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　和歌山工業高等専門学校は、昭和39年の創立から本報で報告する平
成25年度末までの間に、ちょうど50回の入学式と46回の卒業式を行い
ました。その間、和歌山県御坊市の地で、創造性のある実践的な技術
者の育成を期して、県の中南部で唯一の高等教育機関として活動を続
けています。
　この年報は、例年一貫した方針の下で編集され、本巻では平成25年
４月から翌26年３月までの学校暦１年の間に行った様々な活動を記録
し、取り組んだ改革の歩みを振り返っています。本校の教育、研究、生活、その他の諸活動が、ど
のように動いたか、状況をできるだけ正確にご紹介するよう努めたところです。
　特に25年度は、４月にものづくりセンターが竣工したのに続き、前年度末の国の補正予算による
緊急経済対策の一環で、本校に４億円を超える新たな施設・設備が導入され、秋からは常時収容力
不足だった学生寮の百人収容の新棟建設も着手されました。学生の教育環境改善に向けた懸案の解
決が、国立の教育機関として優先的に大きく動いた年だったと考えます。
　学校では、これからも教職員一同が力を合わせて、学生の成長と地域の発展のために努力を続け
たいと思いますので、お力添えをここにお願い申し上げますとともに、本巻をご高覧いただいて、
お気づきの点がございましたら、ご指導を仰ぎたく存じます。
 平成26年８月　　　

は　じ　め　に

校　長 　堀　江　振一郎
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1．1　主な活動内容

1．1．1　ものづくりセンター開所式を挙行
　平成24年度から整備を進めていたものづくりセンターが竣工
し、４月15日（月）に和高専産官学技術交流会副会長林俊男氏、
南紀熊野産官学技術交流会会長松下紀昭氏の来賓のほか、知能
機械工学科在籍の１年生、および本校関係者等、約50名の出席
の下で 開所式を行った。
　冒頭堀江校長から「耐震性、ものづくり工房スペースの新設、
女子学生、ユニバーサル・デザインへの配慮を三本柱として改
修を行った。地元企業の発展のためにも役立てていきたい。」
と挨拶があった。また、林副会長から「新しく機能的な設備を地域のためにも役立ててもらえるこ
とを期待している」、次に松下会長から「縁があって、新しくなったものづくりセンターで学べる
ことを自覚し、しっかりと学んでほしい」との挨拶があった。

　その後、林副会長、松下会長、堀江校長、樫原知能機械工学
科主任、知能機械工学科１年生の伊藤亮佑さんと村垣成規さん
の６名でプレートの除幕が行われ、記念撮影の後、見学・オリ
エンテーション（学生のみ）に移った。
　綺麗になった建物や整備された設備を活用して、ものづくり
センターが、今後の教育、研究、さらに地域との共同研究など
に大いに貢献することが期待されている。

1．1．2　防災力強化プロジェクト
　本校を含めた10の大学や教育委員会などが採択を受けた「平成24年度学校施設の防災力強化プロ
ジェクト」事業の成果報告書が、文部科学省のホームページに掲載された。
　本校が申請した事業「近接する４教育施設との連携による総合的な防災力強化」は、本校とその
近隣にある幼稚園、小学校、中学校の４教育施設（名田教育クラスター）および地域が連携して地
震等の災害に備える力『防災力』を強化することを目的としたもので、多角的にリスク想定を行い、
既存の安全点検項目の更新・充実、安全点検チェックリストの作成を行うとともに本校と幼稚園の
合同避難訓練の実施、応急避難所としての有効性の検証、施設利用者のチェックリストの作成、安
全点検チェックリストと防災マニュアルの見直し等防災力の強化に向けた様々な取り組みを行った
ものである。
　現在は、和歌山県域で本校発信の防災講演会や展示･実演会、公開講座等を実施し、防災マニュ
アル等を他施設へ普及するためのテキスト化を進めている。

文部科学省　本件掲載HP　URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/1335713.htm

運　営１

除幕式

ものづくり工房の説明
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1．1．3　学生対象の各種講演会を開催
　現代社会では、これまでの交通安全に加えて、サイバー犯罪など様々な新種の危険が学生を取り
巻いている。学生が安全に学生生活を送り、また卒業してからのキャリアにも資するように、各種
の講演会を開催して学生の意識を高めることに努めた。

　キャリア教育の一環として、電気情報工学科の学生を対
象に、10月18日（金）、電気関係学会関西支部主催の学術
講演会が開催され、学生や教職員約100名が聴講した。講
師は、本校電気工学科を平成３年３月に卒業後、東京大学
工学部に編入学し博士課程を修了した、同志社大学理工学
部の馬場吉弘教授である。馬場教授は電力工学が専門で、
今回の講演では「電気電子系学生のための英語処方」と題
して、教授自身が執筆した同名著書の内容である、英語論
文や英語による研究発表の方法について解説された。１年
半のフロリダ大学での研究生活についても紹介があり、後輩たちに勇気を持って国際経験を積み、
国際社会で活躍できる人材になってほしいとエールを送った。
　尊敬する先輩の話に学生たちは興味深く耳を傾けていた。講演後の質問で東大に編入学するには
どうしたらよいかについて尋ねられた教授は、自身の５年間の寮生活の中で学習する時間をしっか
り決めて継続することを紹介し、今までの人生で高専の５年間は最も勉強した時期であったと強調
した。講演会を終えて、学生たちは充実した様子であった。
　この他、高専祭を前に、安全に開催するために２回の講演会を開催した。まず、10月17日（木）
和歌山県日高振興局健康福祉部（御坊保健所）衛生環境課の玉置敦子氏を講師に招き、高専祭にお
いて食品を扱う全クラブ員を対象に「食中毒予防のポイント」について講演会を行った。次に、10
月30日（水）御坊市消防本部予防課岩嵜一仁消防司令を講師に迎え、「文化祭などのイベント会場
における火災予防について」と題して火気の取扱い・防火対策について講習会を開催した。

講演する馬場教授

日時 対象 講師 演題

11月20日（水） １年生 御坊警察署生活安全刑事課
生活安全係 「青少年とサイバー犯罪について」

11月27日（水） ２年生 御坊警察署交通課交通係 交通講話
「なぜ、自転車事故は起こったか」

１月15日（水） ３年生 御坊警察署生活安全刑事課
生活安全係 「薬物乱用防止について」

１月28日（火） ４年生
NPO情報セキュリティ研
究所サイバーカレッジ
弓場達也氏

「サイバーセキュリティカレッジ講座」

１月22日（水） ５年生 和歌山県司法書士会
阪本秀人氏、楠本博昭氏 「平成25年度高専生法律講座」
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1．2　学生の活躍

1．2．1　女子バレーボール部、高専全国大会で第２位
　８月24日（土）から25日（日）にかけて岩手県一関市で第48回全国高専体育大会バレーボールの
部が開催された。本校からは７月６日（土）～７日（日）に開かれた近畿大会で２連覇を果たした
女子バレー部が参加、全国各地から集まった地区代表８校と熱戦を繰り広げた。女子バレー部は、

得意の高速バレーと粘りのレシーブで24日の予選リーグはい
ずれもストレートで勝利し、決勝リーグへと駒を進めた。25
日に行われた決勝リーグでは鶴岡高専にセットカウント２対
１で勝利したものの、決勝で強豪松江高専に破れ惜しくも準
優勝という結果に終わった。創部３年目で全国２位に登りつ
めたチームは、ほとんどのメンバーが来年度も残ることも
あって、「全国制覇」を明確な目標に新たなスタートを切っ
ている。

　その他、剣道部やバドミントン部をはじめ多くのクラブが近畿大会などで目覚ましい成績をあげ、
全国大会でも活躍した。

1．2．2　ロボットコンテスト全国大会でベスト８
　アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2013全国大会（高等専門学校連合会、
NHK、NHKエンタープライズ主催）が11月24日（日）、両国国技館で開催された。
　全国大会には、８つの地区大会の優勝チームや審査員推薦で選ばれたチームの合計25チームが出
場した。第26回となる今回の競技課題は、「Shall We Jump?」（シャル ・ウィ・ジャンプ）であった。
　参加25チーム中最多となる連続全国大会出場記録を８年に
更新している本校チームは、地元の梅と５人の戦隊戦士をモ
チーフにした「ウメンジャー」のロボットで出場。選手３名
は電気情報工学科３年　前井康秀君（大阪府岸和田市）、同
３年　竹中未来君（田辺市）、知能機械工学科１年　松下諒
君（和歌山市）、ロボットの整備等を担当するピットメン
バー５名は知能機械工学科４年　林裕一朗君（上富田町）、
同１年　石井健登君（上富田町）、電気情報工学科１年
森岡奈々絵さん（有田市）、同１年　安村啓太郎君（大阪府貝塚市）、物質工学科１年　島田碧偉君
（和歌山市）の若いメンバーで大会に臨んだ。
　１回戦は関東甲信越地区優勝校の産業技術高専荒川キャンパス（東京都）、２回戦は前回大会の
ロボコン大賞受賞校の小山高専を破ったが、準々決勝では九州沖縄地区優勝校の熊本高専熊本キャ
ンパスに終盤逆転され残念ながら惜敗し、ベスト８に終わった。チームリーダーの前井君は「普段
の練習の成果を大会で披露できず残念。今回の経験を来年に生かしたい」と次回の雪辱を誓った。
今回も優勝には手が届かなかったが、最近８年間で準優勝が３回、ベスト８が４回と強豪校として
の実力を発揮している。

全国大会準優勝の女子バレーボールチーム

対戦の模様（左が和高専チーム）
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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７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16日（土）と17日（日）、奈良工業
高等専門学校で開催された。
　大会は16日のスピーチの部（個人スピーチ11名）と17日のプ
レゼンテーションの部（３人編成５チーム）からなり、スピー
チの部に出場した本校の芝玲奈さん（物質工学科２年生、名田
中学校出身）は５位入賞に終わったが、プレゼンテーションの
部では関夏未さん（丹生中学校出身）、西川ちひろさん（河南中学校出身）、森本安純さん（松洋中
学校出身）（以上、物質工学科４年生）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25日（土）、26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。全国大会では惜しくも入賞を逸したが、近畿では前年度の２
位に続いて優勝と、すっかり地区のプレゼン強豪校として定着した。
　プレゼンテーション部門の関さん、西川さん、森本さんは、パワーポイントを用いながら、客席
から感嘆の声がもれるほどの見事にアフリカへの支援について論じ、今後のお互いの信頼関係の大
切さを強調した。また彼女らのステージ上の動きも高評価の一因となった。

1．2．4　専門研究分野での活躍
（１）化学工学会学生発表会で優秀賞

　３月１日（土）、第16回化学工学会学生発表会（堺大会）（（公
社）化学工学会主催）が大阪府立大学で開催され、物質工学科
５年生の一ツ田史奈さんと松尾喜人君が共に「優秀賞」を受賞
した。本大会は西日本の大学や高専で主に化学工学分野の研究
をしている大学４年生と高専５年生および専攻科生を対象とし
た研究発表会で、今回は16大学、５高専、１高校の計22機関か
ら160の演題が発表された。一ツ田さんは「Methylobacterium 
fujisawaense FD-1株の凍結乾燥菌体によるホルムアルデヒド

分解」を、また松尾君は「過熱水蒸気により調製された活性炭における着色廃水中の原因物質の吸
着」を発表し、高い評価を得た。４月から和歌山県内の企業に就職が決まっている両名は「１年間、
卒業研究を一生懸命頑張ってきて本当に良かったです。この経験を仕事
に活かしたいです。」と喜んでいた。

（２）社会実装コンテストで受賞
　３月８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　古屋一仁氏）主催の2013年度　社会実装コンテストが東京高専で開
催され、本校専攻科２年メカトロニクス工学専攻の山本芳輝君が「人の
特性を考慮した腕用リハビリ機器の開発」という研究を発表して、サー
ビス実装賞と三菱電機ロボット技術賞を受賞した。また、知能機械工学
科津田尚明准教授がベストコメント賞を受賞した。

プレゼンテーション入賞者

一ツ田さん（左）と松尾君（右）

ダブル受賞した山本君
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　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自ら探り出し、その課題を克服
するアイデ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。本校からの２チームを含めて全部で30チームが研究成果を発表した。

（３）化学研究発表会で表彰
　３月14日（金）、（公社）日本化学会近畿支部主催の第16回工
業高等専門学校生・化学研究発表会が大阪科学技術センターで
開催され、近畿と北陸の化学系学科を有する６高専から選ばれ
た11名が参加し、物質工学科５年生の久保侑輝君と一ツ田史奈
さんがともに日本化学会近畿支部長賞を受賞した。
　この賞は各校の優秀な卒業研究に対して与えられるもので、
久保君は研究テーマ「固相法によるヘアピン構造を持つモデル
ペプチドの合成」について、一ツ田さんは「Methylobacterium fujisawaense FD-1株の乾燥菌体に
よるホルムアルデヒド分解」を発表し、高い評価を受けた。同会近畿支部長の辻康之京都大学教授
から表彰状を受け取ると、二人は「発表は緊張したけれど、大学や他の高専の先生方から多くのコ
メントをもらうことができて良かった」と喜んでいた。

