑助教　

えどがわ産学
官金連携推進
フォーラム

９月４日（金）
タワーホール船堀
３F産業振興セン
ター

（一社）コラボ産学官、
近畿大学、信州大学、
長岡技術科学大学

「身近な機器を用いた松葉杖歩行の計測と評価」
　知能機械工学科　津田尚明准教授

近畿地区国公
私 立７高 専
マッチング
フェア

９月18日（金）
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）

「魚介類のバイオマス化と新たな食品加工」
　物質工学科　土井正光教授
「ローコストなDC電源線へのデジタル信号重畳
伝送方式の提案」
　電気情報工学科　岡本和也准教授
「御坊由来の原料を用いた地酒製造」
　物質工学科　楠部真崇准教授
「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

第24回和歌山
テクノ・ビジ
ネスフェア

11月10日（火）
アバローム紀の国

（公財）和歌山産業振興
財団、（一社）和歌山情
報サービス産業協会

「シングルマスタ・マルチスレーブに対応した
ローコストなデ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
「県産農産物を利用した肥満予防・改善効果」
　物質工学科　奥野祥治准教授

ビジネス・エ
ンカレッジ
フェア2015

12月３日（木）～
４日（金）
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

「無線センサネットワークを用いた災害時用ビー
コンの研究開発」
　電気情報工学科　村田充利准教授
「リアルタイム性を考慮した雑音除去技術システ
ムの開発」
　電気情報工学科　岩崎宣生助教

グリーンイノ
ベーション
フォーラム

12月22日（火）
グランフロント大阪 関西広域連合

「リン系イオン液体の特性とプロトン伝導性電解
質としての可能性」
　物質工学科　綱島克彦教授

メディカル
ジャパン2016

２月24日（水）～
26日（金）
インテックス大阪

リードエグジビション
ジャパン（株）

「自宅利用が可能で回復を感じられるリハビリ機
器の検討」
　知能機械工学科　北澤雅之教授
「和歌山県産農産物の機能性食品への利用」
　物質工学科　奥野祥治准教授

（６）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.24
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
　高専機構本部では、研究推進・産学連携本部が平成26年に発足し、今年
度から各校に研究権限役職の設置が義務化され、本校では地域共同テクノ
センター長が兼務することとなった。また、高専のブロック協働・共有化
でより強力に研究・産学連携が推進される体制ができ、従来の活動の中で
も研究推進の役割がより明確になった。併せて研究プロジェクト推進経費の公募（全国で294件、
本校からは研究代表９件が応募）も始まった。しかし、本校は採択されず残念な結果になったが、
今後は採択に向けより努力する必要がある。
　また、本校ではテクノセンターが主体となり、平成27年度COC+事業（代表校和歌山大学）を他
大学等と連携して文部科学省へ申請し採択された。本校は、大学COC事業拠点校としても認定さ
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れ地域指向性科目を新設するなど、教育プログラムを通じ地域と一体となった取り組みを始めた。
特に、「地域関連の科目や実験・研究」そして「学生主導の公開講座」がコンセプトとなっており、
より一層地域色の強い教育・研究内容を今後は目指して行く必要がある。
　高専機構の企業技術者等活用経費が採択されず、昨年度までの特命教授の採用が叶わず技術相談
の件数自体は減少したが、今までの実績もあり共同研究や受託研究の総額に変わりはなかった。し
かし、今後も共同研究・受託研究に繋がるよう、新たなプログラムの申請を含め技術相談には積極
的に対応する体制を構築していきたい。また、平成27年度科研費への申請は、新規申請が39件であ
り継続分と合わせた申請数は48件で過去最高となり、従来から継続している採択に向けての科研費
セミナーの開催や申請書の書き方の個別相談の実施などの取り組みが功を奏した結果となった。
　前述のとおり、従来からの取り組みに加え研究プロジェクト推進経費やCOCプログラムの採択
など、テクノセンターとしての取り組みは益々重要性を増しており、教育・研究・地域貢献のバラ
ンスを考慮しながら、今後できるだけ多くの教職員が関われるよう考慮したい。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、引き続き努力したい。

6．2　ロボット教育センター
　平成20年度に、本校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27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2015
　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
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、
和歌山工業高等専門学校、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～）、
小山高専と松江高専（2014年～）に加えて2015年から都城高専が新たに共催となり、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20日（日）、御坊市立体育館において、第９回目となる「きのくにロボットフェスティバル
2015」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、九州の17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。
　全日本小中学生ロボット選手権・小学生部門は「スカラベ
巣に急げ大作戦」の競技で、39チームによるトーナメントが
行われた。６足歩行ロボットを使って、大のゴールにテニス
ボール、小のゴールに卓球ボールを運び込み、２つのゴール
に各ボールをすべて（テニスボール５個、卓球ボール10個）
運び込むと「Ｖゴール」で勝利となる。Ｖゴールとならな
かった場合は、得点の多い方が勝者になる。競技時間は２分 全日本小中学生ロボット選手権・小学生部門
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間であるが、予選会を勝ち抜いた選手だけに、Ｖゴールで
決着のつく試合も多かった。決勝戦は、YAMATO MK-Ⅱ
（和歌山県海南市立巽小学校　前川大和君）とクワガ玉三郎
（和歌山県田辺市立田辺東部小学校　廣畑匡規君）の和歌山
県代表同士の対戦となった。激戦を制して優勝したのは
YAMATO MK-Ⅱで、大小ボールを一度に取り込みが出来
る機能性とボール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・中学生部門の競技は「ボトル輸送作戦！」で、36チームによる
トーナメントが行われた。試合時間が２分30秒で、試合開始と同時に競技者は、最初に３ヶ所のボ
トルエリア（黄色表示のボトルエリアには100gのペットボトル２本、緑色表示のボトルエリアに
は200gのペットボトル２本、赤色表示のボトルエリアには500gのペットボトル２本）にそれぞれ
１本は立った状態、もう１本は倒した状態にセットしなければならない。合計３種類・６本のペッ
トボトルを立てた状態で、先にゴールエリアに運んだ方が「パーフェクト」で勝利となる。決勝戦
に進んだのは、Ben-K（三重県伊賀市学校法人高田学苑高田中学校　岩倉光佑君）とタラバガニ
Jr.（大阪府大阪市立淡路中学校　大坪憲弘君）となった。両方のロボットともに、フォークリフ
トタイプでペットボトルの首の部分にひっかけてゴールに運ぶロボットであったが、Ben-Kは２本
同時に釣り上げて相手よりも早くゴールに運ぶことが出来、パーフェクト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「灯りをポンポンポン☆大作戦」の競技で、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（リモートコントローラ式）と
自動ロボット（マイコン式）の２台を使用する。手動ロボットがベル管理エリアよりハンドベル
（以下「ベル」という。）を取り出し、自コートに待機している自動ロボットにベルを渡す。自動
ロボットはベルを搭載したままコート内の三箇所のライトを点灯させた後、搭載したベルを手動ロ
ボットに再び戻す。手動ロボットはベルを保持したままで相手より早くゴールラインを通過すれば
勝ちとなる。試合時間２分間である。決勝戦は、紀央館高校工作研究部Ａチームと紀央館高校工作
研究部Ｂチームの同高同士の対戦となり、紀央館高校工作研究部Ｂチームが先行し優勝と思われた
が、終盤逆転で早くゴールラインを通過した紀央館高校工作研究部Ａチームが優勝の栄冠を獲得し
た。
　スーパーロボットショーでは、ソフトバンクロボティクス
（株）の感情を持ったパーソナルロボットPepperやALSOK
の自律走行型ロボットReborg-Xなどの最先端ロボット、韓
国光云大学の災害救助 亀甲船ロボット等が登場し観客を魅
了した。高専ロボコンチームのデモンストレーションでは、
2015全国大会で優勝・ロボコン大賞の奈良高専、準優勝の香
川高専高松キャンパス、そしてベスト８の和歌山高専が登場
し、ロボットによる輪投げ合戦を実演した。
　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を設け、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」も併設された。

全日本小中学生ロボット選手権・中学生部門

高専ロボコンロボットの実演
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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2015
　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。特に、今年度は本校が近畿地区大会の世話校に
なっており、本センターの西本圭吾副センター長が競技委員長を務め、本校教職員・ボランティア
学生が協力して大会を開催した。
　今年の第28回大会の競技課題「輪花繚乱」は、ロボットによる「輪投げ合戦」で、太さや高さの
異なる様々なポールにロボットが輪（各チームが自由に決めた大きさ）を投げ入れ、相手より先に
９本全てのポールに輪を投げ入れたチーム、もしくは競技時間３分終了後、ポールに輪を投げ入れ
て得た得点の多いチームが勝利となる。

　10月18日（日）に、近畿地区大会が、御坊市立体育館で開
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「梅王（バイキング）」とＢ
チームの「勝築梅（ショウチクバイ）」の２チームが出場し
た。本校Ｂチームは準決勝で敗退したが、デザイン賞を受賞
した。Ａチームは二回戦で敗退したが、特別賞（ローム株式
会社）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10回目（通算17回目）とな

る。全国大会へは、優勝した明石高専Ａチームと審査員推薦で奈良高専Ａチームも出場した。
　11月22日（日）、東京・両国国技館で全国大会（高等専門学校連合会、NHK、NHKエンタープ
ライズ主催）が開催され、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。参加25チーム中最多となる連続全国大会出場記録を10年に更新している本校
チームは、ローラーで輪を投げるロボット「梅王（バイキング）」で出場した。選手３名は知能機
械工学科３年　松下諒君、同３年　石井健登君、電気情報工学科３年　森岡奈々絵さん、ロボット
の整備等を担当するピットメンバー５名は電気情報工学科５年　前井康秀君、同５年　竹中未来君、
知能機械工学科１年　上村綜次郎君、同１年　島田小太郎君、同１年　山本和波君のメンバーで大
会に臨んだ。１回戦は四国地区優勝校の香川高専詫間キャンパス（香川県）とのスピード競争をＶ
ゴールで勝利し、幸先良いスタートを切った。２回戦は九州沖縄地区代表の大分高専と対戦し、同
じくＶゴールで勝利した。準々決勝では昨年の優勝校で本校が惜敗した九州沖縄地区代表の熊本高
専八代キャンパスとの対戦になり、接戦の末６対８で敗れ、昨年の雪辱はならなかった。今回も優
勝には手が届かなかったが、最近10年間で準優勝が３回、ベスト８が５回と強豪校としての実力を
発揮している。本校ロボコンチームの活躍は、近畿地区大会が11月15日（日）、全国大会が12月23
日（水）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2015」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。