1．3　教職員の活動

1．3．1　平成24年度日本計算工学会論文奨励賞を受賞
　５月16日（木）、神奈川県川崎市のミューザ川崎シンフォニーホールにて、知能機械工学科の山
東篤准教授が、平成24年度日本計算工学会論文奨励賞を受賞した。論文奨励賞は、（一社）日本計
算工学会が計算工学の発展に顕著な貢献をしたと認められる若手研究者を毎年１～２名選出し表彰
する制度である。山東准教授は、論文「自動メッシュ分割を用いて重合メッシュ法の連成項を高精
度に数値積分するための積分範囲の適切な分割方法」を執筆し、その学術性を評価されての受賞と
なった。
　今回の受賞を受けて、山東准教授は「本研究は４年間の試行錯誤の末にようやく完成させること

ができました。研究期間中、学会関係者から有益な助言や激励を
いただき、また本校からは奨励研究として多大な支援をいただき
ました。この場をお借りして関係各位に深く感謝申し上げます。
今後も日々精進し、計算工学を地場産業の発展に活用できるよう、
知識と発想力を磨いていきたいと思います。」と感想を述べてい
た。
　山東准教授は、さらに同論文の成果により、３月21日（金）に、
平成25年度教員表彰を受けた。

1．3．2　『高専教育』論文賞を受賞
　８月21日（水）に、平成24年度に刊行された論文集『高専教育』第36号の優秀論文執筆者への表
彰式が、高専教育フォーラムの会場である豊橋技術科学大学で開催され、本校からは、電気情報工
学科の山口利幸教授が執筆した論文「きのくにものづくり人材育成支援ネットワークの構築」で受
賞した。これは、（独）国立高等専門学校機構が毎年発行する論文集『高専教育』に掲載された論

受賞した久保君と一ツ田さん（左から）

表彰を受けた山東准教授
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文の中から、優秀な論文を10編程度選出し表彰するもので、全
国の高専から10名の教員が高専機構・小畑理事長から表彰を受
けた。この論文は、本校が（独）科学技術振興機構から支援を
受けて平成21年度から平成23年度に取り組んだ科学技術コミュ
ニケーション活動の成果を紹介しており、高専が地域との緊密
な連携のもと、科学技術教育に取り組んだ過程、内容について
は今後の高専教育に参考になるものであり、和歌山地区の人材
育成のための壮大な取組として大きな成果を挙げていることが
表彰理由であった。
　受賞後、山口教授は「和歌山高専が全校を挙げて地域と連携して取り組んだ活動が評価されたも
ので、決して個人では成し得ない成果なので、関係する全ての方々に感謝申し上げたい。今後も引
き続き科学技術コミュニケーション活動を推進していきたい」と述べた。

1．3．3　函館高専第２回FD講演会で藤本教授が講演
　10月４日（金）、電気情報工学科の藤本晶教授が平成25年度函館高専第２回ＦＤ講演会で「これ
からの高専関係者に期待すること」と題した講演を行った。

　講演で藤本教授は自身の寮務主事および教務主事等の経験を基に、
本校での寮生の指導や、独自に作り上げた体験実習入試の実施、電
気系の数学授業、そして地元企業との連携の取り組み等を紹介した。
その上で教員として残りの期間に注力している事柄として、地域特
産品や教材の開発、高専のステータス向上への取り組みを紹介した
上で、自ら情報を集め、自ら判断することの重要性を力説した。
　会場からは、「企業合同説明会への地方銀行の関与について教え
て欲しい」や「入試の合格者で辞退者の割合はどれくらいか？」等
の質問が出され、活気のある講演会となった。

1．3．4　学外との共同研究による製品開発の動き
　２月25日（火）、本校と木下水産物（株）は南紀くろしお商工会で「もちもちまぐろ」の商品発
表会を開催し、テレビ局および新聞社、県の関係者ら約25名が参加した。
　「もちもちまぐろ」は、ビンチョウマグロをもちもち感たっぷりの新
しい食感に仕上げたもので、平成24年から本校と木下水産物で共同研究
を進めてきた。
　研究では、技術開発を本校の藤本晶電気情報工学科教授と小林和美元
本校栄養士が、そして商品化を木下水産物の木下社長が担当し、技術的
な目処が立った昨年12月に南紀くろしお商工会を会場に技術発表会を開
催して好評を博していた。この「もちもちまぐろ」を商品として世に出
す運びになったことから、今回の発表会開催となった。
　発表会では技術的な説明を藤本教授が、「もちもちまぐろ」の特長を
生かした調理例を小林栄養士が、そして商品の概要を木下社長が、それぞれ説明した。説明後の質
疑応答では、「価格はいくらになるか？」、「何処で入手できるか？」等、商品にまつわる多くの質

『高専教育』論文賞を受賞した山口教授

講演する藤本教授

開発した「もちもちまぐろ」
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問が出された。
　その後の試食会では、塩やコショウで味付けしたもの、ユッケ風や中華サラダ風にしたもの、浅
漬けにしたもの等が振る舞われ、参加者はこれまで味わったことのない、もちもち感溢れる独特の
食感を味わっていた。
　この「もちもちまぐろ」は、当初は業者向けに販売を開始し、その後３月中旬から木下水産物の
店頭で一般向けにモニター販売を始めた。

1．4　FD活動

　教員の資質向上を目的として、平成25年度も様々な分野でのFD講演会を開催した。以下に、FD
講演会およびその他の教員対象講演会を一覧表で記す。

　在外研究の報告会は、講演者の海外での研究体験そのものが他の教員にとって貴重な情報である
だけでなく、今後在外研究を目指す後続の教員にとって良い刺激になっている。元広島東洋カープ
の山本氏をお招きしての人間教育に関する講演会は、学生を導くうえで教員の心構えを養うのに役
立った。科研費採択率の上昇を目指して、今年度は、例年１回開催していた科研費応募に関する講
演会を２回に増やした。Q-Uワークショップは学級指導改善のために有益で、継続して開催してい
る。知的財産や情報セキュリティの問題は、高専教員として必須の情報であり、定期的にアップ

日時 名称および演題 講師

５月24日（金） 第１回FD講演会
「アメリカでの在外研究について」

物質工学科准教授
楠部真崇

７月24日（水）
第２回FD講演会

「プロ野球で学んだリーダーシップ ― 人を
育てる ―」

元広島東洋カープ
山本一義氏

７月30日（火）

平成25年度知的財産に関する想像力・実践
力・活用力開発事業

「知的財産権に関するアイデア創出につい
て」

国際特許事務所所長
井内龍二弁理士

９月９日（月）

第３回FD講演会
「科学研究費補助金（科研費）の採択向上を
目指して」

（講演と申請書作成に関する直接指導）

豊田理化学研究所フェロー・名古屋大学
名誉教授　森永正彦氏
奈良工業高等専門学校産学官連携コー
ディネーター　芳野公明氏

10月８日（火）
第４回FD講演会

「科学研究費補助金（科研費）の申請につい
て」

物質工学科准教授
岸本昇

10月18日（金）
第５回FD講演会

「教科指導や学生指導に活用するためのQ-U
　※スコア解析法入門」

奈良工業高等専門学校物質化学工学科
准教授　石丸裕士氏

11月29日（金）
第６回FD講演会　知的財産講習会

「高専機構の知的財産管理について～研究成
果は蝶に進化するか」

（独）国立高等専門学校機構地域イノベー
ション推進本部　産学連携・知的財産推
進室コーディネーター　野中延恭氏

12月18日（水） 情報セキュリティ講演会
「情報セキュリティを巡る情勢について」

内閣官房情報セキュリティセンター参事
官補佐　大塚祥央氏

２月24日（月） 第７回FD講演会
「学校における広報のコツと方法」

新関西国際空港（株）コーポレートコミュ
ニケーション部　平島佳世子氏
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デートする必要がある。最後に、平島氏の講演は、企業における広報活動が学校にいかに応用でき
るかを考える上で興味深かった。

1．5　施設・設備の整備

　平成24年度の国の補正予算の緊急経済対策により本校に総額約４億６千万円の施設および設備整
備費として予算措置された。これにより、老朽化・陳腐化した設備等の更新や最新鋭の新規設備の
導入を合わせて30項目の施設・設備が平成25年度に整備された。今後の教育・研究や地域貢献への
利用が期待される。主な設備は次の通りである。知能機械工学科では、ものづくりセンター（平成
25年４月竣工）にワイヤカット放電加工機、シャーリングマシンや６台の汎用旋盤が導入され、実
習などに利用される。電気情報工学科では薄膜太陽電池作製装置、薄膜用電極作製システム、超音
速流体光学測定システムなどの最新の機器が導入された。物質工学科では老朽化した実験台などの
更新をはじめ、高精度液体・気体成分解析装置、蛍光光度分析装置、結晶構造解析システムなどの
最新鋭の分析機器が導入された。また、環境都市工学科ではコンクリート耐久性試験装置、シミュ
レーション型防災教育システム、防災教育用津波造波装置など防災教育に役立てる設備が導入され
た。さらに、CALL（Computer Assisted Language Learning）システム及び英語e-ラーニングプ
ログラムが視聴覚教室に整備され語学教育等に利用される。

1．6　自己点検結果

　長い間懸案となっていた実習工場が改修され、ものづくりセンターとして生まれ変わった。建物
が新しく、清潔になったばかりでなく、機器も一新され、最新の設備も導入された。本校の教育・
研究に不可欠な実験実習に大いに活用されると期待されている。
　防災力協力プロジェクトは、平成24年度に名田地区の教育施設と機関が協力して地域の防災力を
高めるために行った事業で、その成果が文部科学省のホームページに掲載されて全国に紹介されて
いることは、本校だけでなく地元全体の努力が認められたことを意味するので、誠に喜ばしい。
　また、課外活動における学生の活躍も顕著で、まず、ロボコン・チームは念願の全国優勝は逃し
たが、８年連続全国大会出場は他に例を見ない安定した強さである。英語プレゼンテーションコン
テストでも本校は近畿で優勝した。スポーツでは、女子バレーボール部の全国２位を初め、多くの
大会で好成績を収めている。
　教職員では、山口教授が『高専教育』論文賞を受賞し、山東准教授が学会で奨励賞の表彰を受け
るなど、研究活動も着実に進んでいる。さらに学外のイベントへの講演依頼も増加しており、教職
員の活動が学内外で認められている。
　産官学連携では、共同研究が「もちもちまぐろ」などの具体的な製品開発に結びついており、地
域産業への貢献を続けている。
　FD活動も活発で、FD講演会を７回開催し、その他の講演会を含めて、教員の全般的な資質向上
に役立ったと評価できる。
　このように、学内施設の充実、地元との協力プロジェクトの成功、地域産業への貢献が目に見え
る形になって表れた一年であった。その中で、学生・教職員が学内外で活躍して、学校全体が充実
した活動を展開している。この状況を今後も維持発展するように日々の努力を継続していきたい。



　平成25年度入学式が４月７日（日）に挙行され、新１年生162名、３年次編入外国人留学生３名
及び４年次編入学生３名の168名が入学した。本科の全校生数は822名（内女子108名、留学生９名）
になった。教務関係では入学者の確保及び教育内容の改善等を中心に取り組んだ。以下に、平成25
年度の取組みを記載する。

2．1　入学試験

　本校では、本科１年生の入学試験（体験実習、学校長推薦、学力）に加え、４年次編入試験（推
薦、学力、海外協定校推薦）と外国人私費留学生３年次編入試験を実施している。
　入学試験では、入学志願者の確保に努めてきているところであり、平成26年度入試では志願者数
250名（志願者の対県内中学卒業者比2.5 %）と平成25年度入試の志願者数253名（志願者の対県内
中学卒業者比2.5 %）とほぼ同等数を確保することができた。下図に最近の５年間における受験者
数の推移を示す。また、平成26年度の男子志願者は前年度より５名増加したが、女子志願者は８名
減少した。今後、中学生によりわかりやすいパンフレット新「学校案内」の作成と配布及び特に女
子学生の志願者増加のための「ガールズKOSENスティ」等のイベントを開催していく。
　以下に、各入試における状況を報告する。

教 務 関 係2

《体験実習入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 29 3.63 10 10
電気情報工学科 30 3.75 8 8

物質工学科 23 2.88 7 7
環境都市工学科 33 4.13 8 8

計 115 3.59 33 33

《学校長推薦入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 17 1.42 12 12
電気情報工学科 8 0.67 8 8

物質工学科 33 2.75 13 13
環境都市工学科 26 2.17 12 12

計 84 1.75 45 45

《学力検査入試》
学科名 志願者数 倍率 合格者数 入学者数

知能機械工学科 37 1.85 20 20
電気情報工学科 36 1.50 25（1） 24（1）

物質工学科 37 1.85 21 21
環境都市工学科 56 2.80 20 20

計 166 1.98 85 85

※電気情報工学科の （　） は、追加合格者、内数。
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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
つ生徒を集めることを目的としている。平成26年度は１月12日（日）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115名で、各学科の定員（各科８名）に対する平均倍率は3.59倍（昨年度3.75倍）
となり、昨年度とほぼ同等の高い倍率を確保できた。合格内定者は知能機械工学科が10名（志願者
29名）、電気情報工学科が８名（志願者30名）、物質工学科が７名（志願者23名）、環境都市工学科
が８名（志願者33名）の計33名であった。なお、知能機械工学科の体験実習における説明プリント
の一部に誤りがあり、該当設問について全員を正解とする措置を行った。また、今回のような入試
ミスを防止するため、体験実習入試の実施要領を改善した。

2．1．2　学校長推薦入試
　平成26年度学校長推薦入試を１月25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84名であった。
各学科の定員（12名）に対する平均倍率は1.75倍（昨年度1.98倍）で、合格内定者は、知能機械工
学科が12名（志願者17名）、電気情報工学科が８名（志願者８名）、物質工学科が13名（志願者33
名）、環境都市工学科が12名（志願者26名）であった。電気情報工学科で定員に満たなかった原因
として、電機業界の業績不振ではないかと考えているが、志願者確保のための広報活動を推進して
行く必要がある。

2．1．3　学力検査入試
　平成26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16日（日）に実施した。入学定員は各学科
20名（体験実習入試と中学校長推薦入試の合計が20名に満たなかった場合は、その数を40から引い
た人数）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
選考した。４学科の平均倍率1.98倍（昨年度2.06倍）で、ほぼ昨年度と同様の倍率を確保できた。
合格者内定者は、知能機械工学科が20名（志願者37名）、電気情報工学科が24名（志願者36名）、物
質工学科が21名（志願者37名）、環境都市工学科が20名（志願者56名）であった。なお、本年度、
電気情報工学科において入学辞退が生じ、入学定員の40名に満たなかったため、１名の追加合格を
行った。

2．1．4　４年次編入学推薦入試
　６月７日（金）に推薦による平成26年度編入試験
を実施し、５名（知能機械工学科１名（県内１名）、
電気情報工学科２名（県内１名）、物質工学科２名
（県内１名））が受験した。選抜方法は面接（口頭
試問を含む）及び調査書により行われた。試験の結
果、合格者内定者は４名（知能機械工学科１名（県
内１名）、電気情報工学科２名（県内１名）、物質工学科１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、

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 2 2 2

物質工学科 2 1 1
環境都市工学科 0 － －

計 5 4 4
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和歌山県教育委員会との協定により、和歌山県内より若干名の特別枠を設けている。

2．1．5　４年次編入学学力入試
　本年度、志願者がいなかったため、平成26年度４年次編入学学力試験を実施しなかった。

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26年度入試で２名の志
願者（知能機械工学科１名、物質工学科１名）があり、審査の結果、１名を合格としたが、機構本
部での取りまとめの結果、他高専での合格者となり、編入学には至らなかった。

2．1．7　外国人私費留学生４年次編入学推薦入試
　海外協定校である上海電機学院から特別聴講生として11月から知能機械工学科３年生に在籍して
いる１名の学生に対して、特別推薦による平成26年度４年次編入学試験を実施し、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
　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いただく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（南牟婁郡、熊野市、尾鷲市）の中学校145校と県内の塾５校を訪問
した。さらに、和歌山市中学校長会私立高等学校入試説明会（９/17）、近畿４高専合同説明会
（10/26）、第一ゼミナール主催高校入試進学説明会（10/６）、五ツ木書房進学説明会（10/14）、泉
州私塾連合会公立高校説明会（11/４）、和歌山県私塾共同組合個別進学相談会（11/10）に参加し
た。

2．2．2　パンフレット・リーフレット・クリアファイルの活用
　毎年、本校をPRする「凄い！」リーフレットや「中学生のみなさんへ」
パンフレット並びに、和歌山高専ロゴ入りのクリアファイルを作製した。
中学校訪問や各種イベント等でこれらを配布し、本校のPRを行った。さ

らに、後援会の保護者の方々にもリーフレットを
配布し、積極的な高専のPRをお願いした。

2．2．3　高専マンガの活用
　エンジニアの仕事について、わかりやすく説明
したマンガが、松江高専が主管校となる事業で作
製され、現在10話まで完成している。本事業には和歌山高専も参加してお
り、２話を選び、裏表紙に本校の宣伝を入れた冊子が完成した。このマン
ガを平成26年度に、本校広報ツールとして活用する予定である。

本校PRポスター「凄い」

高専マンガ
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2．2．4　オープンキャンパス
　８月31日（土）にオープンキャンパスを開催した。この催し
は本校の教育内容を紹介する最大のイベントである。今回は、
例年行っている入試説明会や各学科の企画（「全方位移動車や
飛行機の原理を学ぼう」、「雷を体験しよう」、「ミクロの世界を
見てみよう」、「ドライビングシミュレータ体験教室」、「料理を
科学する」等）に加えて、本校学生会と寮生会の学生による学
校生活紹介を実施した。参加者数は、中学３年生202名（昨年

より10名減）を含む計
576名（昨年より58名増）となり、中学３年生の参加者数
は昨年度に比べてやや減少したが、全体としては１割増加
した。特に保護者が増えており、保護者の関心が高まる傾
向があると思われる。今年度より実施した学生による学校
生活の紹介は学生の生の声を聞けることもあり好評であっ
た。今後、開催時期の検討やクラブ活動の見学を加える等
内容の検討も行い、より来校者数を高めたい。

2．2．5　学校説明会
　10月12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
が進路について具体的に検討を始め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198名、保護者157名、中学校教
員19名の計374名（昨年度の９名減）が参加した。学科見
学では、「３Ｄ-ＣＡＤでものづくり」（知能機械工学科）、
「面白い電子回路」（電気情報工学科）、「スライムをつくろう」（物質工学科）、「映像で見る津波の

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

オープンキャンパス入試説明会

オープンキャンパス学科説明

学校説明会での実習体験

学校説明会での入試体験コーナー
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2．2．6　ガールズKOSENスティ
　女子入学志願者の増加を目的に、７月23日（火）、24日（水）の両日、女子中学生を対象にした
１泊２日の宿泊型体験プログラム「ガールズKOSENスティ」を今年度初めて開催した。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を不安に思っている女子中学生がいるのではない
かと考え、寮生体験ができる企画としたもので、県内外の女子中学３年生17名が参加した。第１日
目は、体験実習（知能機械工学科「手芸体験～キラめくシルバーアクセサリー～」、電気情報工学
科「ビュートローバーのプログラムと制御」）、本校女子学生が企画した女子寮見学、バレーボール
大会、寮食堂での夕食、女子寮での入浴および懇談会を実施した。２日目は、高専女子寮生との朝
食、模擬授業（「予想のすすめ －中学校数学からの背伸び－平岡教員）、図書館や情報処理センター
等の施設見学、就職・進学等進路状況説明会を実施した。参加したほとんどの中学生は、寮生活の
不安がなくなったとの感想を述べた。宿泊型体験講座は全国高専でも例がなく、今後数年継続して
効果を検証することにしている。

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％の分母は標本
数：平成24年度163名、平成25年度160名；棒グラフの黄色は平成24年度、青色は平成25年度）
　まず、「本校への入学を志望した動機」については、「就職率がよい」と答えた人数が最も多く、
それに続いて「技術者教育を中心とする教育内容に関心がある」、「寮生活ができる」、「早い時期か
ら専門教育を受けることができる」が多かった。これら項目は、いずれも本校の特長であり、それ
をしっかりと見定めて入学して来ていることがわかった。
　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、上述と同様に「寮生活ができ
る」が多く、また「服装や髪型が自由」、「施設設備が充実」、「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、「本校に関心を持ったきっかけ」については、「オープンキャンパス」、「学校説明会」、
「高専祭」といったような本校のイベントに加えて、「親からの情報」と答えた人が多く見られた。
この結果より、これらイベントの開催および保護者の方のご理解の重要性をあらためて認識した。
今後、これらイベントをより充実したものにし、また保護者の方にご理解をいただくための広報活
動を行いたいと考えている。

宿泊型高専体験プログラム「ガールズKOSENスティ」
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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）
H24 H25

１　技術者教育を中心とする教
育内容に関心がある 50 （30.7%） 60 （37.5%）

２　理工系の５年間一貫教育に
関心がある 27 （16.6%） 28 （17.5%）

３　早い時期から専門教育を受
けることができる 66 （40.5%） 48 （30.0%）

４　就職率がよい 127 （77.9%） 119 （74.4%）
５　工学系の大学に編入学がで
きる 26 （16.0%） 18 （11.3%）

６　専攻科に進学し、学士を取
得することができる 4 （2.5%） 7 （4.4%）

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 0 （0.0%） 1 （0.6%）

８　想像力のあるすぐれた教員
が多い 11 （6.7%） 5 （3.1%）

９　寮生活ができる 53 （32.5%） 53 （33.1%）
10　単車や自動車等で通学する
ことができる 7 （4.3%） 6 （3.8%）

11　「ロボコン」に興味がある 8 （4.9%） 8 （5.0%）
12　運動クラブなどの課外活動
に興味がある 18 （11.0%） 11 （6.9%）

13　家族や親類が高専に入学
（卒業）した 15 （9.2%） 22 （13.8%）

14　その他（　　　　　　　　） 10 （6.1%） 1 （0.6%）

 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）

H24 H25
０　入学説明会（私塾・外部団
体主催） 17 （10.4%） 13 （8.1%）

１　学校説明会 32 （19.6%） 36 （22.5%）
２　オープンキャンパス 52 （31.9%） 54 （33.8%）
３　高専祭 21 （12.9%） 28 （17.5%）
４　公開講座 22 （13.5%） 10 （6.3%）
５　出前授業・訪問実験 0 （0.0%） 4 （2.5%）
６　各種イベント（ロボット
フェスティバル等） 6 （3.7%） 3 （1.9%）

７　本校のパンフレット 17 （10.4%） 8 （5.0%）
８　本校のホームページ 16 （9.8%） 13 （8.1%）
９　中学校における説明会 7 （4.3%） 5 （3.1%）
10　中学校の先生からの情報 27 （16.6%） 15 （9.4%）
11　塾からの情報 19 （11.7%） 21 （13.1%）
12　友人からの情報 13 （8.0%） 20 （12.5%）
13　先輩からの情報 17 （10.4%） 20 （12.5%）
14　親からの情報 53 （32.5%） 48 （30.0%）
15　兄・姉からの情報 12 （7.4%） 14 （8.8%）
16　テレビ・新聞等からの情報 7 （4.3%） 0 （0.0%）
17　その他（　　　　　　　　） 5 （3.1%） 5 （3.1%）
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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
　モデルコアカリキュラム対応のため、本校のカリキュラムにつ
いてのモデルコアカリキュラム（試案）対応状況を調査した。モ
デルコアカリキュラムに対応していない内容については、各科で
検討し、可能な限り平成26年度カリキュラム（シラバス）へ反映
するよう促した。
　一方で、12月９日（月）、本校にて、勇秀憲先生（高専機構本
部教育・ＦＤ委員会／教育内容・方法の改善検討専門部会委員、
高知高専副校長・教務主事　教授）を講師に招き、「モデルコア
カリキュラム（素案）を踏まえた到達目標の設定と評価方法」と
題した講演会を開催し、モデルコアカリキュラムの理解を深めた。

2．3．2　「防災リテラシー」科目の導入
　平成24年度より近畿地区高専による大学間連携共同教育推進事業「近畿地区７高専連携による防
災技能を有した技術者教育の構築」が進められている。この事業において、防災リテラシー教育に
関する科目整備・教材開発がテーマの一つになっており、本校においても、平成25年度に防災リテ
ラシー科目の整備について検討した。その結果、環境都市工学科において、平成26年度より１年生
の必須科目として「防災学概論」（半期、週２時間、１単位）を開講することになった。また、知
能機械工学科、電気情報工学科及び物質工学科においては、１年生において、明石高専が開講する
防災関連科目（半期、週２時間、１単位）を、ネットワーク回線を通じて受講できるようにし、そ
こで修得した単位を本校が外部単位として認定できるようにした。防災教育は、東南海・南海地震
が想定される中、重要な事項であり、避難訓練等の実地訓練と合わせて推進して行く必要があろう。

2．3．3　教員間の授業参観
　本年度も、教員相互に授業参観することにより学生に分かりやすい授業の実現に資する教育力の
向上を図ることを目的に、教員による授業参観を10月から２月にかけて実施した。この取組みは毎