6．2．3　教育イベント等への参画・協力
（１）国体用マスコットロボットの製作
　平成27年度に和歌山県で「紀の国わかやま国体」が開催されるにあたり、地元御坊市より、御坊

全国大会の本校チーム「梅王」
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市役所および国体会場に展示するマスコットロボット（スタ
ロボきいちゃん）の開発依頼があった。本校ロボコン部の学
生の協力で、マスコットロボットを製作した。国体開催100
日前にあたる６月18日（木）に御坊市役所できいちゃんロ
ボットのお披露目会を行った。開催日までの期間は御坊市役
所で、また、開催期間中はバレーボール会場入り口で展示し
て入場者を歓迎した。地域の課題の解決に学生も参画する取
り組みを実践できたことから、今後も同様な活動が可能とな
る。

（２）イベント等への協力
　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27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 ６件 ２件

6．2．4　教育改革推進本部プロジェクト
　高専機構本部は、日本再興戦略を背景に、高度な自律的ロボットエンジニアの育成のため、文部
科学省からの補助金と同機構自身の改革推進経費とを合わせた経費で教育改革推進本部プロジェク
ト「社会ニーズを踏まえたロボット人材の育成」を立ち上げた。高専機構本部が鈴鹿高専を拠点校
に指定し、連携高専の募集を行い本校を含め８高専（函館、釧路、東京、奈良、舞鶴、松江、北九
州）が採択された（事業期間は平成27年度～平成29年度の３年間）。本校の実施体制として、本プ
ロジェクトの事業責任者をロボット教育センター長が務め、授業科目のコンテンツ作成責任者を電
気情報工学科主任　謝孟春教授、同担当者を同科　謝孟春教授、岡本和也准教授、岡部弘佑助教、
実習のコンテンツ作成責任者を知能機械工学科主任　北澤雅之教授、同担当者を同科　北澤雅之教
授、西本圭吾教授、津田尚明准教授、三原由雅准教授のメンバーで取り組んだ。９月16日（水）～
17日（木）の鈴鹿高専（拠点校）でのKick-off 会議後、精力的に取り組み、12月３日（木）～４日
（金）の東京工業大学田町キャンパスでの中間報告会を経て、３月24日（木）～25日（金）に東京
工業大学田町キャンパスでの最終報告会が行われた。最終報告会では外部評価委員から計画に沿っ
て実施されていて成果が上がっているとの評価をいただき、また本事業２年目の平成28年度の計画
についても協議した。

6．2．5　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９回目を迎え、全日本小中学生ロボット選手権へ前回
の関東地区（小山高専）と中国地区（松江高専）に加えて、今回から九州地区の都城高専に参画し
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、特別賞に国立高等専門学校機構理事

スタロボきいちゃんお披露目の様子
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長賞（エンジニアマインド大賞）が新設され、本企画が本校の特色ある活動の一つとして、将来の
科学技術系人材を育成する意義ある取り組みであることを国立高等専門学校機構に認めていただい
た証であると感じている。一方、全日本小中学生ロボット選手権の運営面では課題も見られ、より
細やかな事前準備が必要である。
　高専ロボコン2015近畿地区大会の世話校を本校が担当して、当該大会を成功裏に開催することが
できた。本大会の運営に関わった教職員や学生の協力のお陰であり、感謝申し上げたい。一方、本
校ロボコンチームの支援業務については一定の目途が見えてきた。今までの支援の効果もあり、10
年連続全国大会出場を果たすことができた。今大会で近畿勢初の全国大会優勝に輝いた奈良高専の
取り組みについて情報を収集しながら、今後も引き続き的確な支援に努めていきたい。
　「紀の国わかやま国体」の事業の一環として、マスコットロボット（スタロボきいちゃん）をロ
ボコン部学生の協力の下、製作できた。依頼元の御坊市に感謝していただき、国体期間中も大会を
盛り上げることに貢献できた。地域の課題に学生が取り組み解決する体験は、PBL教育としても重
要でありかつ地域貢献である。今後もこのような取り組みを推進していきたい。
　高専機構本部の教育改革推進本部プロジェクト「社会ニーズを踏まえたロボット人材の育成」に
参画した。学生教育の改善に資する重要な取り組みであり、本校の提案が採択されたことに安堵し
ている。３年計画の２年目以降も目標達成に向けて努力したい。

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　情報処理教育システムの更新後の起動時間改善
　各演習室の教育用パーソナルコンピュータの更新を平成26年度末に実施した。Windows 8.1をホ
ストOSとしたPC140台と、教育用サーバ３台を設置した。以前のシステムで非常にトラブルの多
かった授業等で使用した個々のPCの環境の変更による不具合に対処する目的で、富士通（株）の
『瞬快』を導入しPC起動のたびに元の環境に戻すシステムとした。しかしながら、今年度からの
運用においてPCの起動が非常に遅くなる不具合が生じたため、起動に時間のかかるソフトウェア
の特定と対策を継続して行った。その結果、今年度において約３分以内の起動時間を達成した。よ
り高速な起動を目指して改善を継続している。PCの起動には時間がかかっている現状であるが、
更新された教育用パーソナルコンピュータは、最新のハードウェアを備え本校の教育・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、応用ソフトウェアの利用および各種プ
ログラミング言語の学習等に活用されている。

6．3．1．2　情報セキュリティ
　全教職員を対象としてBlackboardによるe-ラーニングシステムにより『2015年度版　教職員のた
めの情報倫理とセキュリティ』が実施され、全員の受講が達成された。また、高専機構では、日本
年金機構で発生した標的型メールによる情報流出インシデントを受け、平成27年12月と平成28年２
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月に標的型メールの訓練を行った。このような訓練は来年度も継続して行い教職員の情報セキュリ
ティに関する意識を継続して高めていく必要がある。

6．3．1．3　自己点検結果
　情報処理教育センターでは、昨年度まで公開講座「お手軽アニメーション」およびなるほど体験
科学教室「Making PC」を行っていたが、後者のみ本年度より実施部署を技術支援室に移管した。
　平成28年３月末にインターネット外部回線がSINET５（国立情報学研究所が学術用に運用する
100Gの高速回線）に接続され、全国高専で同一のネットワーク環境整備が平成30年度を目指して
開始されている。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。

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。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、さらに平成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」を開始した。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。平成26年度から貸
出可能なDVDライブラリーの充実と館外貸出を開始した。
　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129号、第130号）した。編集はメディアセンター長（佐久間敏幸）、副
センター長（森岡隆）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129号：佐久間敏幸、森岡隆、三岩敬孝

山本文達（１Ｂ）、大野友暉（１Ｄ）、内田一誠（２Ｂ）、岡田卓真（２Ｄ）、
菊山かのん（３Ｂ）、宮本泰成（３Ｄ）、片井涼（４Ｂ）、中村圭佑（４Ｄ）、
濵野雅哉（５Ｂ）、濵﨑勇巳（５Ｄ）

　　第130号：森岡隆、大村高弘、森田誠一、右代谷昇
田村征暖（１Ａ）、清水和樹（１Ｃ）、大和尚生（２Ａ）、佐藤夏暉（２Ｃ）、
長谷川滉（３Ａ）、井元誠志（３Ｃ）、森本大智（４Ａ）、森章洋（４Ｃ）、
坂本真也（５Ａ）、中村慎（５Ｃ）

6．3．2．2　ブックハンティング
　６月13日（土）、和歌山市内の大型書店で、本校学生31名らによる「ブックハンティング」を実
施した。これは平成25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、
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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、時間的な余裕を持たせるために平成26年度からは
土曜日に実施している。
　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167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。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。

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81編で、その中
から、第１席１編、第２席２編、第３席１編、佳作２編の作
品が選ばれた。表彰式は11月11日（水）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）が授与され
た。第１席の作品は『図書館だより』130号に掲載された。
入賞作は次の通りである。

席次 クラス 氏　　名 作　　　　品　　　　名 書　名 著　　者 出版社
第１席 ２C 中岡江美 八十分の幸せ 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社

第２席
２C 石谷　萌 100回泣くことを読んでみて 100回泣くこと 中村　航 小学館
２C 辻本梨衣 西の魔女が死んだを読んで 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社

第３席 ２C 田上奈緒 信頼に繋がる誠実さ 東京女子医大事件 平柳利明 新風舎

佳　作
１C 幸前依澄 100回泣くこと 100回泣くこと 中村　航 小学館
１C 細川菜希 ハードル ハードル 青木和雄 金の星社

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。

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

平成27年度 36名 15名

ブックハンティング

読書感想文コンクール表彰者
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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１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。
　　　物質工学科１年　髙岡祐太、物質工学科５年　倍詩織、環境都市工学科５年　大倉康平
・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
用できるように平成25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、平成26年度に貸出コーナーを設置した。今年度末には40
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、４月10日（金）～５月21日（木）の間、和歌山地域コンソーシ
アム図書館企画展「高野山をめぐる歴史と文化」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、今年高野山開創1200年記念
を迎えるにあたり企画したものである。期間中はパネル展示の他、高野
山大学から借り受けた希少本の展示および本校図書館所蔵の関係書籍の
貸出を行った。
　10月31日（土）には、高等教育機関コンソーシアム和歌山・わかやま
学記念フォーラム「高野山開創1200年　－高野山をめぐる歴史と文化
－」が高等教育機関コンソーシアム和歌山主催、和歌山地域図書館協議
会共催で行われた。企画展ポスター

DVD貸出コーナー
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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、貸出冊数ともに平成26年度と比較して増加した。特に貸出冊数は平成19年度以来の
６千冊越えを達成した。分野別に見ると「技術」「文学」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平成26年
度と比較して増加した。また、学外利用者入館者数、貸出冊数もともに増加した（表６.３、表６.４、
表６.５）。中学生のクラス単位での利用もあり、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度から読書スタンプラリーを開始、さらに平成25年度からは
ブックハンティングを実施している。ブックハンティングで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った。今回は２クラスで夏休みの課題として採用されたため、自
由応募と併せて81編の応募となった。その他に、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40タイトルのDVDが揃い、来年度以降も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和歌山地域コンソーシアム図書
館企画展「高野山をめぐる歴史と文化」を開催し、地域へのPRを行った。また、高等教育機関コ
ンソーシアム和歌山・わかやま学記念フォーラム「高野山開創1200年　－高野山をめぐる歴史と文
化－」が高等教育機関コンソーシアム和歌山主催、和歌山地域図書館協議会共催で行われたが、次
年度以降も継続することが決定しており、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。
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り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。
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表6．１　入館者数

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
昼　　　　間

（8：30～17：00）
14,705人
（540）

14,276人
（984）

－人
（－）

12,419人
（323）

14,698人
（231）

夜　　　　間
（17：00～21：00）

4,679人
（96）

4,680人
（310）

－人
（－）

5,045人
（117）

3,399人
（101）

合　　　　計 19,384人
（636）

18,956人
（1,294）

20,797人
（－）

17,464人
（440）

18,097人
（332）

＊（　　　）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23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
０　総　　記 103冊 89冊 102冊 141冊 162冊
１　哲　　学 75 42 86 156 167
２　歴　　史 128 145 164 145 157
３　社会科学 233 233 246 298 364
４　自然科学 1,068 909 985 926 1,193
５　技　　術 677 784 592 626 595
６　産　　業 22 30 27 26 55
７　芸　　術 736 939 653 533 544
８　言　　語 739 736 572 490 631
９　文　　学 1,500 1,634 1,906 2,124 1,927
図 書 合 計 5,281 5,541 5,333 5,465 5,795
　　雑　　誌 299 190 144 227 396
合　　　　計 5,580 5,731 5,477 5,692 6,191
　
土曜日貸出冊数（内数）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
286冊 300冊 190冊 197冊 367冊

＊貸出冊数については、昼間・夜間の区分はしていない

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23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
小　学　生 0人 1人 0人 1人 2人
中　学　生 4 8 1 6 26
高　校　生 5 6 3 3 0
大　学　生 0 1 5 4 0
専門学校生 3 0 0 0 0
会　社　員 4 8 6 10 8
公　務　員 2 4 3 5 5
農　　　業 0 0 0 1 0
自　営　業 1 1 0 3 2
主　　　婦 0 1 1 0 0
そ　の　他 18 26 26 22 25
新規登録者計 37 56 45 55 68
年度更新者計 41 37 39 30 35
合　　　計 78 93 84 85 103
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表6．4　一般開放に伴う学外利用者入館者数

　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。

　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

　平成27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
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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等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
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

6．4．2　工作機器・実験・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

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23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

０　総　　記 16冊 2冊 4冊 7冊 4冊
１　哲　　学 1 6 1 9 15
２　歴　　史 11 13 11 11 4
３　社会科学 11 7 14 8 8
４　自然科学 75 25 13 15 15
５　技　　術 59 57 28 17 38
６　産　　業 4 2 1 0 1
７　芸　　術 22 39 7 28 36
８　言　　語 8 0 20 37 44
９　文　　学 217 231 101 50 74
　　雑　　誌 7 12 4 30 47
合　　計 431 394 204 212 286
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【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。

操縦機構の修復・改修および機能追加　
ねじ取り付け溶接加工
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）
専攻科生の研究支援
気象観測装置の運用の助言

6．4．4　地域連携活動に伴う技術支援
　「メタルゴム鉄砲を作ろう」､「ホバークラフトの製作」､「水中UFOキャッチャーとポンポン船を
つくろう」､「ソーラーモーターカーを作ろう」､「ペットボトル掃除機を作ろう」､「コンピュータ」
の公開講座・出前授業・なるほど体験科学教室を行った。

【なるほど体験科学教室】
（１）「水中UFOキャッチャーとポンポン船をつくろう」（化
学・環境グループ）
　化学・環境グループでは、10月31日（土）になるほど体
験科学教室として上記講座を開催し、小学生11名が参加し
た。
　講師は花田技術専門員、小川、櫻井、林技術職員が担当
した。まず、花田技術専門員、小川技術職員が、原理や材
料などの簡単な説明を行い、その都度手順を説明しがら製
作を行った。その後は、水中UFOキャッチャーではターゲットをうまく釣りあげることができ
るか、ポンポン船では水上を走るかを確認した。うまく動作しない場合は、参加者と指導者でそ
の原因を考えながら調整を行い、最後には参加者全員がしっかりと動く製作品を完成させた。終
了後のアンケートでは「またやってみたい」「友達を誘ってみたい」という嬉しい意見もあり、
好評であった。

水中UFOキャッチャーの製作の様子
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（２）その他

開催日 講座名 開催場所 担当グループ
10/31（土） コンピュータ 本校 電気・情報グループ

【公開講座】

開催日 講座名 開催場所 担当グループ
７/29（水） ホバークラフトの製作 本校 電気・情報グループ

８/１（土） メタルゴム鉄砲を作ろう 本校 生産・加工グループ

【出前授業】
（１）「ソーラーモーターカーを作ろう」（電気・情報グループ）
　御坊市子ども会育成会連絡協議会から出前授業「ソーラーモーターカーを作ろう」の依頼があ
り、７月28日（火）に電気・情報グループ４名が対応した。
　小学生16名およびその保護者等４名合計20名の参加があ
り、最初に御坊市子ども会育成会連絡協議会の方が挨拶を
され、その後４名の紹介があった。紹介の後、眞田技術職
員がPowerPointを使って、太陽電池についての説明、組
立部品の確認、ソーラーモーターカーの組立へと進めた。
最後の完成が全員同じ時刻になるように、その都度全員が
仕上がるのを待ちながらの組立となった。完成後は部屋で
ソーラーパネルに投光器で光を当て走行状態を確かめ、全
員のソーラーモーターカーが走るのを確認した後、隣の御坊小学校の運動場を借りて走行を行っ
た。
　運動場では競争をさせたり、登り坂に挑戦したり、暑さをしのぎながら日陰で走らせる子もい
たが、完成したソーラーモーターカーはよく走りみな楽しそうだった。終了後のアンケートでも
「とても楽しかった」、「またやってみたい」との感想が多く、楽しく科学への興味を持った様子
であった。

（２）その他

開催日 講座名 開催場所 担当グループ
７/24（金） ホバークラフトの製作 由良町中央公民館 電気・情報グループ

８/３（月） ペットボトル掃除機を作ろう 日高川町土生会館 化学・環境グループ

８/７（金） ホバークラフト作り 田辺市龍神市民センター 電気・情報グループ

6．4．5　研究
　平成27年度科学研究費補助金を７件申請し、１件採択された。平成28年度も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27年度は教
育研究奨励助成に４件申請し、すべて採択された。
（１）科学研究費補助金（奨励研究）　　中嶋技術専門職員
　研究課題名「イノベイティブエンジニア育成を目指した学生実験『次世代薄膜太陽電池作製』
の開発」として申請し採択された。次世代薄膜太陽電池の作製を実験テーマに採用することを目

ソーラーモーターカーの組立の様子
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的としその作製条件の検討を行った。
（２）戦略的研究助成（学内）
①電気情報工学科山吹教授を代表とする「エージェント式有害獣駆逐システムの開発」に、電
気・情報グループの中嶋技術専門職員および天野技術職員が参画した。
②電気情報工学科岡本准教授を代表とする「インテリジェントLED照明用調光制御装置の研究
開発」に、電気・情報グループの寺西技術専門職員が参画した。

（３）教育研究奨励助成（学内）
①きみは生き残れるか！？水、火、食料に関する必要不可欠な技術の実践研究：小川技術職員
　本研究では、個人のサバイバル技術、特に重要であると考えられる３つの技術（火の取り扱
い・飲料水の確保・食料確保）に関する最低限度のスキルを学ぶ実践的研究を行った。
②小中学生を対象とした「中心市街地問題」に関するシナリオ型独習教材の開発と効果評価：櫻
井技術職員
　地方都市で問題となっている中心市街地衰退の問題について、衰退の背景と現在の取り組み
について調査した上でゲーム感覚でこの問題について学習できるアプリケーションを作成した。
③実機連動型アプリケーションとVPNによる新感覚のネットワーク構築実習教材の開発：寺西
技術専門職員
　本研究では、「実機」を使った実践的なネットワーク構築実習を学内のどこからでも行える
システムを作成した。また、学習効率を向上させるため実習専用のWEBアプリケーションを
作成した。
④過疎地域におけるオンデマンド型交通システムの構築：天野技術職員
　本研究では、全国的に実装ができてないオンデマンドバスに関してシステムの方面からアプ
ローチし、無人でも適切な予約管理、ルート管理を行なえるシステムを作成し適切に使用でき
るかの検討を行なった。

（４）外部資金獲得のための勉強会
　６月８日（月）に技術支援室において、研究助成事業に関する勉強会を開催した。技術職員の外
部資金獲得を目的とし、花田技術専門員、中嶋技術専門職員、松本技術職員、櫻井技術職員が講師
を担当した。研究助成事業の検索サイトの紹介、募集要件や採用実績から本校技術職員が応募可能
な事業の紹介を行った。