 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）
H24 H25

１　寮生活ができる 92 （56.4%） 89 （55.6%）
２　単車や自動車の免許がとれ
る 53 （32.5%） 50 （31.3%）

３　服装や髪形が自由である 81 （49.7%） 74 （46.3%）
４　自宅から通学することがで
きる 12 （7.4%） 7 （4.4%）

５　大学受験をしなくてもよい 63 （38.7%） 63 （39.4%）
６　クラブ活動が充実している 42 （25.8%） 49 （30.6%）
７　施設や設備が充実している 79 （48.5%） 65 （40.6%）
８　良い先生がいる 40 （24.5%） 33 （20.6%）
９　その他（　　　　　　　　） 2 （1.2%） 5 （3.1%）
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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、通年及び後期科目では年度末）に学生に対
し授業アンケートを実施している。アンケートの
記入は平成21年度よりWeb化され、本年度も
Webによる方式で実施した。集計結果に対する
教員のコメントは３月末までに記入してもらい、
４月当初から全教職員、全学生にWeb上で公開
している。学生はアンケートを一定期間内で随時
Web入力するが、拘束力が働かないためか記入
率の低迷が続いており、改善策を検討している。

2．3．5　学生面談
　本校の教育について、学生から直接意見を聞く機会として、毎年、１年生から３年生までの全ク
ラスにおいて、それぞれクラス代表者10名程度と教務関係教員が膝を突き合わせて意見交換する学
生面談を実施している。平成25年度は11月下旬から12月中旬に実施したが、今年度は、教務関係教
員に加えて、厚生補導関係教員及び学寮関係教員の３者で対応した。学生から、授業や実習、課外
活動及び学生寮についての改善点や不満等の意見を収集した後、意見をまとめ、教務委員会で議論
するとともに、各科主任を通じて、各種案件について対応した。学生の生の声を聞くよい機会に
なっていると思われるので、今後も継続して実施する予定である。

2．3．6　保護者授業参観の実施
　この参観は、保護者に学校の状況を知ってもらうこと
を目的に平成18年度から行っている。本年度も昨年度と
同様に保護者が参加しやすいＧＷ最初の土曜日の４月27
日（土）に実施し、556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

保護者授業参観風景

保護者授業参観での担任との懇談会

学生授業アンケートWeb入力画面
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して実施する予定である。
　授業のアンケート結果は、「授業の印象」「説明のわかりやすさ」「声、言葉の明瞭さ」「板書の見
やすさ」は、いずれも「好ましい」～「普通」の合計が全体の９割以上となり、好評をいただいた
と考えている。今後も「好ましい」の割合が増えるように努力が必要である。一方、授業中の学生
の様子は、概ね好印象であったが、「居眠り」「携帯電話等の使用」の学生が少なからず見受けられ、
授業に集中させる工夫や指導が必要である。

2．3．7　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25年度は、11月２日（土）に本校にて開催され、授
業参観結果、Q-Uアンケート、学生個人ロッカー及び中学校訪問地区等について意見交換を行った。
今後も保護者からご意見をいただける貴重な場として引き続き参加する予定である。

2．3．8　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（火）に試験を実施した。結果は、数学では、400点満点中全国平均204.5
点に対し、本校は228.8点と昨年に引き続き全国平均を上回った。また、学科別に見ても、いずれ
の学科も同じ専門系の全国平均点を上回り、特に環境都市工学科は差が顕著であった。これらの要
因は、過去問の解説および演習問題の実施などが上げられるが、到達度試験の成績を同科目の学年
成績に反映させていること（電気情報工学科は除く）も少なからず影響を与えていると思われる。
さらなる成績の向上には、現行の指導に加えて、専門科目でも数学を使う機会を増やす、専攻科生
をTA（ティーチングアシスタント）とした授業などが考えられる。一方、物理では、300点満点
中全国平均138.3点に対し、本校は132.6点と全国平均をやや下回った。学科別に見ると、知能機械

保護者授業参観アンケート結果（一部）

17



工学科は同じ専門系の全国平均点を上回ったが、環境都市工学科ではほぼ同等、電気情報工学科と
物質工学科では下回った。これら要因としては、知能機械工学科では専門科目で物理を使う機会が
多かったのではないかと考えられるが、他学科では不明である。今後、専門科目で物理を使う機会
の増加、教材の整備と活用、直前対策などが考えられる。
　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。

2．3．9　CALLシステムの導入
　CALL（Computer Assisted Language Learning）システムとは「コンピュータを活用した外国
語教育システム」のことで、英語の聴解力及び語彙力の向上を通して英語コミュニケーション能力
の育成を目的に12月に導入した。CALLシステム専用の
Windows型パソコン45台、AV機器及びプロジェクタ等を図書
館棟１階の視聴覚教室に設置して、CALLシステム専用教室に
改装した。１～３月には、英語担当教員による試行が行われ、
平成26年度本格的始動に向けて準備した。

2．3．10　Q-Uの活用
　Q-U（Questionnaire-utilities：楽しい学校生活を送るための
アンケート）は、生徒個々の学級生活の満足度と学級全員の生徒たちの分布から学級集団の状態を
把握することができる標準化された尺度であり、早稲田大学教授の河村茂雄氏が開発したアンケー
ト分析手法である。Q-Uは、全国の小・中学校及び高等学校で
実施されており、高専においても多くの学校が活用している。
本校でも、Q-Uを平成23年度より試験的に導入し、平成25年度
は１年生から３年生までの３学年全クラスでhyper-Q-Uを実施
した。一方、担任教員や教務関係教員がアンケート結果の解析
手法を理解するために、Q-Uに詳しい奈良高専物質化学工学科
の石丸裕士准教授を講師に招き講習会を開催した。Q-Uアン
ケートの結果は、担任の学級運営に活用され、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26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。

CALLシステム

Q-Uについての研修会

学習到達度試験「数学」、「物理」の成績の推移
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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167名中152名がインターンシップに参加した。イン
ターンシップ期間中は、本校教員が受け入れ先を訪問し、実習生の様子を伺うと共に本校の学生教
育に対する意見等を伺っている。企業等との情報交換を通じて、より優れた技術者教育の実現に繋
げていければと考えている。以下に本年度のインターンシップの参加人数及び実習先一覧を示す。

平成25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 42 0 0 42
電気情報工学科 30 0 0 30

物質工学科 35 5 2 42
環境都市工学科 23 12 3 38

計 130 17 5 152

平成25年度インターンシップ（学外実習）実習先一覧

企　
　

業　
　

等

旭化成（株）、（有）明日香コンピュータ、出光興産（株）愛知製油所、宇部興産（株）堺工場、（株）エ
スアールアイ、ＮＫワークス（株）、（株）ＮＴＮ紀南製作所、（株）エム・エー・エス、（株）エム・シス
テム技研、大阪ガス（株）、（有）岡本土木技術、花王（株）和歌山工場、（株）カワタ、（株）環境地盤、
関西グリコ（株）、関西電力（株）御坊発電所、（協）関西地盤環境研究センター、関西ペイント（株）、
キヤノン（株）、協和プレス工業（株）、極東興和（株）、（株）ＫＥＧキャリア・アカデミー、コーンズテ
クノロジー（株）、コスモ石油（株）堺製油所、小西化学工業（株）、御坊商工会議所、五洋建設（株）、
剤盛堂薬品（株）、サカタインクス（株）、三進金属工業（株）、サントリープロダクツ（株）、三洋化成工
業（株）、塩野義製薬（株）摂津工場、（株）島精機製作所、ジャパンマテックス（株）、（株）白浜試錐、
新興プランテック（株）、新中村化学工業（株）、（株）スーパーツール、スガイ化学工業（株）、住友化学（株）
大阪工場、センカ（株）、全日本空輸（株）、ダイキン工業（株）、（株）ダイセル、ダイソー（株）、大鉄
工業（株）、（株）ダイヘン、田岡化学工業（株）、高田機工（株）和歌山工場、中外製薬工業（株）、中部
電力（株）、月島食品工業（株）神戸工場、ＤＩＣ（株）、寺崎電気産業（株）、電源開発（株）、東燃ゼネ
ラル石油（株）、東洋水産（株）、東レ（株）、中日本高速道路（株）、中野ＢＣ（株）、（株）ナリス化粧品、
西日本電信電話（株）和歌山支店、西日本高速道路（株）、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）、（株）日水コン、日鉄住金物流（株）、日鉄住金プラント（株）、（株）日本
触媒、日本製薬（株）大阪工場、日本たばこ産業（株）関西工場、パナソニック（株）アプライアンス社、
パナソニック（株）ＡＶＣネットワークス社、（株）原組、北広ケミカル（株）、本州化学工業（株）和歌
山工場、桝谷精工（株）、三菱電機（株）冷熱システム製作所、ミナベ化工（株）、村田機械（株）、ムラテッ
クＣＣＳ（株）、（株）ＬＩＸＩＬ上野緑事業所、ローム（株）、（特非）和歌山ＩＴ教育機構、和歌山石油
精製（株）、（株）和歌山放送、和建技術（株）

官
公
庁
等

国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所、（独）日本原子力研究開発機構、和歌山県企画部地域振興
局過疎対策課、和歌山県農林水産部果樹試験場かき・もも研究所、和歌山県農林水産部農業試験場暖地園
芸センター、和歌山県海草振興局建設部、和歌山県日高振興局建設部、和歌山県西牟婁振興局建設部、和
歌山市、御坊市、田辺市、新宮市

大
学
等

長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、奈良先端科学技術大学院大学
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2．5　平成25年度５年生卒業研究
　２月６日（木）に卒業研究発表会を学科ごとに開催した。さらに、学科ごとに優れた研究テーマ
３件を選定し、３月４日（火）に４学科合同卒業研究発表会を開催した。各学科１テーマの最優秀
賞が選出され、終業式にて特別賞が授与された。下表に、本年度の卒業研究テーマの一覧を示す。

知能機械工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員

岩鶴　真弥 指リハビリ支援機器の設計製作 北澤
上村　　凌 災害時対策を考慮した蒸気機関の製作 西本
岡部　　翼 災害時対策を考慮した蒸気機関の製作 西本
岡本　昌也 静電噴射による切削油の安定化供給 三原
小川　靖弘 静電噴射による切削油の安定化供給 三原
海渡　　涼 スターリングエンジン用熱再生器の伝熱特性 福田
木島　基就 マイクロバブルによる加工液の浄化Ⅱ 西本
木下　奨之 曲げ性を改善させた純Al/Al合金積層材の強度 樫原
越打　喬介 マイクロバブルによる加工液の浄化Ⅱ 西本
杉本　拓也 磁性微粒子薄膜の秩序構造形成条件の解析 早坂
高橋　　潤 重ね格子梁構法の有限要素モデリング 山東
玉山　直杜 災害時対策を考慮した蒸気機関の製作 西本
津村　朋宏 障害物を回避するマルチコプターの姿勢制御 北澤
出立　修麻 指リハビリ支援機器の設計製作 北澤
寺嶋　瑞仁 被災地人探索ロボットの開発 佐野
寺田　悠輔 FPGAの特長を活かしたデジタル機器の開発① 溝川
寺段　彰人 被災地人探索ロボットの開発 佐野
中井　彬斗 アトマイズ法の粉砕エネルギー変換効率 福田
永井　裕允 FPGAの特長を活かしたデジタル機器の開発② 溝川
西浦　公規 ＮＣフライス盤の精度向上 三原
西田　正樹 ＮＣフライス盤の精度向上 三原
濱田　和也 小型衛星の要素設計 佐野
日根　彰太 FPGAの特長を活かしたデジタル機器の開発③ 溝川
廣野　翔太 脳波測定器を用いたヒューマンインタフェイス 北澤
藤田　幸啓 自律移動ロボットによる高低差を考慮した環境地図生成手法の提案 村山
古川　敬太 津波被害軽減のための粒子法シミュレーション 早坂
前田　朋之 繰り返し重ね圧延接合したAl-Mg合金の材料特性 樫原
丸山　拓真 自律移動ロボットの協調的位置推定手法による推定精度向上の検討 村山
宮口　拓己 高専ロボコン用ロボットの要素開発 佐野
村林　　史 繰り返し重ね圧延接合したAl-Mg合金の材料特性 樫原
山下　宙斗 小型衛星の要素設計 佐野
山本　貴道 被災地人探索ロボットの開発 佐野
弓倉　孝弥 アトマイズ法の粉砕エネルギー変換効率 福田
和田　知樹 津波被害軽減のための粒子法シミュレーション 早坂
マシュルー スターリングエンジン用熱再生器の伝熱特性 福田
ファズリ 磁性微粒子薄膜の秩序構造形成条件の解析 早坂
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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