6．4．6　研修及び技術の継承、保存
（１）研修
　研修会・講習会・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。
①ＴＳによる数値地形図作成講習会
　５月28日（木）に薬業年金会館（大阪市）で開催され、小川技術職員、櫻井技術職員が参加
した。講習内容は１/500程度の地形図を作る際に必要な表現方法や作成時の留意点等に関する
内容だった。測量実習の授業にも関係する内容であり、業務で応用できる講習会であった。
②近畿地区技術職員懇談会
　８月28日（金）に奈良高専で開催され、小口技術長、巨海生産・加工グループ長、花田化
学・環境グループ長が参加した。承合事項、協議事項について活発な意見交換が行われ、今後
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の懇談会の開催方法や研修会の内容、GI-netテレビ会議システムを活用した情報交換会につい
て討議した。
③平成27年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会（情報系）
　８月19日（水）～21（金）に、沼津工業高等専門学校を担当校として豊橋技術科学大学にお
いて開催され、本校からは寺西技術専門職員が参加した。西日本の高専技術職員の研究や取り
組みの発表、情報技術に関する班別討議、豊橋技術科学大学の施設見学などが行われた。
④平成27年度国立高専機構ＩＴ人材育成研修会
　この研修会は高専機構本部主催によるもので８月５日（水）～８月７日（金）にかけて
CTCテクノロジー（株）（東京）で開催された。本校からは寺西技術専門職員が参加し、無線
LANに関する技術（基礎から応用）を実機を用いた演習などの研修を受けた。
⑤第７回「高専技術教育研究発表会」in 木更津
　３月８日（火）～３月９日（水）に木更津高専教育研究支援センター主催で開催され、小川
技術職員が「小動物用簡易サンルームに関する研究」、中嶋技術専門職員が「次世代化合物太
陽電池の特性向上に関する研究と学生実験テーマへの応用」の２件のポスター発表を行った。
⑥ＨＰＬＣスクール
　３月18日（金）には（株）島津製作所が主催する分析機器講習会に花田技術専門員が参加し
た。HPLC（高速液体クロマトグラフィー）分析でのトラブルの対処方法や信頼性の高い分析
結果を得るための点検、機器バリデーションについて講義が行われ日常的に使用する上での実
践的な知識を習得した。

（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水準測量の実習
　９月30日（水）に測量の方法の一つである水準測量を現場に出て実施体験した。水準測量と
は地盤高の高低差を測量するもので、環境都市工学科では２年生の測量実習で行われている。
②溶接作業の実技
　２月25日（木）にアーク溶接作業について体験した。この作業は知能機械工学科の２年生で
行っているもので作業前の基本知識・溶接機の取り扱い・アークの発生・ビードの引き方等に
ついて行った。

（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
防災士 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
なるほど体験科学教室補助業務 生産・加工グループ 知能機械工学科
デザコンに関する加工およびスタッフ業務 生産・加工グループ 知能機械工学科
学校説明会補助業務 生産・加工グループ 知能機械工学科
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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、メディアセンター
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
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
HPリニューアル専門チーム業務 電気・情報グループ 広報委員会

Offi  ce365業務 電気・情報グループ メディアセンター
ホームページの作成及、更新 電気・情報グループ 広報委員会
求人情報の作成、更新 電気・情報グループ 学生係
編入学情報の更新 電気・情報グループ 教務係
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
ウィルス対策ソフトＥＳＥＴのインストール 電気・情報グループ 教職員
各種ドライバのインストール 電気・情報グループ 教職員
教職員PCトラブルへの対応 電気・情報グループ 教職員
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
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
　平成27年度も各教員や各部署からの加工依頼や作業依頼に対して各技術職員、グループ単位ある
いは技術支援室全体で対応した。
　昨年度より目標に掲げている「公開講座や出前授業などによる地域貢献と学校名の知名度アッ
プ」、「各々の専門知識を生かした学内技術講習会の定例化」、「科研費等への申請件数の増加と学内
外での発表の奨励」の３点に関してはほぼ達成できた。
　また、今年度は新たに二つの取り組みを行った。一つ目は公開講座を内容とする「日本文具財団
への助成金の申請」である。この申請は27年度採択された。二つ目はテレビ会議システムを利用し
て近畿地区４高専の技術職員間での意見交換を行ったことである。初めての試みではあったが、今
後このシステムを利用して意見交換や情報交換が活発化することが期待される。
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　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27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およ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27年度に12回目を数えた。
　中国以外に、インドネシアの大学と協定を締結するための調査として平成28年３月に物質工学科
教員２名による大学訪問を行った。訪問先大学は、スラバヤ工科大学、アトマジャヤ大学、ボゴー
ル農科大学である。平成28年度に協定締結に向け具体的に活動する予定である。

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26年度の外国人留学生は８名（うち女子２名）であったが、平成27年３月に１名が卒業し、
国立大学第３学年に編入学した。平成27年４月には国費留学生１名（うち女子１名）が３年生に編
入学した。その結果、平成27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28年３月には５年生３名が卒業し、全員が国立大学第３学年に編入学した。

国別留学生数
国名 人数

マレーシア ４名
インドネシア １名
カンボジア １名
中国 １名
モンゴル 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 ０ １ ２
物質工学科 １ ２ ０
環境都市工学科 ０ １ １

7．2．2　外国人私費留学生の受入れに向けた取組み
　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28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、電気情報工学科に１名の志願
者があったが残念ながら不合格となったため平成28年度の私費編入学生はなかった。

国 際 交 流 関 係7
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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、本校の企画会議で人選
した教員を申請した結果、平成26年度は電気情報工学科の直井弘之准教授、平成27年度は環境都市
工学科の林和幸准教授、電気情報工学科の岡本和也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

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

環境都市工学科
林和幸

英国
アメリカ

ケンブリッジ大学
カリフォルニア大学
デービス校

微生物の機能を利用し
た地盤改良技術に関す
る研究

平成28年３月20日　
～平成29年３月19日

電気情報工学科
岡本和也 シンガポール ニーアンポリテクニック

ディジタル信号重畳伝
送方式に関する研究

平成28年３月23日　
～平成29年３月15日

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12回目となった。12月～１月に学
生募集を行ったところ、21名の応募があった。英文エッセーによる書類審査を経て、集団面接によ
る選考を行い、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、
和歌山県からの派遣講師および本校教員による中国事情・歴史の講義、団体行動や生活習慣など留
学中の心得、PM2.5などの大気汚染対策についての注意喚起や、同短期留学経験者から体験談を話
してもらった。
　女子６名を含む学生14名と引率教員２名の派遣団は、３月21日（月）に関西空港を出発し、３月
30日（水）までの10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だ。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
流処をはじめとする上海電機学院の関係教職員と学生のみなさまに、心よりお礼を申し上げたい。
　なお、本短期留学は平成24年度より「国際文化交流」（１単位）の外部単位として認定されてい
たが、平成27年度より「海外異文化交流（留学）」（１単位）として認定されることとなった。
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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年の田中琢磨君が、10月１日（木）～１月８日（金）に上海電機学院での卒業
研究のために留学した。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。田中君の留学は、在校生としては、
上海との交流協定に基づく２人目の学生派遣であり、今後も彼に続いて上海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）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５年山澤駿君が採択され、
平成27年９月30日（水）～平成27年12月20日（日）までタイのタイ商工会議所大学に留学した。卒
業研究に関連したテーマで研究を行うとともにインターンシップも実施し、充実した留学生活を送
ることができた。同プログラム第３期には物質工学科４年生中路渚さんが採択され、インドネシア
のボゴール農科大学に平成28年３月２日（水）～平成28年５月５日（木）まで留学した。なお、第
５期には電気情報工学科から学生１名が申請中である。

（３）ロータリー・クラブ交換留学
　物質工学科２年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９月～平成28年８月
までドイツの高校に留学中である。同時に、ドイツの高校生（カヤ　ブラントさん）を聴講生（ク
ラスは１Ｃ）として受け入れている。

上海電機学院短期留学派遣団
役割等 所属等 氏名
団長 知能機械工学科教授 北澤　雅之
副団長 物質工学科准教授 森田　誠一
学生 知能機械工学科３年 今北　智之
学生 知能機械工学科３年 島田　昂典
学生 電気情報工学科３年 荻田　樹
学生 電気情報工学科３年 関本　健臣
学生 電気情報工学科３年 中原　睦貴
学生 電気情報工学科３年 西浦　大樹
学生 電気情報工学科３年 萩原　祐希
学生 電気情報工学科３年 丸山　健斗
学生 物質工学科３年 奥浜　真乃助
学生 物質工学科３年 金川　優羽
学生 物質工学科３年 島本　真奈
学生 物質工学科３年 中島　理子
学生 物質工学科３年 増谷　光紅
学生 環境都市工学科３年 山﨑　沙映

水墨画を体験

東方明珠電視塔
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（４）その他の留学プログラムへの参加
　例年、高専機構が主催しているISTS2015（The Sixth International Symposium on Technology 
for Sustainability）については今年度８月４日（水）～11日（金）にマレーシアのマラ工科大学で
開催され、本校からは専攻科メカトロニクス２年生田中健太君が参加した。また、平成27年度高専
－技科大連携イノベーション人材育成プログラム ベトナム交流プログラムに学生が独自に応募採
択され、物質工学科５年生泰地均君が平成28年度３月２日（水）～平成28年３月６日（日）までベ
トナムに派遣された。

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、学生14名の
計16名）を７月４日（土）～７月14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12回目で
あった。
　期間中、訪問団は本校の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への理解を深めた。送別会では堀江校長から修了証書を手渡され
た短期留学生はみな感慨深げであった。上海電機学院の訪問団の学生が今回の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27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 ５ ３ ２ ０
在外研究 ０ ２ ０ １ ０

校務（引率等） １ ３ ３ １ ０

御坊市役所で記念写真
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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24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。

　本年度の講師はモンゴルからの留学生で物質工学科３年バ
ドゲレル・ゾルザヤさんである。ゾルザヤさんは、パワーポ
イントを使用し、モンゴルについてのプレゼンをおこなった。
モンゴルの自然や伝統文化、近代的な街並みや発展する産業、
そして、相撲や食事など日本との関連する事柄についても発
表した。また、モンゴルを紹介する英語のビデオも紹介され
た。参加した３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、みな楽しい
時間を過ごした。

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年から毎年交流会
が開催されている。平成27年度は和歌山高専が担当校となり、10月11日（日）～12日（月）に高野
山、和歌山城などの見学、紀州漆器伝統産業会館にて蒔絵を体験した。

7．6．3　留学生懇話会
　４月９日（木）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１名の他に以
前からの在校生７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
わいながらみな楽しい時を過ごした。

留学生スピーチ大会

完成した蒔絵を披露する留学生和歌山城をバックに記念写真

校長先生と懇談する留学生

85



7．6．4　県内研修旅行
　１月23日（土）～１月24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、熊野三社を中心に巡り、串本海中公園、太地町
立くじらの博物館を訪問した。鯨料理から日本の鯨文化にも
触れてもらう機会を設けた。こうした経験は、学業以外の面
で日本を学ぶ良い機会であり今後も継続していく意義がある
と思われる。

7．6．5　名田中学校との交流会
　名田中学校とは例年本校の新留学生が訪問し学生の交流を行っている。本年度は９月29日（月）
に本校に在籍する留学生の物質工学科３年ザヤさんと教員１名で名田中学校を訪問し同校２年生と
の間でフルーツバスケット、スイカ割りゲーム等で交流を深める活動を行った。また、ザヤさんに
よる母国であるモンゴルのプレゼンも行われ、国際交流の時間を楽しんだ。
　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を通
じて年少の生徒と交流することで日本との関係を深めることができたものと思われる。

7．6．6　地元団体との交流
　ロータリー・クラブの交換留学として８月より物質工学科２年の学生が１名ドイツに留学し、本
校ではドイツより学生を聴講生として受け入れを行っている。これまで本校では年齢の若い高校生
世代の学生を受け入れたことはなく、受け入れ体制構築で配慮したが、幸運なことにトラブルなく
今年度を過ごすことができた。
　ロータリー・クラブを始め、地元団体との関係を緊密に保つことにより今回のような交換留学の
機会が広がったと考えており、今後も積極的に校外の団体とも交流を保ちたい。

7．6．7　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』に留学生の知能機械工学科５年陳さんとズル君がエッセイを投稿した。
　12月19日（土）に和歌山大学国際教育研究センター主催の「第13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、本校留学生の環境都市工学科５年レット
君がスピーチを行った。全部で15名の留学生の日本語スピーチがあり、このうち13名が和歌山大学、
１名が本校、１名がYMCA国際福祉専門学校からの留学生であった。優勝はYMCAの台湾からの
留学生であった。残念ながら、レット君は賞を取ることはできなかった。

熊野本宮大社にて
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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配置している。チューター候補者を２年生クラス担任に推薦してもらい決定
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27年度のチューターは、
物質工学科３年ザヤさんに対して金川優羽さんを任命した。

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）全国高専　国際交流委員長会議
　高専機構における国際戦略方針説明、高専機構国際交流センターの組織および事業説明、グロー
バル高専モデル校である茨城高専と明石高専の取り組み事例の発表およびディスカッション、基調
講演として「熊本大学自然科学研究科における国際化教育」、英語力向上に関する取り組みと今後
の展開、英語力向上に関する取り組み成果報告およびディスカッションなどが行われた。
（２）JASSO支援制度・トビタテ！留学JAPAN説明会（教職員向け）
　高専機構国際交流室主催により「トビタテ！留学JAPAN」、「JASSO海外留学支援制度」、「さく
らサイエンスプラン」の３つの事業説明会が開催された。「トビタテ！留学JAPAN」は文部科学省
と民間企業からの寄附で実施されている官民協働事業である。JASSO（日本学生支援機構）から
は海外からの高専への留学生に奨学金を支援する事業について説明があったが、本校で実施してい
る上海電機学院からの長期留学生に対しては支援対象外であるのが残念である。JST（科学技術振
興財団）からはさくらサイエンスプランの説明があり、アジアの高校生を日本に招聘し日本の科学
技術に触れてもらう活動に財政支援を行うものである。継続しての支援ではないが、学生の引率教
員への支援もありアジアの高等教育機関との協定締結のための契機としての利用も可能である。

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。今年度からは大学等のFaculty 
Houseと同様の使用目的により再雇用教員の宿泊にも利用している。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

上海電機学院短期留学生及び引率教員の宿泊 16 ７月４日～７月14日
研究打合せ（JAMSTEC）にかかる宿泊 １ １月31日～２月３日
研究打合せ（神戸市立高専）にかかる宿泊 １ ２月25日～２月27日
その他授業に伴う嘱託教員の宿泊 1 授業期間中週１回
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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継続した課題である。
　グローバル化に対応する学生の教育機会の提供は国際交流業務の柱の一つである。上海電機学院
への短期・長期留学や「トビタテ！留学JAPAN」等の学生参加を勧めてきた結果、今年度におい
ては上海電機学院との交流協定に基づいて平成26年度と連続となる電気情報工学科５年生１名が上
海で約４ヶ月間の卒業研究に従事した。休学せずに校外で留学活動したことは特筆される。さらに
「トビタテ！留学JAPAN」第２期の電気情報工学科５年生１名の留学、および第３期の物質工学
科４年の留学が実施され、海外留学を真剣に希望する学生が現れてきている。
　以上のように高専生が留学しやすくなり続々と学生が海外に雄飛することが期待されているが、
その実現のためには各科のカリキュラムや本校進級規則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。平成27年度には、
保健体育のカリキュラム変更が行われ５年生において海外留学がしやすい環境となったことは関係
者のご努力のおかげだと感謝している。また、国際交流委員会規則については改正の指摘があり、
外国人留学生規則と国際交流委員会規則を現状と合わせる形で平成28年３月に改正した。
　個々の事業については、上海電機学院への短期留学に継続して20名を越える学生の申込みがあっ
たことは、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、インドネシやシンガポールの大学との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より強固な
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27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
人権に関する取り組みを行った。学生に対しては１年生と３年生で人権にも関連した内容でSNSに
ついての講演を実施し、教職員に対しては、発達障がい等に関する講演を実施した。また、学生相
談室と連携してメンタル面に問題を抱える学生の支援について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20日（水）和歌山県御坊警察署生活安全刑事課の警察官
をお招きして、「サイバー犯罪被害に遭わないために」と題
して、１年生対象SNS講演会を開催した。12月２日（水）に
は、３年生を対象にNPO情報セキュリティ研究所の西庄恵
介氏を講師に招き、「SNSを通じて起こるトラブルと対策」
というテーマでSNS講演会を開催した。両講演では、ネットマナー、犯罪やトラブルの多彩な種類
や手口とその予防法、対処法などを説明いただき、SNSを使う際には、言葉遣いに気をつけたり、
メッセージにすぐに返信する必要はなく、節度のある使用を心掛けるなど、ネットマナーに留意す
ることや依存にならないよう安全に楽しく活用してもらいたいというアドバイスを受けた。

　また、人権教育に関連して、社会での犯罪やトラブルから
身を守る話として、４年生を対象として１月13日（水）「薬
物の恐ろしさと密輸の取締り」と題した講演会を大阪税関和
歌山税関支署の是則今朝美（これのり・けさみ）支署長他を
お招きして開催した。講演では、不正薬物や密輸の防止など
の治安に関する説明や最近多発している不正薬物密輸の運び
屋について説明があり、運び屋に利用されることがないよう
実例を基に紹介していただいた。また５年生対象に１月27日

（水）和歌山県司法書士会の阪本秀人氏他２名を講師として
お招きし、「平成27年度法律講座」と題して講演会を開催し
た。講座の内容は、労働契約、就業規則、クレジットカード
の仕組みや管理責任、連帯保証人の怖さ等盛り沢山の内容で、
卒業を目前に控え、就職や進学でこれから社会に巣立ってい
く５年生にとっては将来多くの場面できっと役に立つ法律関
連の話がわかりやすく丁寧に解説された。

人 権 及 び 健 康 教 育8

５年生対象の法律講座

４年生対象の薬物講演

１年生対象のSNS講演
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8．1．3　平成27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27年９月29日（火）　13：30～16：30
場　所　近畿大学Eキャンパス
出　席　舞鶴高専学生主事、明石高専学生主事・副主事・人権教育推進委員長、和歌山高専

学生主事・主事補、奈良高専学生主事・主事補・人権教育推進いじめ防止対策委員
会幹事長、大阪府大高専学生主事・主事補、神戸市立高専学生副主事、近畿大学高
専学生主事・人権教育室長代理・学生部顧問

内　容
１．協議事項
（１）障がい学生支援の学校での取り組み体制について
（２）クラブ顧問の負担軽減策について
（３）本協議会の名称について

２．承合事項
（１）就職・採用活動時期の変更について
（２）合宿研修施設について
（３）発達障がい学生についての情報共有について
（４）学校での携帯端末の利用制限について
（５）校則違反時の「指導規定」について
（６）障がい（身体的、精神的）を有する学生のための支援策について
（７）県または府の教育委員会等との関係について
（８）時間外等の課外活動の対応について
（９）自転車通学について
（10）いじめ対策推進法に基づいた委員会組織について
（11）負担の多いクラブ顧問の他の業務軽減について
（12）学生の特殊事情または繊細な情報の管理方法と伝達方法について
（13）学生の服装や頭髪等の指導について
（14）発達障がい等、指導に配慮を要する学生への支援体制について
（15）特別学生指導について
（16）クラブ活動について

8．1．4　いじめ対策委員会
　いじめ対策については、今年度いじめ対策委員会を５回開催し、いじ
め事案の対応や予防啓発に向けての取り組みなどを協議した。
　今後の予防策として、１．いじめに関する注意警告文を作成する。２．
アンケートを実施し、いじめの実態を調査する。３．学生会に取り組ん
でもらう（ポスターを作製した）。４．来年度早々に、外部講師を招い
ていじめに関する講演を実施する。以上４点が確認された。いじめアン
ケート調査の結果、確認された事案については、学級担任といじめ対策
委員会委員が中心に対応と指導を行うとともに、次年度に向けての申し
送り事項とした。

いじめ防止ポスター
（学生会作成）
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8．2　学生相談室

8．2．1　平成27年度の体制
　学生相談室は教育の一環として学生の心の成長や修学を含む学校生活
の充実の促進、さまざまな問題や悩みを抱えた学生のサポートを目的と
して設置されている。相談室長１名（教員）、副相談室長１名（教員）、
各専門学科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。
　各相談員は教員室や保健室などで学生の相談を受け、２名の臨床心理
士には週に２回（月曜日と木曜日）それぞれ国際交流会館内のオレンジ
ルームにてカウンセリングを担当していただいた。
　学校近くの大谷クリニックの大谷先生には学校医としての基本指導や
緊急時および時間外においてもメンタル面の診察をお願いしている。さらに御坊市内の精神科医村
垣先生にも臨床心理士との連携や重篤なケースでの診療などの協力をしていただいた。