青石　一貴 放射冷却による冷房に関する基礎研究 徳田
阿部　　励 可視光空間通信を用いた映像データ通信に関する研究 岡本
伊ヶ崎佑無 DPH（電磁誘導加熱）の電気分野への適用に関する研究 徳田
梅崎　皓太 カメラを用いた物体の位置特定システムの開発とその応用 村田
岡　　健太 大気圧プラズマを用いたみかん病原菌への殺菌に関する研究 竹下
岡本　貴文 地上側の接地を考慮した浮体式洋上ウィンドファーム内のサージ伝搬特性に関する研究 山吹
小野塚政人 III-V族四元混晶半導体のバンドギャップエネルギーに関する研究 直井
川上　恭立 配電線誘導雷におけるリーダ形状の影響 山吹
川津　嘉朗 CZTSSe薄膜太陽電池の作製と評価 山口
木寺　裕志 半導体ガスセンサ駆動回路の研究 藤本
楠本　健悟 CZTSe薄膜太陽電池の作製と評価 山口
桑原　貴英 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
坂田　康輔 感性の数値化に関する研究 藤本
佐藤　翔馬 マルチエージェントの役割分担による協調行動の獲得 謝
島本　聡太 好みの状態への変化のためのCAルール作成の検討 謝
白樫　　善 可視光を用いた光空間通信の応用に関する研究 岡本
角田　怜耶 視空間座標を用いた車輪型ロボットの移動制御に関する研究 岡本
髙垣　幸秀 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　一平 POMDPs環境下でのマルチエージェントの学習に関する研究 謝
田中　健太 垂直接地電極の過渡インピーダンスに関する研究 山吹
谷川　祐生 水平配列二導体架空線に生じる誘導雷サージの検討 山吹
玉井　大貴 大気圧プラズマを用いたみかん病原菌への殺菌に関する研究 竹下
寺坂　大地 仮想空間における人物投影シミュレータの開発 村田
仲　　泰正 Xbeeネットワークによる位置推定に関する研究 村田
中出　良太 ガスセンサのモデルを用いたにおい識別条件の探索 藤本
新田　和弘 小型船舶における直撃雷被害の低減法 山吹
則岡　慧紀 地上側の接地を考慮した浮体式洋上ウィンドファーム内のサージ伝搬特性に関する研究 山吹
則岡　友也 DPH（電磁誘導加熱）の電気分野への適用に関する研究 徳田
林　　直樹 話者識別のための口唇状態検出プログラムの開発 村田
平原　栄人 倒立振子型ロボットの移動制御に関する研究 岡本
広谷　知典 振動片方式粘度計の測定範囲拡大、測定精度向上に関する研究 徳田
松岡　佑海 オンデマンドバスシステムにおける運行ルートの最適化法の検討 森
松本　昌之 段階分け評価によるIGAオフィスデザインシステムの改善 謝
南澤　勇斗 NiO薄膜の抵抗スイッチングの上部電極依存性に関する研究 佐久間
宮口　知也 振動片方式粘度計の測定範囲拡大、測定精度向上に関する研究 徳田
山本　智彩 NiO薄膜の抵抗スイッチングの上部電極依存性に関する研究 佐久間

卒業研究発表優秀者への特別賞の授与合同卒業研究発表会発表風景
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物質工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員

池永　尚史 スピロベンゾピランを担持した高分子のフォトクロミズム 岩本
石橋　佳奈 抗C.elegans MAbにおけるIgGとIgMクラス抗体の出現頻度と特徴 山川
泉　　祐綺 魚介類に含まれる有効成分の抽出と分析 土井
井谷　　真 過熱水蒸気を用いたバイオマス活性炭の調製 岸本
井戸本　祥 ナノ粒子反応場としての水/イオン液体系における水の状態の検討 林
上西はるか ウシ血清アルブミン体積へおよぼすアルコールの影響 西本
魚海　彩加 球状タンパク質におよぼす麻酔薬の影響 西本
大橋　一徳 主鎖ポリカテナンの合成 河地
大山　耕平 梅干調味廃液に含まれる天然色素の活性炭における吸着平衡関係 岸本
勝谷　好博 特異的プライマー設計による深海性バクテリア選別 楠部
川﨑　龍一 ジヒドロキシクラウンエーテル類の合成 河地
北　　　鷹 銀ナノ粒子のプラズモン吸収を利用したハロゲンイオンセンシング 岩本
北村　智哉 分子動力学計算を用いた液/液抽出シミュレーション 岩本
楠山　　由 ジャバラ果皮ポリメトキシフラボノイドの脂肪前駆細胞分化促進効果 奥野
久保　侑輝 固相法によるヘアピン構造を持つモデルペプチドの合成 土井
後藤　直人 成長によって変動するC.elegansタンパク質の検討 山川
小林　　樹 銀ナノ粒子担持酸化チタンのフォトクロミズム 岩本
白井奈律加 フルクトースからHMFへの変換におけるDMSO中の塩と水の効果 野村
杉若　隆一 ケトプロリン誘導体の合成と構造解析 土井
須戸　雅弘 梅由来新規リグナン2',9-epoxylyoniresinolの合成 奥野
住山　海舟 バクテリアの生体膜流動性の調査 西本

瀨田　寛行 Methylobacterium fujisawaense FD-1株のホルムアルデヒド分解酵素遺伝
子のクローニング 米光

谷川公実子 マリアナ海溝由来微生物の単離と分類 楠部
苫谷　沙和 アゾ染料分解菌Bacillus sp. KM株のアゾ染料分解メカニズムの解析 米光
中本　和心 金属イオン認識部位を持つ分子シャトルの合成 河地
一ツ田史奈 Methylobacterium fujisawaense FD-1株の乾燥菌体によるホルムアルデヒド分解 米光
福島　雅也 CdS ナノ粒子を用いたグルタチオンセンサーの検討 林
古川　和樹 ぶどう山椒に含まれるアポトーシス誘導活性物質 奥野
正木　良和 DPPC二分子膜の膜流動性におよぼす脂肪酸の影響 西本
松尾　喜人 過熱水蒸気により調製された活性炭における着色廃水中の原因物質の吸着 岸本

松下　　力 Methylobacterium fujisawaense FD-1株のアルギン酸カルシウムゲル固定
化菌体による気相中ホルムアルデヒドの分解 米光

松本　大典 ガスセンサー薄膜としてのカリックス［ｎ］アレーン誘導体の環サイズ効果 野村
南　　咲良 長期継代したウメ（Prunus mume）培養シュートの増殖と発根能について 米光
森下　　桜 長鎖アルキル基を導入したペンタガロイルグルコースの合成 野村
森本　健太 アミロイドβ分子の分配におよぼす膜特性の影響 森田
森脇　義人 耐熱性セルラーゼの遺伝子工学的解析 楠部
山﨑　真也 ナノサイズ金属カルシウムを用いる芳香族アルデヒドの反応 河地
大和　尚平 梅種子に含まれる脂肪前駆細胞分化促進物質の探索 奥野
山本　知哉 米糠由来フェルラ酸から二量化によるフェニルインダンの合成 野村

ディナ 微高圧炭酸ガス処理によるS.cerevisiaeおよび食中毒菌の不活化 楠部
ラジ 光照射によるCdSナノ粒子の合成条件の検討 林
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環境都市工学科
学生氏名 卒業研究テーマ 指導教員

井渓竜太郎 スペントカーバイドを用いた地盤改良における塩分の影響について 久保井
浦　　将大 確率ペトリネットによる地震火災延焼シミュレーションの精度評価に関する研究 辻原
大隈　ゆき 買い物弱者の買い物支援サービスに対する潜在需要量推計に関する基礎的研究 伊勢
片田　茂人 路線バスを活用した食料品宅配サービスの利用量推計に関する基礎的研究 伊勢
上舍　和寛 炭酸カルシウム固化工法の高度化に関する基礎的研究 林
岸裏　純弥 和歌山県における水道インフラの現状分析について 大久保
喜多　亮介 スペントカーバイドを用いた地盤改良における塩分の影響について 久保井
木村　理孝 はり部材にヒンジを有する門形ラーメンの地震応答 山田
久保　一志 ビニロンメッシュを用いたポーラスコンクリートの強度特性 三岩
久保田珠由 路線バスを活用した食料品宅配サービスの利用者数推計に関する基礎的研究 伊勢
栗谷　嵩洋 田辺湾会津川河口部を水門で閉め切った場合の津波浸水域の変化 小池
小出　健太 構造物の補修計画策定への3Ｄスキャナーの利用 中本
古屋　知希 銅スラグおよびスラッジ水を使用したコンクリートの耐久性に関する基礎研究 三岩
齊藤　聖也 地域密着型プラスチックリサイクルシステムによる温室効果ガス削減効果について 靏巻
坂上　知弥 被覆堤防の破壊メカニズム解明と対策技術の提案 林
谷口羽留香 酸性雨によるコンクリートの劣化 中本
田上　友規 強化学習による自動経路探索を組み込んだ避難シミュレーションに関する研究 辻原
田伏　史也 煙樹ヶ浜の海岸堤防をかさ上げした場合の津波浸水域の変化 小池
玉置　直人 日高川河口部を水門で閉め切った場合の津波減災効果 小池
辻岡　　伸 地盤震動の同時観測記録を用いて推定した地盤の減衰パラメータについて 辻原
出﨑　大揮 水環境健全性指標による和歌山県内河川の評価について 大久保
寺村　早織 太陽観測による真北測定手法の解明 山田
殿水　悠太 加速度計を用いたコンクリートの締固め時間の評価 中本
冨森　拓哉 構造物の補修計画策定への3Ｄスキャナーの利用 中本
中　　智佳 水環境健全性指標による和歌山県内河川の評価について 大久保
中西　真祐 土中膠着物質の析出分布制御法の提案と適用性 林
中村　　瑞 陽的数値積分法による２自由度系振動体の弾塑性解析 山田
西村　昂哉 ドライビングシミュレータを用いた地域密着型交通安全教育システムの開発 伊勢
野口　流星 セメントを用いた地盤改良における塩分の影響について 久保井
野尻　晶友 加速度計を利用したバーチャル振動実験システムの開発に関する基礎的研究 辻原
畑下　創紀 液状化過程における地盤の比重変化に関する模型振動台実験 林
東山　直樹 和歌山県における水道施設の浄水機能診断について 大久保
前田　勝汰 田辺湾文里港の港口を閉め切った場合の津波減災効果 小池
前田　陽亮 モバイルマッピングシステムの避難シミュレーションへの応用に関する基礎的研究 辻原
松本　薫平 スラグ細骨材を用いたモルタルの強度特性 三岩
森山　将斗 銅スラグおよびスラッジ水を使用したコンクリートの耐久性に関する基礎研究 三岩
山形　真徳 はり部材にヒンジを有する門形ラーメンの地震応答 山田
山田　俊幸 椿山ダム下流域における水辺林の回復について 靏巻
吉田　勇輝 GISを利用した有田川地域における間伐材利用による温室効果ガス削減ポテンシャルについて 靏巻
ハフィズル セメントを用いた地盤改良における塩分の影響について 久保井
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2．6　学校行事

2．6．1　新入生の教育特別活動
　平成25年度の新入生を対象に、４月12日（金）～13日（土）の両日、由良町大引の和歌山県立白
崎青少年自然の家において、平成25年度新入生特別教育活動を実施した。この活動は、合宿生活を
通じて規律と協調の精神を養うとともに、学生生活を円滑にスタートさせる目的で毎年行われてい
るもので、本年度は１年生162名及び教職員10名が参加した。１日目の研修では、堀江校長からの
訓話、保健室の小川看護師から学生相談室「オレンジルーム」の紹介及び専攻科２Ｅ森脇寛人君と
１Ｍ岸川知里さんから高専生活や勉強方法についてアドバイスがあった。２日目は朝の集い、清掃、
朝食の後、青山教員による勉強の心構えと仕方についての講話があった。続いて、新入生は22の班
に分かれて、クイズを解きながらチェックポイントを通過していくウォークラリーを楽しんだ。短
い期間であったが充実したものになったと考えており、平成26年度も引き続き実施して行く予定で
ある。

2．6．2　その他の行事
　キャリア教育の一環として、低学年（１年生～
３年生）では工場見学または現場見学等を、４年
生では研修旅行を、前期末試験終了後の行事日に
実施した。
　低学年の工場見学や現場見学では、昨年度は計
２クラスのみであったが、今年度は８クラスに増
えた。低学年から工場や現場を見学することは、
学生が将来を考える上で貴重な体験であるので、
今後もできるだけ増やしていきたい。４年生での
学科別研修旅行は平成16年度から毎年実施してお
り、研修旅行先では、当該学科に関連する企業訪
問による研修を行うとともに訪問地の歴史や文化
などを理解する良い体験となった。

新入生特別活動の様子
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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でとして、女子学生対象講演会「キャリアプランを考える」を12
月23日（月）に開催した。講師は本校環境都市工学科卒業生の
阪本梨津子氏（平成18年３月卒、国土交通省勤務）と大橋知奈
氏（平成21年３月卒、西日本旅客鉄道株式会社勤務）で、進路
の決め方や仕事の内容と心構え等について講演した。本校では
約100名の女子学生が在籍しているが、女子学生は男子学生に
比べて就職内定をもらうまでに苦労するケースがあることから、
進路に対する意識を高め、早期の準備を促す目的で、この講演
会を一昨年から実施している。

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」及び「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及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33名、仮進級113名（進
路変更８名含む）で、昨年度と比べると、留年では７名の減少、仮進級では５名の増加となった。
成績不振学生の多くは２、３年生で、理系とのミスマッチや高専生活の中弛みによる学習意欲の低
下が考えられ、キャリア教育等を通した目標設定とそれに向かっての学習意欲の向上を促す工夫が
必要である。