8．2．2　平成27年度の相談の概略
延べ相談件数は以下の通り。
○臨床心理士への相談件数 345件
○看護師への相談件数　　　37件
○他の相談員へ　　　相談者25名（件数は集約できず）
○メール相談　　　　　　　２件
　　　　　　　　　 合計　409件　以上＊　（注＊：件数とは回数であり、延べ人数ではない）

相談件数の推移

平成20年度 平成21年度 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 平成27年度
187件 112件 169件 261件 278件 466件 448件 409件

　25年度から相談件数が大きく増加したのは、この年度から高専機構による「こころと体の健康調
査」が実施されその結果に関する相談が増えたためであると考えられるが、心に悩みや問題を抱え
る学生の増加やカウンセリング体制の充実もその要因と推測される。相談内容の内訳は「友人・対
人関係」が11.7%、「学業」が10.7%、「進路・将来」が10.4%、「健康・精神衛生」が4.5%、「家庭」
が2.9%、「寮生活」が2.4%となっている。「その他」が55%と群を抜いて多いが、これは「相談学生
に関する教職員との相談」や学寮が独自に実施している女子寮生のカウンセリング、「こころと体
の健康調査」による要カウンセリング学生の数も入っているためである。なお、２名の臨床心理士
への相談件数は350件に迫っており、これは実働時間の限界にせまりつつある。今後も「こころと
体の健康調査」が継続されることを考えれば、何らかの対応は必要であると思われる。

8．2．3　本年度のその他の主な活動
（１）１年を通して悩みの相談や心の不調の訴えを受付け、対応した。
（２）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145回例会 １名

カウンセリングを行う
オレンジルーム
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○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27年度近畿地区高専カウンセリング連絡協議会 ２名

（３）相談室主催メンタルヘルス講演会
　講師：福田カウンセラー「発達障害の生徒への支援の在り方について」

（４）１年生合同ホームルームでの講演
　講師：西村カウンセラー「自殺予防について」

（５）寮生に対する講演　３回（西村・福田カウンセラー）
（６）相談室ミーティング　年８回開催：学生の情報を共有し、対応について協議した。
（７）広報活動
○４月の１年生特別活動にて学生相談室の紹介とクリアファイルを配布
○全学生に相談室リーフレットとオレンジルーム便りを配布
○学級担任向け告知やピロティーでの学生向け告知、和高専緊急時掲示板への相談室メールアド
レスの掲示
○学生相談室ホームページのリニューアル

（８）厚生補導委員会との連携
　今年も学生主事補にミーティングに同席していただいた。

（９）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、学級担任等へのヒアリングなどを通じ「配慮レベル高」の学生を抽出し、
臨床心理士によるカウンセリングを実施した。

（10）例年通り成績判定会議に相談室長がオブザーバーとして参加した。

8．3　ハラスメント相談室

　学生・教職員からのハラスメントに関する相談窓口である。今年度はハラスメント相談室と男女
共同参画担当が分離し、男女共同参画担当は独立組織となった。ハラスメント相談室は、学生担当
と教職員担当にわかれた。学生担当構成員は、学生主事補、学生相談室員そして学生課長であり、
教職員担当はリスク管理室員である。

（１）学生からの相談窓口
　迅速かつ丁寧に対応することを基本方針とする。学生専用のメールアドレスを開設した。セクハ
ラ・アカハラ防止用ちらしの作成をおこない、全
教職員に配付するとともに学生には担任を通して
各学級に掲示し、セクハラやアカハラがどういう
ものなのかを学生および教職員に認識してもらい、
ハラスメントがおこらない環境づくりに努めた。
　セクハラについて学生たちと討論会を開いた。
学生たちの認識が高まっており、相手の立場に
たって、ものごとをみる訓練が必要であるという
結論がでた。 セクハラ・アカハラ防止用ちらし
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　今年度は深刻なセクハラ案件はなかったが、学生との距離間が比較的近い高専での、教員と学生
とのコミュニケーションのとり方にやや問題がある事例があった。
（２）教職員からの相談窓口
　迅速かつ丁寧に対応することを基本方針とする。全教職員にセクハラ・アカハラ防止用ちらしを
配布し、セクハラ・パワハラ・アカハラ・マタハラなどの人権を侵害するような行為を許さない労
働環境づくりとともに教職員専用のメールアドレスを開設し、早期発見体制づくりに努めた。

8．4　男女共同参画担当

　男女共同参画担当では「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）
に対して機構が策定した行動計画に基づき、男女ともに活躍できる職場環境づくりを推進すること
とした。また、各種委員会とも連携をとり学生のキャリア教育についてもサポートしていくことと
した。
　なお、平成28年度は、男女共同参画室に改組することとなった。

8．4．1　高専女子フォーラムin関西
　国立高等専門学校機構と近畿地区７高専が主催し、2015年度高専女子
フォーラムin関西が12月23日（水・祝）に大阪府立大学I-siteなんばを会
場として開催された。このフォーラムは、高専女子学生の実力を社会へ
向けて発信し、女性技術者の活躍推進について企業と高専関係者がとも
に考える場として、また、女子中学生および保護者の方々にも高専女子
学生の姿を見て頂き、高専を将来の進路の選択肢として考えて頂く機会
を提供するものである。本年度は近畿７高専だけでなく全国の男女共同
参画推進校を含めた多くの学生の発表があった。また、多くの企業に本
フォーラムを紹介し、平成26年度の40社を大きく上回る61社に参加頂い
た。
　本校では、本フォーラムへの参加の意義と学生に対する教育効果を踏
まえ、多くの教員から指導を受け、知能機械工学科５年森川亜美さん、電気情報工学科５年木村希
さん、物質工学科４年出羽美月さん、三原千裕さん、環境都市工学科５年御前芽衣さんの全学科か
ら５名の学生が専門教育、研究紹介および学生生活についてポスター発表を行った。

　参加した女子学生は、始めはポスターの作成に戸惑いつつも自ら作成
したポスターを使って中学生に分かりやすく説明したり、企業の方に対
しては自身の研究内容について深く紹介し、質疑に対して適切に回答し
ていた。また、他高専の学生との交流や情報交換もでき刺激になったよ
うである。
　フォーラム終了後に実施した女子学生に対するアンケートによると、
参加したことによって向上した能力では「発信力」が18.2%と最も高く、
次いで「実行力」の15.2%が挙げられ、フォーラム参加への教育効果が

見られた。また、企業に対するアンケートでは無回答を除けば高専女子学生に対する発表について

高専女子フォーラム
リーフレット

熱心に説明する女子学生
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参加した企業全社が「とても良い」または「良い」であった。また、これからの高専女子学生の活
躍については89%が「大いに期待している」と回答しており、高専女子学生のレベルの高さが評価
され、企業から期待されていることが明らかとなった。

8．4．2　教職員対象講演会
　男女共同参画担当では平成28年４月に施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」（女性活躍推進法）に対する国立高等専門学校機構の行動計画を推進していくため、男女と
もに活躍できる職場環境を目指した講演会とし、これまで女性教職員対象に実施してきた各種講座
を平成27年度は男女ともに参加する講演会として実施することとした。平成27年度は教職員の職場
環境づくりの意識改革を図るため、２月24日（水）、和歌山大学より本庄麻美子助教を講師に招き、
「働きやすい職場環境づくりに向けて」と題した講演会を開催した。

　講演会冒頭、同機構の目標である「男女共同参画宣言」お
よび中期計画である「男女共同参画行動計画」についての紹
介があり、聴講した教職員一同改めて同機構が推進している
計画について再確認した。また、近い将来の少子高齢化に向
けた今後の働き方改革と管理職の役割等について講演頂いた。
会場には44名の教職員が聴講し、関心の高さが窺えた。今後
も引き続き開催する予定である。

8．5　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おり、安全衛生の徹底を図っている。また、９月24日（木）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、普通救命講習修了証を得た。さらに、国立高
等専門学校機構本部事務局が実施した研修会動画を活用した ｢メンタルヘルス研修｣ を各自のパソ
コンから ｢Blackboard Learn｣（ｅ－ラーニング）を利用して60名が受講し、教職員の健康確保を
図った。

8．6　自己点検結果

　今年度は人権教育委員会として、いじめの調査や対策、指導を行った。また、ネット活動での人
権教育として、１学年と３学年にSNSに関する講演を行った。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。
　今年度の近畿地区高等専門学校学生補導連絡協議会は、人権教育連絡協議会を併わせて開催され
たが、補導に関すること、人権に関すること、学生支援に関することは、共通する部分があり、
様々な問題や事例について包括的に協議された。一方で、議論が広がりすぎることや対外的な報告
義務の事情から、補導関係と人権関係は別にして議論すべきであるとの意見も出た。今後この２つ

講演をする本庄氏
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の連絡協議会の在り方、開催の仕方については検討する必要がある。
　今年度学生相談室では学生がもっと気軽に相談室を利用出来るよう広報活動に力を注ぐとともに、
学級担任からの相談にも積極的に対応してきた。主な広報活動は１年生白崎特別活動での学生相談
室の紹介、臨床心理士による５回の講演活動、リーフレットやオレンジルーム便りの発行、ホーム
ページのリニューアルなどである。ここ３年間の相談者件数を見るといずれも400件を越えており、
学生相談室としての責務・役割について一定の成果を果たせていると考えられるが、潜在的なニー
ズはこれからも増えていくと予想される。学生相談室は８名の相談員と２名の臨床心理士（カウン
セラー）が相談の対応にあたっているが、そのほとんどを臨床心理士と看護師が受けている状態で
ある。近年さまざまな悩みや問題を抱え精神的不調を訴える学生の増加傾向を鑑みると、近い将来
臨床心理士の３名体制が必要となるかもしれない。学生相談の専門という立場から、全学的な学生
支援および他部署との連携を重視して学生支援活動の効率化を図っていく事は依然として今後の課
題であるといえる。
　今年度ハラスメント相談室ではセクハラ・アカハラ防止用チラシを学生および教職員全員に配布
し、セクハラは女性のみの問題ではなく、男性も含めて問題意識をもつことが重要である旨広報し
た。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、学生相談室との連携や体制強化を図る必要があ
る。
　また、男女共同参画関係では、一億総活躍社会の実現に向けて女性が活躍できる環境の整備が欠
かせない。男女共同参画においては、性別の区別なくともに活躍できる職場環境づくりを推進する
こととし、これまで女性教職員対象としていた講演会を男性も参加するものに発展させた。さらに、
男女共同参画担当として人員を配置していたが、その重要性に鑑み平成28年度においては ｢男女共
同参画室｣ と改称し、室長を配置することとした。また、高専女子卒業生など理工系の女子に対す
る社会からの要請は強く、さらなる増員が期待されている。近畿７高専では ｢高専女子フォーラム 
in 関西｣ を開催して、女子学生自らの能力向上を図るとともに、女子中学生ならびに企業に対す
るアピールを行っており、高専女子学生に対する認知度および期待が高まっている。
　安全衛生委員会については、教職員全員が役割分担の下、安全パトロールを実施していること、
また安全衛生管理チェックシートを利用するとともに、定期的にパトロール箇所を変更し、一定期
間内に学内すべての箇所をパトロールすることとしていることから、教職員の安全衛生意識の向上
に役立っていると考えている。さらに、教職員のパトロールにおいて問題が発見された箇所を安全
衛生委員がパトロールし、是正指導する方法が定着して効果を上げていると考えている。
　メンタルヘルス不調を防止・低減し、教職員の安全と健康を守り、労働災害を未然に防止するこ
とがきわめて重要であることからこれまで講演会形式でメンタルヘルス研修を実施してきたが、校
務遂行上特定の時期に多数の参加を得ることが困難であった。今回、各自が余裕のある時期に
｢Blackboard Learn｣ を利用してメンタルヘルス研修を実施したところ、昨年度は20名であった参
加者が今年度は60名と大幅に増加した。次年度においても本方法を採用し、さらなる参加者増と充
実を図りたい。
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9．1　外部評価の受審

　平成26年度に専攻科の「教育の実施状況等の審査」および専攻科修了生の学位申請を新方式で行
うための「特例の適用による学位授与」にかかる審査を受審し、ともに認定された。前者は、専攻
科の教育全般の審査であり、後者は特別研究を担当する教員の資格審査の色合いの濃い審査である。
これらの審査に合格したことで、本校は「特例適用専攻科」として、平成27年度から専攻科修了生
の学位申請を新方式に切り替えることが認められた。
　今年度は「特例適用専攻科の変更の届出」の手続きを行って審査を受けた。主な内容は、本校が
「学修総まとめ科目」と位置づけている「特別研究Ⅱ」の指導教員の追加や課題名の変更であった
が、８件申請の内１件を除いて認定された。

9．2　教育システム点検委員会の活動

　今年度の教育システム点検委員会は常勤教員３名と嘱託教授２名で構成され、年度内に３回の会
議を開催した。まず本年度の点検作業方針を①平成26年度の「年報」に基づき本校の教育システム
の点検を行い課題を洗い出す、②その他、各委員からの提案による主題について点検作業を行う、
の２本柱とすることを確認した。
　①については、
（ⅰ）PDCAサイクルの点検に役立つ「年報」の記述のあり方
（ⅱ）「年報」による点検を踏まえた具体的な提言

の２つの観点から、合計７項目の提言をまとめた。
　②については、「低学年での留年を大きく減らすため新しい教育方法やそれにふさわしい仕組み
づくりの検討に取り組もう」という趣旨の平成25年度の本委員会提言に基づくこの２年間の実践と
成果について、検証と必要なら追加の方策を検討していただくよう、関係部署にお願いしていくこ
ととした。
　これらの作業結果は堀江校長に報告し、その指示により、新年度初めに改めて報告書の形で新校
長に報告することとなっている。
　今年度の本委員会の取り組みの反省点として、担当者の他の業務との競合があったとはいえ、活
動開始が２月と非常に遅かったことがあげられる。今後も兼任状況の改善が望めないことを想定し、
夏休みに実質的な作業が行えるように年間の時間配分を考えていくことが重要となろう。

9．3　諮問委員会

　12月１日（火）に委員15名と本校関係者出席のもとで、平成27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

外 部 評 価 関 係9
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の後今回の諮問事項である「少子化時代、男女共同参画時代
における高専教育について」と「地（知）の拠点大学による
地方創生推進事業について」をそれぞれ野村教務主事と土井
地域共同テクノセンター長から説明し、和歌山大学システム
工学部長の伊東委員長の進行で意見交換を行った。委員から
は、「女子について将来的なキャリアモデルを明確にした方

がよい」、「高専のすば
らしさをもっとアピー
ルすべき」、「先生方がスペシャリストとしてより研鑽を積ん
でいただくことで、地域が認め必ず学生も集まってくる」、
「地元に帰ってくるという仕掛けをどのように考えるかとい
うところが大切」、「産官学の連携で成功している国はオラン
ダで、オランダのやり方をまねれば技術は今後残っていくと
思う」等、多くのご意見やご指摘を頂き有意義な意見交換と
なった。

　諮問委員会メンバー出席者（敬称略・五十音順）
　　国立大学法人和歌山大学システム工学部長 伊東　千尋　氏（委員長）
　　和歌山工業高等専門学校同窓会　会長 上野山博実　氏
　　国立大学法人豊橋技術科学大学学長補佐 澤田　和明　氏
　　本州化学工業（株）　取締役
　　　　（研究・知的財産担当、総合研究所長） 塩見　泰一　氏
　　スターフードジャパン（株）　代表取締役 新古　祐子　氏
　　和歌山県中学校長会会長代理　印南町立清流中学校校長 高瀬　幸人　氏
　　和歌山工業高等専門学校後援会　会長 冨塚　昭一　氏
　　日高看護専門学校副校長 鳴尾　悦子　氏
　　南紀熊野産官学技術交流会　会長 濱口　公一　氏
　　和歌山太陽誘電（株）　代表取締役社長 林　　俊男　氏
　　（株）紀陽銀行取締役営業推進本部長兼和歌山事業部長 日野　和彦　氏
　　ＰＣインストラクター 都　　亜紀　氏
　　和歌山信愛女子短期大学保育科長 森﨑　陽子　氏
　　御坊市長代理　御坊市総務部長 龍神　康宏　氏
　　和歌山県工業技術センター所長 和坂　貞雄　氏

9．4　自己点検結果

　昨年度は専攻科における「教育の実施状況等の審査」、「特例適用専攻科」の審査を受審した。今
年度の外部評価としては、後者にかかる変更の届出の審査のみであった。審査では、教員の研究業
績について条件付で認められたものもあり、今後、特例適用専攻科の認定を継続するために、教員

挨拶をする堀江校長

会議の様子
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個々がそれぞれの研究の分野で研鑽を積むことが要求される。諮問委員会において、「先生方がス
ペシャリストとしてより研鑽を積んでいただくことで、地域が認め必ず学生も集まってくる」と
いった委員からの指摘もあり、入学者の確保にも影響するといった側面もあると考えられ、学校全
体の課題として取り組んでいく必要がある。
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10．1　ホームページ

　ホームページ内の情報を最新の状態へ更新する作業を実施し
た。本年度の新着情報には102件の記事を掲載し、本校の活動
を広く周知することに貢献した。その際、情報を出来るだけ迅
速に掲載出来るように努めた。
　本校のホームページデザインは平成18年度に更新されたもの
であり、発信すべき情報が多岐にわたってきたこともあり、外
観として非常に雑多な印象を与えている。また、近年のスマー
トフォンやタブレットデバイスといった閲覧環境の多様化にも
対応出来ていないことから、昨年度から継続していたホーム
ページの完全リニューアル作業を本年度から本格的に開始した。
まず、リニューアルするにあたり耐障害性を向上させるため、
本校ホームページを校外のサーバに設置することとした。これ
により災害時に本校施設が被災した際でも、校外のサーバから
情報を発信し続けることが可能となる。
　また、新着情報の即時反映やコンテンツ管理を容易にするた
めCMS（Contents Management System）の導入を決定すると
ともにホームページデザインについても、多種の掲載情報に対
応し、さらに業者委託して閲覧環境の多様化に対応したデザイ
ンを決定した。これらのリニューアル作業は、本年度から引き続いて来年度も実施する予定であり、
平成28年度中にリニューアルされたホームページに切り替わる予定である。

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誌を中心に、本校関係の記事を数多く掲載していただいた。

平成27年度に掲載された新聞記事数（平成28年３月31日現在）

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

131 138 24 14 3 9 12 6 12 11 1 361

　特に今年度は、新任の各教員の研究テーマをわかりやすく紹介した記事が紀州新聞に掲載された
ことや、NHKによるロボコン全国大会のテレビ番組で女子学生の活躍が大きくとり上げられたこ
となどによって、本校への親しみや存在感の向上に資することができたと考えている。マスコミへ

広 報 活 動 （広報委員会）10

本校ホームページ（28.4）
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の露出がさらに増えるよう、今後も積極的かつ質の高い情報発信を続けるとともに、校内の活性化
に努め取材依頼の件数向上も図っていきたい。

10．3　広報誌

　平成27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27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 95号
96号

27．８
28．３

学校要覧 （27年度） 27．６
和歌山工業高等専門学校年報 （通巻14号） 27．８
和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター広報*

24号
（教員研究シーズ集含む） 27．10

＊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10年にわたり同じデザインを使用しており、見やすく、使い勝手良く、利
用者に好感をもって貰えるようなホームページへのリニューアルに対する期待が高まりつつあった
ことから、本年度は、例年の倍の数の委員会を開催し精力的に議論を行った。ホームページの運用
方針や保有させる機能等を定め、一旦は具体的な業務を委託する業者選定等に入ったものの、予算
的制約や更新後の維持管理・更新に関する信頼性から、慎重に審議する必要性が生じ若干工程に遅
れを生じることとなった。その後、ホームページの機能性・安全性を担保するため、サーバの学外
設置やCMSの導入、デザインの選定、掲載情報の選定など作業工程計画を策定し具体的な作業に
入っており、可能な限り早期の新ホームページ運用開始に向けて作業を進めていく。
　ホームページ新着情報には102件の記事を掲載した。昨年度は91件であったことから10％強の増