2．8　学務システムの導入

　教務を始めとする学務に関する事務作業が年々増加しており、効率的な作業システムが望まれて
いた。今回、２月に学務システムを導入し、平成26年度からの運用に向けて試用した。

2．9　自己点検結果

　入学試験では、入学志願者の確保に努めてきているところであり、平成26年度入試では志願者数
250名となり、平成25年度入試（253名）とほぼ同等数を確保することができた。ただし、中学校推

女子学生対象講演会
「キャリアプランを考える」
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薦入試において、電気情報工学科で受験者数が定員に満たなかった。今後、志願者確保のため高専
の魅力をアピールして行く。
　志願者確保の取組みでは、例年通り、全教員による中学校訪問、各種宣伝用パンフレットの作成
と配布、オープンキャンパス及び学校説明会を行った。さらに、今年度新たな取組みとして、高専
マンガの作成や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スティ」の開催な
ど、志願者確保に向けた取組みを行った。また、新入生対象に行った入学志望動機アンケートの結
果から、中学生のニーズを解析し、広報の方法を検討した。
　教育改善の取組みでは、学校全体として今年度より高専機構のモデルコアカリキュラム（試案）
をもとに、本校のカリキュラムの見直しを開始した。来年度も継続して行う。また、「防災教育リ
テラシー」関連科目を検討し、来年度から開講できるように規則等を整備した。授業評価として、
教員間授業参観、学生授業アンケート、学生面談及び、保護者授業参観の開催、また後援会教育部
会での意見交換を行い、授業改善に努力した。３年生対象の国立高等専門学校学習到達度試験（数
学、物理）に参加し、数学は全国平均を上回ったが、物理は下回った。これら科目の学力向上に向
けた対策を検討した。１年生～３年生対象にQ-Uを全クラスで実施し、クラスの状況や学生のクラ
ス満足度を解析することにより、よりよいクラス運営と学生指導に活用した。語学教育の充実では、
CALLシステムを導入し、来年度からの本格運用の準備を行った。
　キャリア教育の一環として、低学年（１年生～３年生）で工場・現場見学を実施した。また４年
生では学外実習（インターンシシップ）や研修旅行を実施した。５年生では卒業研究を重点的に指
導した。
　女子学生のキャリア教育として、女子学生対象講演会「キャリアプランを考える」を実施した。
　進級状況は、昨年度に比べて、留年者数は減少したが、その分仮進級者数が増加した。今後もこ
れらの数をできる限り減らす取組みを行う。
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3．1　入学試験と入学者の確保

　平成25年度入学者は23名（メカトロニクス工学専攻13名、エコシステム工学専攻10名）であった。
また、平成25年度に実施した平成26年度専攻科入学者選抜試験の状況は下表のとおりであった。当
初は両専攻とも定員を満たしていたが（メカトロニクス工学専攻入学予定者12名、エコシステム工
学専攻入学予定者17名）、合格者で入学辞退者が出て、メカトロニクス工学専攻で１名欠員となっ
た。そのため二次募集を行ったところ２名の合格者を出すことができた。最終的な入学者はメカト
ロニクス工学専攻９名、エコシステム工学専攻９名の計18名となり、両専攻とも定員を満たすこと
ができた。

3．2　専攻科教育の充実

　年度当初の補正予算で、大型設備が多く導入された。これに
より、専攻科生はこれまで以上に恵まれた環境で特別研究を進
められるようになった。これらの設備を有効利用し、より高度
な優れた研究成果を出せるように努力を続ける必要がある。
　また、特別研究のポスター発表時に、ポスターを自由な位置
に展示して、自由な配置で議論ができるように、専攻科生全員
分のイーゼルを購入した。
　さらに、昨年度１名の学位不合格者を出した経験から、特別研究の指導にあたっては、より一層
きめ細かな指導を心がけた。その結果、修了生全員が無事学位試験に合格することができた。指導
教員はもとより、何より修了生全員の頑張りに感謝したい。

専 攻 科 関 係3

推薦入試 学力入試
（１次）

学力入試
（２次）

社会人
特別選抜

受験者数 ９ 25 ６ 0
合格者数 ９ 20 ２ 0
入学者数 ８ ８ ２ 0

平成26年度専攻科入学者選抜試験の受験者数、合格者数および入学者数
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3．3　英語での特別研究発表

　昨年度初めて導入した特別研究中間発表会での英語の
ショートプレゼンテーションを、今年度も引き続き実施し
た。少し慣れたせいか、ほとんどの学生は原稿を見ないで、
英語での発表をすらすらとこなしていた。
　このような場で覚えた単語や例文が、将来必ず役に立つ
ものと考え、これからも英語でのプレゼンテーションを続
けて、コミュニケーション面でのグローバル化を進めたい。

3．4　キャリアセミナー

　学生の進路選択の一助となるように、１、２年生対象の
キャリア研修を10月18日（金）、11月８日（金）の２回実
施した。
　講師には企業や大学、行政機関等で人材教育研修を担当
されている自分創り空間アスパラ代表　山本裕美氏をお招
きして、自身のこれまでの経験を分析し、自分では気付い
ていない強みや適性を発見する試みや、履歴書の書き方指
導等、今後に繋がる多くの内容を学んだ。

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25年度は企業、官公庁で11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

　特別研究の成果が、学会等で発表する水準に達していると判断した場合には、可能な限り学生に
発表の機会を与えている。地理的な制約から学外との交流が必ずしも多くない本校において、学会
等の学外の公の場での発表は、自らの研究成果について学外の識者からコメントを貰える貴重な機
会であるとともに、他大学・高専の発表を見て視野を広げる絶好の機会でもある。
　平成25年度の学会発表実績を下表に示す。発表の中から、メカトロニクス工学専攻の学生１名が

２年目となる英語でのプレゼンテーション

講演する山本氏

平成25年度インターンシップ実習先一覧

企　業
（株）エム・イー・エス由良、（株）大阪チタニウムテクノロジーズ、（株）オプティム、
協和プレス工業（株）、（株）テレビ和歌山、（株）東芝、東燃ゼネラル石油（株）、
西日本電信電話（株）和歌山支店、パナソニック（株）ＡＶＣネットワークス社

官公庁 田辺市

大学院 長岡技術科学大学
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電気関係学会関西連合大会での発表に対して奨励賞を受賞した。
　なお発表のための経費の一部は、和歌山工業高等専門学校後援会からの援助を受けている。

3．7　学位申請・技術士補となる資格

　メカトロニクス工学専攻８名、エコシステム工学専攻８名が（独）大学評価・学位授与機構へ学
位審査の申請を行い、12月に実施された小論文試験を受験し、修了生全員が無事学位を取得した。
　今後もきめ細かな指導を徹底し、受験者全員合格を続けたい。

3．8　平成25年度専攻科２年生特別研究テーマ

　平成25年度の専攻科２年生の特別研究テーマは次のとおりである。メカトロニクス工学専攻が８
テーマ、エコシステム工学専攻が８テーマである。

メカトロニクス工学専攻
学生氏名 特別研究テーマ名 指導教員

井谷　浩紀 硫化法によるCu2SnS3薄膜の作製と太陽電池への応用 山口　利幸

鳥居　佑貴 トノメトリ法を用いた血圧測定器の開発 北澤　雅之

成田　昌史 運筆動作矯正のためのウェアラブル型圧覚提示装置の開発 津田　尚明

野田　良介 位相最適化による椅子の意匠設計 山東　　篤

硲　　隆宣 異なる初期方位を持つAl単結晶の繰り返し重ね接合圧延 樫原　恵藏

長谷　佳明 スターリングエンジン用熱再生器の伝熱特性 福田　　匡

山本　芳輝 人の特性を考慮した腕用リハビリ支援機器の開発 北澤　雅之

吉崎　直哉 行動価値関数の分割によるマルチエージェントシステムの情報膨大化の抑制 謝　　孟春

エコシステム工学専攻
学生氏名 特別研究テーマ名 指導教員

石橋　勇規 コラーゲンポリマーの合成と応用 土井　正光

尾西　　桂 C.elegansタンパク質の解析 山川　文徳

栗谷　滉基 紀伊水道における津波の伝播過程 小池　信昭

塩﨑　恵未 Methylobacterium fujisawaense FD-1株のホルムアルデヒド分解に関する特性
解析および酵素精製 米光　　裕

濵田　　星 タバコBY-2細胞に与える静水圧の影響 楠部　真崇

森脇　寛人 IgMクラスMAbを誘導するC.elegansタンパク質の生体内分布 山川　文徳

山﨑　啓司 コバノランタナに含まれるポリフェノール類と機能性 奥野　祥治

結城　諒介 ヘアピン構造を持つデカペプチドの合成 土井　正光

クラス １Ｍ １Ｅ ２Ｍ ２Ｅ

発表件数 ８ ２ ７ ３

平成25年度専攻科生による学会発表実績
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3．9　平成25年度進路

　平成25年度専攻科修了生16名全員が無事進路を決めることができた。それら就職・進学先を下表
に示す。

３．10　専攻科長会議

　平成25年度専攻科長会議が９月19（木）～20日（金）に仙台高等専門学校を世話校に開催され、
「専攻科の拡充、魅力」、「専攻科の認知度の向上とPR」、「大学との差別化」の三つのテーマにつ
いて活発な議論、意見交換が行われた。
　次回は明石高専を世話校にして、５月29、30日の２日間に、全国教務主事会議と合同で開催され
ることになっている。

3．11　自己点検結果

　推薦入試および学力入試を行い、定員を上回る合格者を出したが、それぞれの入試合格者で入学
辞退者が出て、学力入試の二次募集をすることになった。最終的には定員を満たす入学者を出すこ
とができたが、学生から見た専攻科の魅力不足を痛感させられる結果となった。今後この点の改善
に努力する必要がある。
　特別研究発表会での英語でのショートプレゼンテーションは２年目を迎え、少し定着した感があ
る。英語発表能力を向上させる意味でも、引き続き実施したい。
　昨年度１名の学位試験不合格者を出したことから、よりきめ細かな指導を徹底した結果、今年度
は修了生全員（16名、メカトロニクス工学専攻８名、エコシステム工学専攻８名）が学位試験に合
格することができた。今後も全員合格を続けられるように努力したい。

進　路　先 メカ専攻 エコ専攻
【就職先】
パナソニック株式会社アプライアンス社 ２
新日本工機株式会社 １
株式会社カワタ １
旭化成株式会社 １
富士重工業株式会社 １
日本海洋掘削株式会社 １
東京水道サービス株式会社 １
旭化成ケミカルズ株式会社 １
株式会社三宝化学研究所 １
株式会社カネカ １
株式会社日本触媒 １
【進学先】
早稲田大学大学院 １
奈良先端科学技術大学院大学 １
豊橋技術科学大学大学院 ２

合　　　　計 ８ ８

30



4．1　外部評価の受審

　平成23年度に日本技術者教育認定機構（JABEE）の評価を、翌平成24年度には高等専門学校機
関別認証評価と、２年続いて外部評価を受審し、担当者は資料集めや書類作りに奔走する日々が続
いた。平成25年度にはこれらの外部評価は無く、比較的落ち着いた年度を過ごすことができた。こ
の間に行った作業は、年度当初の高等専門学校機関別認証評価で「改善を要する点」として指摘さ
れた事柄の改善と、年度末の平成26年度に（独）大学評価・学位授与機構に提出し受審する予定で
ある、専攻科の「教育の実施状況等の審査」の準備作業である。「教育の実施状況等の審査」とは、
高等専門学校の専攻科が認定された後に、定期的に教育の実施状況等の審査を受けることが義務づ
けられたもので、本校では平成26年度がその受審年度となることから、その準備作業を引き続き進
める予定となっている。
　次回の日本技術者教育認定機構（JABEE）評価と高等専門学校機関別認証評価までの間に、指
摘により改善した事項を全校に定着させ、教育の質の改善に繋げられるように努力する必要がある。

4．2　自己点検結果

　平成25年度は外部評価の受審が無く、自己点検での問題は無い。
　一昨年度に受審したJABEE審査、および昨年度の高等専門学校機関別認証評価で、予想を超え
る高い評価をいただいた。次回受審時にはさらに良い評価を得られるように、普段から教育の質の
向上に努め、学生により良い教育サービスを提供できるように、自助努力を続ける必要がある。こ
の自助能力を持つことが高等教育機関の質の向上に必須であると考える。

外 部 評 価 関 係4
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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。

5．1　学生会活動

　学生会は、学生会長の中谷建志君（電気情報工学科３年）を中心に春と秋の校内体育大会、高専
祭、クラブ活動支援（高専体育大会の壮行会やクラブ予算の会計）などを実施した。

5．1．1　校内体育大会
　校内体育大会は学生会の主催で、体育委員会が準備を行
い、例年春と秋の２回実施している。今年度は、５月14日
（火）に春季体育大会を、10月16日（水）に秋季体育大会
を実施した。
　春は、晴天に恵まれ、絶好の体育大会日和となり、ソフ
トボール、サッカー、ソフトテニス、みんなでジャンプ、
バスケットボール、バレーボール、卓球などの種目が行わ
れた。大会のフィナーレには学年別リレーと学科対抗綱引

きが行われ、熱の入った応援が繰り広げられた。総合得点
で競うクラス順位では、環境都市工学科５年が総合優勝の
栄冠を勝ち取った。
　秋の大会は前日から荒天となり、回復傾向が見られたも
のの強風と前日からの雨によるグラウンドの不良により、
体育館内部の競技のみの実施となった。競技の結果、環境
都市工学科４年が総合優勝に輝いた。環境都市工学科は５
年が準優勝と好成績であった。

5．1．2　高専祭
　11月２日（土）、３日（日）の２日間にわたって47回目となる高専祭を開催し、大勢の訪問客で
にぎわった。第１日目のオープニング・セレモニーが吹奏楽部の演奏と今年度の高専祭テーマ発案

者の表彰からスタートした。近隣の児童生徒、学生や家族連れが
続々と訪れ、例年にも増して賑やかな学園祭となった。訪れた人は
お化け屋敷やタイムスリップ空間など趣向を凝らした各クラスの展
示や、各クラブの模擬店、それに恒例となった「漢前（おとこま
え）コンテスト」や「女装コンテスト」、「高専祭ライブ」等を堪能
した。一時小雨がぱらつく天気となったが、途中からは雨の心配も
なく大いに盛り上がった。
　中夜祭では、初めての試みとして花火の打ち上げを行った。

厚 生 補 導 関 係5

サッカー

綱引き

打ち上げ花火
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5．2　クラブ活動

5．2．1　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50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。本校担当種目は柔道と水泳であり、柔道は御坊市立武道館、水泳は和歌
山市民温水プールにおいて実施された。また、第34回近畿地区高等専門学校空手道親善試合も本校
が担当して本校第一体育館で開催された。これら３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48回全国高等専門学校体育大会が８月を中心に東北地区の高専の主管で開催され、本校からは
９つの競技において近畿地区大会を勝ち抜き、全国大会に進出した。以下に今年度の活躍を紹介す
る。

1年生の劇

種　　　目 選　手　名 近畿地区
大会成績

全国大会
成績

陸上競技
男子 円盤投 １Ｂ　山澤　　優 １位 ６位
女子 砲丸投 ３Ｃ　宮本　佳奈 １位 ２位

バ レ ー
ボ ー ル

女子

（※全国大会エントリー）

４Ｄ　古田　早織※
４Ｃ　前川　奈穂※
４Ｃ　山下こずえ※
４Ｃ　長谷　麻央※
３Ｃ　和田穂乃香※
３Ｃ　髙野　樹理※
３Ｃ　柘植　彩花
２Ｃ　宮﨑　千保※
４Ｃ　久保田紗居※
３Ｄ　久保　朱里※
１Ｄ　野田華衣利※

１位 ２位

ソ フ ト
テ ニ ス

男子 個人の部
５Ｂ　白樫　　善
４Ａ　糸川　貴人

３位 ベスト８

卓 球 男子 シングルス ３Ｃ　大江　宏幸 ２位 予選リーグ敗退
柔 　 道 男子 個人の部60Kg級 ３Ｄ　籔田　大晴 ２位 ２位

本校選手の第50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48回全国高等専門学校体育大会での成績

模擬店の賑わい 野外ステージを楽しむ観客
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5．2．2　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。

　なお、５Ｄ前田勝汰君は個人で2013年４月にリトアニアで開催された第５回カラテワールドカッ
プ大会に出場し、３位の成績を修めた。

5．2．3　文化系クラブ
　文化系クラブの多くは11月の高専祭における発表を大きな目標として活動しているが、年間を通
して独自の活動を展開しているクラブの例として、吹奏楽部およびボランティアサークル「アメー
バ」を以下に紹介する。
　吹奏楽部（部長：電気情報工学科４年家口滉平君）は、入学式、高専体育大会の壮行会、高校野
球の応援、高専祭、卒業式などで演奏を行い、本校の活動の様々な場面を音楽でサポートしている。
　１月25日（土）には25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

剣 　 道
男子 団体の部

５Ｄ　小出　健太
５Ｄ　岸裏　純弥
４Ｃ　山田真希人
３Ａ　大重　優輝
３Ｄ　石徹白翔太
３Ｃ　中西　浩平
３Ｃ　前地　弘基

１位 予選リーグ敗退

男子 個人の部
５Ｄ　小出　健太 １位 ３位
３Ｄ　石徹白翔太 ２位 １回戦敗退

バ ド ミ
ン ト ン

男子
ダブルス

２Ａ　柏木　結介
２Ｂ　坂本　隼太

１位 １回戦敗退

シングルス ２Ａ　柏木　結介 ２位 １回戦敗退
女子 シングルス ４Ｃ　坂本　実紀 ２位 １回戦敗退

水 泳 男子
100m平泳ぎ １Ｄ　成川　椋太 ２位 予選敗退
200m平泳ぎ １Ｄ　成川　椋太 ３位 予選敗退

テ ニ ス 女子
女子シングルス ４Ｃ　井上　真緒 １位 １回戦敗退

女子ダブルス
５Ｃ　谷川公実子
４Ｃ　井上　真緒

１位 １回戦敗退

クラブ名 主催団体・大会名 種　目 選　手　名 成　績

柔 道 部
和歌山県柔道連盟
県ジュニア柔道体重別選手権大会

男子60kg級 ３Ｄ　籔田　大晴 ２位

バドミントン部

和歌山県高等学校体育連盟
バドミントン専門部
第60回近畿高校バドミントン選手権大会
県予選会

男子ダブルス
２Ａ　柏木　結介
２Ｂ　坂本　隼太

１位

第60回近畿高校バドミントン選手権大会 男子ダブルス
２Ａ　柏木　結介
２Ｂ　坂本　隼太

２回戦
敗退
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１部は現役部員26名によるステージで、「大草原の歌」など吹
奏楽のオリジナル曲３曲に取り組み、息の合った演奏を披露し
た。第２部では、（株）スタジオジブリの数々のアニメ映画に
使われた主題歌やBGMなどの吹奏楽編曲４曲を取り上げ、映
画のシーンを想起させる好演奏を行った。また、第３部では吹
奏楽部のＯＢ・ＯＧが加わった総勢53名のメンバーによって吹
奏楽の有名曲「アルメニアンダンス・パート１」や演歌メド
レー曲などの３曲を充実したサウンドで演奏した。
　環境・福祉ボランティアサークル「アメーバ」（代表世話人：環境都市工学科２年佐藤周太君）
は、年に数回の本校周辺の海岸清掃をはじめ、森林ボランティア活動や里山の自然林を守る活動な
どを展開している。

　平成25年度は海岸の清掃活動を学校裏の名田海岸で計５回、
みなべ町千里ヶ浜で１回行い、延べ27名の学生が参加した。
　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における活動を
行っている。これは12年前に当地に植樹して以来続けてきた森
林保全活動を継続し、さらに進化させるための協定で、従来の
管理地より広範な林地（0.31ha）を対象としている。また、（一

社）ビオトープ（代表理事：中田稔氏）とも連携し、川又遊々の森における植樹・観察活動を行っ
ている。３月８日（土）、本校学生および教員が、ビオトープおよび和歌山森林監督署の方々と共
に、昨年植樹したウバメガシ、クヌギ、ビワなどの苗木の生育状況の確認と手入れを行い、昨年度
以前に植樹した苗木についても周辺の下刈り作業を行った。一部枯死した苗木も見られたが、ほぼ
順調な生育ぶりが確認できた。今後も、森の手入れを継続的に行い、これらの木々の成長を見守っ
ていく予定である。
　アメーバは地域の各種団体と共に活動を行っている。「里山を愛する会」（会長：内田毅氏）主催
の放置竹林伐採活動には計５回延べ40名の学生が参加した。５月には、「第７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、14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。本催しでは、名物“豚汁募金”を行い、ユニセフへ収益
全額7,659円を寄付した。高専祭期間中11月２日（土）には、美浜町更生保護女性会（会長：古屋
せい氏）と共に、来訪者に対して薬物乱用防止の啓発活動を行った。さらに当高専祭でも“豚汁募
金”を実施し、収益全額38,686円を寄付することが出来た。

5．3　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）2013 in 米子」が、「かえる」をテー
マにして11月９日（土）～10日（日）に鳥取県米子市の米子コンベンションセンターで開催された。
デザコンは高専の土木建築系学科に所属する学生を中心とする全国の高専生が、普段の学習で培っ
た学力やデザイン力を応用して、構造デザイン、環境デザイン、空間デザイン、創造デザインの４

吹奏楽部屋外演奏会

アメーバ活動の様子
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部門のいずれかの課題に取り組むものである。
　構造デザイン部門は、与えられた材料、載荷方法、テーマの
もと、強度と構造美を兼ね備えた橋を提案するものである。今
年度のテーマは「４点支持構造物の耐荷力コンテスト」で、４
点で支持された構造物をできるだけ軽く、そして、より大きな
荷重に耐えられるようにヒノキ材を用いて製作しその精度を
競った。今回の構造デザイン部門には、環境都市工学科２～５
年生で構成された「一（はじめ）」と「ミミック・トニー」の
２チーム計12名が参加し、全58チーム中、それぞれ、24位、38

位にランクインした。前年度に比較してほぼ同程度の順位であった。
　第24回全国高専プログラミングコンテストは、10月13日（日）～
14日（月）に北海道旭川市の旭川市民文化会館で行われ、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、「じょっぴん通信　～ダイスきな人に伝えてくだサイ～」
というタイトルで、与えられた文字列を大中小３つのサイズのサイ
コロで符号化して並べるとそれをWebカメラが撮影、別室でその
画像から元の文字列を解析するという競技であった。本校チームは
ハフマン法を用いたプログラムで競技に臨んだが上位に勝ちあがる
ことはできなかった。

　第７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16日（土）、17日（日）に奈良高専を会場として
開催された。16日にはスピーチの部、17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５位入賞、プレゼンテー
ションの部では優勝して全国大会出場権を得た。
　第７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、仙台高専主管で１月25日（土）、26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。25日にスピーチの部、26日にはプレゼン
テーションの部が行われ、プレゼンテーションの部で本校チームは入賞することはできなかった。

5．4　交通安全

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

5．4．1　交通講話
　11月27日（水）に開催した。２年生を対象に、和歌山県警御
坊警察署交通課交通係員をお招きして「なぜ、自転車事故は起
こったか」と題して、近年問題になっている自転車による重大

デザインコンペティションの様子

プログラミングコンテストの様子

英語プレゼンテーション全国大会

交通講話
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事故の発生と高額補償の判決など実際に起こった事例、道交法改正による自転車走行の注意、御坊
署管内の交通事故の種類、件数、並びに事故発生件数の多い交差点等を説明した。

5．4．2　二輪車安全運転講習会（雨天中止）
　例年、秋頃交通講話と同日に二輪車通学している１～３年生を対象に県警交通機動隊の白バイ隊
員および御坊警察署交通課交通係員をお招きして、二輪車安全運転講習会を開催しているが、昨年
度は生憎小雨が降ったことから中止となった。改めて、日程調整を行ったが職務繁多のため実施す
ることができなかった。安全運転等に係る講習は新学年の早期に実施するのが適切と考えられるこ
とから、平成26年度は５月28日（水）に実施する計画である。

5．5　避難訓練

5．5．1　授業時
　２月12日（水）、全学生・教職員を対象に避難訓練・消
火訓練を行った。この訓練では学生の避難訓練と教職員の
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、学生や教職員が図書館前の駐車場
に避難・集合した。避難経路として実地想定の最短かつ集
中回避のルートとなるよう選択することで円滑な避難行動
が実現した。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。

5．5．2　課外活動時　（予告なし避難訓練）
　防災週間の９月４日（水）16：50に南海トラフ巨大地震
による「特別警報（大津波警報）」が発令されたと想定し
て、クラブ活動中の学生を対象に、直ちに本校所定の避難
場所（図書館棟前広場）に避難する訓練を実施した。学生
たちには訓練を実施することを前もって伝えることなく、
また大雨の合間という悪条件の中、校内放送で直ちに所定
の避難場所に避難することを突然に指示したにもかかわら
ず、12クラブ、89名の学生が２分～10分という短時間に迅
速に避難が完了した。
※寮滞在時（昼間）（夜間）については別記６．６．２を参照

5．6　補　導

　厚生補導委員会では、学生の交通安全と非行防止のため登校時の校門指導や昼休みの学校周辺の
巡回を行っている。また、御坊広域青少年補導センターとの連携による学生指導も行っている。
　本年度に審議対象となった補導件数は92件（交通関係64件、飲酒・喫煙４件、その他24件）で、