平成27年度に発行された定期刊行物
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加となった。各種の広報活動を行うとともに、それらの情報を広く発信し本校を知って貰うことの
重要性が認識されていることの表れと考えている。今後とも積極的に情報発信して行きたい。
　新聞への本校関係の記事の掲載件数は400件近くに上り、近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。今後さらにマスコミとの連携、コンテンツの開拓、情報発信技
術の向上を目指して取り組んでいきたい。
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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28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および研究業績調査票
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 北澤　雅之

樫原　恵藏
西本　圭吾
青山　歓生
溝川　辰巳

准教授 大村　高弘
古金谷圭三
山東　　篤
津田　尚明
濵田　俊彦
早坂　　良
三原　由雅

助　教 村山　　暢
電気情報工学科 教　授 謝　　孟春

佐久間敏幸
山口　利幸
山吹　巧一

准教授 岡本　和也
竹下　慎二
直井　弘之
村田　充利
森　　　徹

助　教 岩﨑　宣生
岡部　弘祐

物質工学科 教　授 米光　　裕
野村　英作
土井　正光
岸本　　昇
綱島　克彦
林　純二郎

准教授 奥野　祥治
河地　貴利
楠部　真崇
西本　真琴
森田　誠一

講　師 SETIAMARGA Davin
出向中 岩本　仁志

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
小池　信昭
三岩　敬孝

准教授 伊勢　　昇
孝森　洋介
林　　和幸
山田　　宰

助　教 青木　仁孝
平野　廣佑

総合教育科 教　授 和田　茂俊
桑原　伸弘
赤崎　雄一
秋山　　聡
後藤多栄子
重松　正史
宮本　克之
吉田　芳弘

准教授 芥河　　晋
右代谷　昇
David MARSH
中出　明人
平岡　和幸
平山　規義
森岡　　隆

助　教 磯部祐実子

102



平成27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27年度（平成27年４月１日～平成28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27年度を研究期間とする科研（申請は平成26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27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27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。
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11．2　教員の研究業績

　平成27年度の本校における研究業績は、｢著書等｣ ８件、｢学術論文｣ 43件、｢特許等｣ １件、｢国
際会議｣ 35件、｢国内学会｣ 175件、｢その他｣ 12件である。また、｢学術論文｣ のうち約60％の25件
は本校教員が筆頭著者であり、研究活動を精力的に展開しているといえる。さらに、｢国内学会｣
の約半数が学生による発表であることから、各教員の研究活動を通した教育力の向上ならびに創造
的技術者の育成にかかる取り組みが成果を上げていると考えている。
　詳細は、以降に示す教員個人の研究業績を参照されたい。
　なお、各項目の記載内容は次の通りである。

（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27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）所属学協会
　現在所属している学協会名を示す。

（５）学外活動
　平成27年度の期間に他高専、大学等での兼職（非常勤講師等）、学協会、学外の委員会、財団
等で務めた役職とその期間および講演会、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27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27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27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27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27年度に、国際会議また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27年度に内地研究員または在外研究員として実施した内地留学等また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27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。
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（12）研究成果一覧
　平成27年度における著書・編書、論文、特許（特許公開、特許登録）等、国際会議および国内
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、学位論文および科研費（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、［著書等］は著書・編書、［国際会議］は国際会議発表、［国内学会］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［学術論文］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

160

校長 堀江
副校長 中本
教務主事 野村 主事補 青山、村田、岸本、小池、秋山
学生主事 桑原 主事補 濱田、岡本、綱島、伊勢、マーシュ
寮務主事 樫原 主事補 早坂、岡部、西本真、孝森、赤崎
専攻科長 辻原 副専攻科長 溝川、河地
地域共同テクノセンター長 土井 副センター長 古金谷、林和
メディアセンター長 佐久間 副センター長 右代谷、森岡
ロボット教育センター長 山口 副センター長 西本圭
技術支援室長 西本圭

・学科主任

知能機械工学科 北澤 主任補佐 －
電気情報工学科 謝 〃 竹下
物質工学科 米光 〃 デフィン
環境都市工学科 靏巻 〃 小池
総合教育科 和田 〃 森岡

・学級担任

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
知能機械工学科 村山 重松 三原 山東 津田
電気情報工学科 山吹 宮本 吉田 竹下 森
物質工学科 奥野 芥河 林純 楠部 森田
環境都市工学科 平山 平岡 中本 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 奥野 米光 重松 宮本 後藤 中出

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 中本副校長 野村教務主事、桑原学生主事、樫原寮務主事、辻原専攻科長、土井テクノセン

ター長、佐久間メディアセンター長、大西事務部長

運営委員会 堀江校長
中本副校長、野村教務主事、桑原学生主事、樫原寮務主事、辻原専攻科長、
北澤知能機械工学科主任、謝電気情報工学科主任、米光物質工学科主任、
靏巻環境都市工学科主任、和田総合教育科主任、土井テクノセンター長、
佐久間メディアセンター長、西本圭技術支援室長、大西事務部長

施設マネジメント委員会 堀江校長 中本副校長
企画会議メンバー、総務課長

施設マネジメント部会 中本部会長、溝川、山吹、林純、後藤、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、土井テクノセンター長、大村、岡本、森田、
芥河、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 西本圭技術支
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 野村教務主事

大西事務部長 運営委員会メンバー

公的研究費等の管理・
運営に係るコンプライ
アンス推進担当

推進責任者：
堀江校長 コンプライアンス推進副責任者：５学科主任、技術支援室長、大西事務部長
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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 辻原専攻科長 溝川、河地
謝、小池、和田

専攻科成績判定会 ５学科主任、野村教務主事、溝川、河地
オブ：中本副校長

教務委員会 野村教務主事
青山、村田、
岸本、小池、
秋山

成績判定会
５学科主任、辻原専攻科長、青山、村田、岸本、小池、秋山
オブ：中本副校長、桑原学生主事、樫原寮務主事、
中出学生相談室長

厚生補導委員会
（兼学生指導支援室） 桑原学生主事 濱田、岡本、綱島、

伊勢、マーシュ

学寮委員会 樫原寮務主事
早坂、岡部、
西本真、孝森、
赤崎

岩崎、デフィン、平野、磯部

地域共同テクノセンター
委員会

土井
センター長 古金谷、林和 岩崎、デフィン、後藤、総務課長、学生課長、花田技術専門職員

メディアセンター
委員会

佐久間
センター長

森岡（図書）
右代谷（情報）

図書委員会 大村、森田、三岩、右代谷、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）

古金谷、森、綱島、山田、右代谷、寺西技術専門職員、
眞田技術職員、学生課代表（岡崎）、情報担当事務（吉野）
サーバー担当：村田

技術支援室委員会 西本圭
技術支援室長

野村教務主事、土井テクノセンター長、大西事務部長、北澤、謝、米光、靏巻、
小口技術長、花田技術専門職員、巨海技術専門職員、寺西技術専門職員

安全衛生委員会 中本副校長 中出（衛生管理者）、大西事務部長（安全管理者）、西本（産業医）、西本真、
林和、村山、小川敏、総務課長

広報委員会 中本副校長

平岡
（広報・ＨＰ担当） 村田、河地、伊勢、寺西技術専門職員、眞田技術職員、

学生課代表（前田）、情報担当事務（小西）三原
（年報・要覧担当）

ＦＤ委員会 中本副校長 野村教務主事、桑原学生主事、辻原専攻科長、総務課長、学生課長

知的財産評価委員会 土井
センター長 野村教務主事、辻原専攻科長、出願学科主任、外部委員、総務課長

外部評価検討委員会 辻原専攻科長
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）辻原、青山、謝、綱島、青木、森岡

人権教育委員会
（いじめ対策委員会） 桑原学生主事 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 桑原学生主事 野村教務主事、辻原専攻科長、５年担任、４年担当

国際交流委員会 佐久間 後藤 野村教務主事、樫原寮務主事、早坂寮務主事補、竹下、楠部、青木、磯部、
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 桑原学生主事 野村教務主事、樫原寮務主事、辻原専攻科長、５学科主任

人を対象とする研究倫
理委員会 中本副校長 土井テクノセン

ター長 運営委員会メンバー

遺伝子組換え実験安全
委員会

土井
センター長 米光、楠部、宮本、重松、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 大村、岡部、林純、靏巻、平山、総務課長、弓倉、角谷、巨海

学生相談室 中出室長 溝川 岩崎、西本真、林和、重松、小川看護師、カウンセラー、寮務係長

ハラスメント相談室 後藤室長
マーシュ
（学生担当）
古金谷
（教職員担当）

学生相談室員（除カウンセラー）、学生課長

リスク管理室メンバー

男女共同参画担当 三岩 西本真 総務課長、学生課長
教育システム点検
委員会 溝川委員長 吉田、三岩、徳田嘱託教授、山川嘱託教授、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 西本圭 中本副校長、野村教務主事、桑原学生主事、土井テクノセンター長、

北澤知能機械工学科主任、謝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 大村、山吹、楠部、孝森、森岡、巨海技術専門職員

数学ワーキンググループ 野村教務主事 秋山 右代谷、平岡、濵田、佐久間、岩崎、岸本、林和
物理ワーキンググループ 野村教務主事 青山 溝川、竹下、森田、孝森、関連非常勤講師
関西工学教育協会幹事 野村教務主事、林和
コンソーシアム和歌山委員 辻原専攻科長、土井テクノセンター長

　
　



　本校の半世紀を超える歴史は１年毎の地道な積み重ねによっ
て築き上げられた学校の軌跡であります。本誌は、その１ピー
スにすぎませんが、ここにまとめられた業績の一つ一つは本校
に就業する者の努力と協力の賜物であるとともに、現時点にお
ける本校の実力であると言えます。
　多種多用なプロジェクトが同時多発的に動く現代の高等教育
機関の活動を、読み味よく明確かつ正確に編集するのは容易で
はなく、執筆頂きました教職員のみなさまをはじめ、情報マネ
ジメント室竹邉さんの高精度な編集作業による結果と感謝申し
上げます。
　最後に今年度をもって退職される中本純次広報委員長ととも
に50周年記念誌および本誌を編集できたことに心より感謝申し
上げます。（楠部）

　平成28年７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　　楠部真崇（広報委員会）

編集後記
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