避難の様子

各クラブごとに氏名を確認している様子

37



前年度127件（交通関係98件、飲酒・喫煙４件、その他25件）と比較して、総件数では減少し一昨
年度なみとなった。加害交通事故は大きく減少し、飲酒・喫煙違反は例年なみであった。その他の
補導でカンニング、深夜外出も依然として減少していない。
　深夜外出の違反は県青少年健全育成条例違反（夜間外出の制限）に関する補導センターからの報
告ならびに当校補導委員の現認によるものである。近隣のコンビニエンスストアでの低学年寮生の
補導が散見され、自身の行為が校則違反にとどまらず、社会的にも許されない行為であり、重大な
非行の入口になりかねないことを自覚するよう強く求めたい。
　停学を含む校長訓告以上の重い補導件数は21件で、前年度の22件に比べて減少した。

5．7　修学支援

　修学支援として、（独）日本学生支援機構をはじめとする各種奨学金によって、現在約108名の学
生が奨学金の貸与を受けている。また、授業料免除は、授業料等の免除及び徴収猶予委員会におい
て適正に審査を行い、予算の不足額については国立高等専門学校機構本部に申請手続きを行なって
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４名、後期３名の学生に授業料相当額の貸与が行なわれた。

5．8　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月に４年
生の保護者を対象とした進路指導説明会を実施して進路情報を
説明した。同時に学生および保護者対象の地元企業合同説明会
も開催し、キャリア教育の推進と地元企業の紹介も併せておこ
なった。
　卒業生・修了生は本科が153名、専攻科が16名で、このうち
本科79名（56％）、専攻科12名（75%）が就職している。進学 企業合同説明会

平成25年度卒業生の進路

卒業生・修了生 企業等就職 公務員等 進　学 その他 求人企業数 求人倍率
知能機械工学科 36 22 0 14（ 3 ） 0 498 22.6
電気情報工学科 36 15 1 18（ 6 ） 2 510 31.9
物質工学科 41 19 0 20（ 7 ） 2 221 11.1
環境都市工学科 40 23 5 11（ 2 ） 1 224 8.6
本科合計 153 79 6 63（18） 5 1470 17.1
メカトロニクス工学専攻 8 7 0 1 0 468 66.9
エコシステム工学専攻 8 5 0 3 0 272 54.4
専攻科合計 16 12 0 4 0 740 61.7

（　）内は専攻科進学者内数
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は本科生で63名（41％）、うち本校専攻科に18名が進学し、他の国公私立大学等へ45名が進学した。
専攻科では４名（25％）の修了生が大学院へ進学した。
　求人倍率は平均で17.1倍となり昨年度と同程度で、就職率はほぼ100％となった。

5．9　自己点検結果

　学生会は学生会長を中心に、校内体育大会や高専祭を自主的に運営している。学生会活動におけ
る予算の健全化として、学生会費の収入に見合った支出を念頭に、企画やクラブ援助費の決定をす
るよう指導した。夏休みなどの長期休暇中の課外活動については、学寮と連携した形で指導体制を
作っているが、長期休暇中の閉寮に対応した課外活動指導体制の検討が必要である。今年度も高専
プロコン、デザコン、英語プレコン等のコンテストへの積極的な参加があった。今後も学生の自主
活動については、その重要性を認識して支援体制の継続が必要である。近畿地区高等専門学校体育
大会では、本校は柔道と水泳の２種目ならびに第34回近畿地区高等専門学校空手道親善試合を主管
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。
　交通安全については、重大事故を発生させないよう安全運転・防衛運転を強調している。通学等
で車両の利用を許可しているからには指導を徹底しなければならず、そのため定期的に校門に厚生
補導委員が立ち、朝の交通指導も実施している。本校の立地の都合上、車両の使用をなくすことが
できないため、交通安全には一層の指導が必要である。また、保護者との連携がますます重要と
なってきている。
　補導については、昼の学校周辺の巡回、クラス担任からの注意・クラス掲示ならびに犯罪防止の
講演会などを実施している。校長訓告以上の補導については、二度と繰り返さないよう保護者同席
の上で行なっている。また、学生本人には非行の原因分析と対策を考えさせる反省文も課している。
また、未然に犯罪を防止するため、「犯罪と非行防止」の講演、防犯カメラの増設、教室内のロッ
カー設置、全校集会での注意・啓発などを行った。今後もハードとソフトの両面において安全で安
心して学べ、活動しやすい環境づくりを継続する必要がある。
　学生の進路指導については、４年次夏季休暇中のインターンシップ（学外実習）を契機に、自分
の進路を真剣に考えさせるように進路調査を実施し、それをもとに指導した。その後12月に４年生
の保護者を対象とした「進路指導説明会」を実施すると同時に、学生および保護者対象の「企業合
同説明会」を開催した。１月、３月には近畿地区の高専生を対象にした「高専生のための合同会社
説明会」に希望学生を引率するなど、キャリア教育の推進と地元企業・地域産業の紹介も併せて行
なった。本校は技術者育成の教育機関であるため、入学時から意識的に進路情報を学生に伝え、
キャリア教育をしてきている。その最終段階として、４年次に行う学外実習と進路指導説明会は時
期と内容について妥当と考えている。卒業生の進路は就職が56％、進学41％となった。景気回復傾
向が見える中、求人倍率は平均で17.1倍、就職率はほぼ100％となった。一方、進学は本校専攻科
が最も多く、それ以外は国公私立大学（３年次編入）であった。不景気の中、就職、進学率ともに
良好であり、高専生採用を希望する企業は多く、このことは、卒業生の社会での活躍が大きな要因
の一つと考えられる。しかし、これに甘んじず、進路指導をより強化していく必要があろう。
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6．1　概要

　本校の学生寮（柑紀寮）は、全７棟からなる定員520名の全国有数の規模を誇る学生寮である。
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。寮の運営は、寮務主事他８名の教員と学生課長他３名の事務職員で行われている。
さらに、選抜した指導寮生及び副指導寮生を各寮棟の各階に配置し、彼らには寮生の指導等を委ね
ている。寮生数は523名で、内定員82名の女子寮には80名が入寮している。女子寮は病気等の際に
使用する予備室が１室のみ空室となっており、実質満室状態となっている。また、男子寮には多く
の入寮希望者がおり、１年生には３人部屋を設けているため、定員以上の寮生が生活している。

　平成25年度、東日本大震災の影響で凍結状態が続いていた新寮棟建設がようやく着工され、恒常
的な寮室不足がかなり解消されると期待された。しかし、入札不落札等の影響で年度内に完成する
ことができなかった。また、今後の女子学生増加に対応するために、女子寮の定員増を計る必要が
あった。そこで、女子寮である１号館に最も近い７号館を女子寮に改修した。

6．2　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）で寮の定員の半数を越えている。女子学生の入寮は任意であるが、女子寮が２棟
になったため、平成26年４月の入寮に関して特に問題がなければ希望者は全員入寮可能であった。
　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年以上の入寮可能
者数が決まる。１月下旬に予備選考を行い、本年度は残れない可能性の高い男女114名の寮生本人
及びその保護者にその旨を２月当初に連絡した。特に、新寮棟が年度内に完成しなかったことおよ
び７号館を女子寮としたことから、入寮希望者数が例年以上に定員を大幅にオーバーした。そのた
め、本来は入寮選考の対象外である２年生の中から通学可能な寮生に一時的に通学をお願いした。
　平成26年度の新１年生は149名の入寮希望者があり、平成21年度から６年連続140名を越える入寮
者が出ている。この傾向は今後も続くと考えられ、高学年の入寮者の数を年々減らす必要があり、
寮生には生活指導などを通じて自宅からの通学や下宿をお願いしてきた。しかし、先に述べた事情
もあり、昨年度の56名を上回る96名の入寮をお断りした。

寮 務 関 係6

平成25年度寮生数 （平成25年５月１日現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 専攻科生 合　計
146
（26）

138
（18）

112
（16）
〈３〉

70
（11）
〈１〉

52
（８）
〈５〉

５
（１）

523
（80）
〈９〉

（　　）内は女子内数〈　　〉内は外国人留学生内数
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6．3　生活指導

　寮生が規則正しい生活を行うため、１年生対象の生活指導を５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２回、女子全員対象を２回の
合計16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、学寮委員の先生には交替で20分程度の講話を実施して
もらった。講話は各教員の専門や得意分野からテーマを設定して行い、寮生にとっては授業とは
違った先生の一面を知ることができる良い機会となっている。

6．4　食事

　今年度よりシダックスフードサービス（株）が寮食堂で朝、昼、夕の３食を提供することになっ
た。朝食155円、昼食255円、夕食315円の予算の中で少しでも魅力ある食事を提供できるように、
朝食、昼食、夕食のいずれも２種類のメニューから選択できるようにしている。さらに、１ヶ月に
１回の割合で特別料理などが提供され、寮生の食生活を楽しいものにする努力をしている。また、
寮食堂に関するアンケートを実施した結果、寮食堂業者変更について「良くなった」が14％、「少
しだけ良くなった」が41％、「かわらない」が33％であった。良くなった理由については、「ご飯、
パンがおいしい」、「特別料理が増えた」、「デザートが増えた」といった点が挙げられた。かわらな
い理由については、「味があまりかわらない」といった点が挙げられた。特別料理については、「是
非やってほしい」が34％、「あった方が楽しみである」が39％となっていた。

6．5　学寮生活環境整備改善

　今年度は学寮環境整備費として500万円の予算が高専機構本部から年度当初に配分された。この
経費により老朽化した内線電話の撤去および各号館からの連絡用電話の設置、７号館女子寮への改
修工事、学寮内ネットワークのシスログサーバーの設置などを行った。
　また、７号館を女子寮に改修したことにより、学寮内ネットワークと学生証を利用した非接触端
末による点呼システムを導入した（運用は平成26年４月）。これにより、女子寮門限以降の点呼が
安全に実施することが可能となっている。将来構想として、全館に本システムを導入することによ
り、従来手作業で行っていた点呼入力作業の省力化に寄与するものと期待している。

6．6　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25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。

6．6．1　指導寮生の研修会および交流会
（１）任命式・研修会
　４月12日（金）～13日（土）に平成25年度前期指導寮生研修会が実施され、指導寮生38名、副
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指導寮生29名、教職員11名の合計78名が参加した。この研修会
は学寮自治の中心的役割を担う指導寮生、副指導寮生としての
心構えや一般寮生への指導方法を理解し、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。
　最初に指導寮生任命式が行われ、堀江校長から任命書が手渡
された。任命を受けた指導寮生委員長の知能機械工学科５年
生の村林史君が、「私達指導寮生67名は、柑紀寮の為に精一杯
の努力することを誓います。」と力強い宣誓があった。その後、

指導寮生、副指導寮生を、８人の号館長を中心としたグループに分け、８つの課題（違反者（酒・
たばこ）、盗難、災害、点呼、夜間外出と消灯後の寮生活、マナー向上、持ち込み禁止物の再確認、
部外者への対応）について、それぞれのグループで対応を議論した。翌13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で発表して、他の指導寮生達からの質問や意見に答えた。発表は、
時に笑いありまた感動ありの充実したものであり、質疑応答も
活発に交わされ、指導寮生達の意識の高さが感じ取れる研修会
であった。
　後期指導寮生任命式は10月７日（月）に実施された。委員長
以下各号館長は前期と同じメンバーで構成されたが、指導寮生
および副指導寮生は数名の変更があった。寮務主事より任命書
が手渡された後、元指導寮生で専攻科メカトロニクス工学専攻
２年鳥居佑貴君、山本芳輝君、専攻科メカトロニクス工学専攻
１年岸川知里さんが、それぞれ自身の寮生活において、指導寮生としての失敗談について講演を
行った。質疑応答についても活発に意見交換が行われ、指導寮生委員会が一丸となって安全で快適
な寮にしてゆくことを再確認した有意義な任命式となった。

（２）鹿児島高専との交流
　指導寮生研修会の一環として指導寮生が11月16日（土）に鹿
児島高専学生寮（寮生数538名）を訪問した。指導寮生による
他高専寮の訪問は、平成７年度から毎年実施しているもので、
今回で19回目となる。指導寮生12名と教職員３名による訪問の
目的は、新号館が建設されたばかりで500名を超える大規模寮
の運営方法等に関して意見交換するためである。また、鹿児島
高専では寮内の自習時間、夏季休業中のクラブ合宿についての
取り組みが特徴的であり、その運用・規則について調査するた

めでもあった。
　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、新棟を中心に視察した。意見交
換会では４つのグループに分かれて、「点呼」、
「新号館」、「緊急時への対応」、「女子寮全般」
について熱心に議論し、まとめた結果をグルー

プごとに報告した。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。

任命書の交付

研修会風景

意見交換する指導寮生

鹿児島高専キャンパスにて
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平成25年度学寮指導寮生・副指導寮生名簿
指導寮生委員長　　５Ａ　村林　　史
指導寮生副委員長　５Ｃ　松尾　喜人、５Ｄ　出﨑　大揮、５Ｃ　一ツ田史奈

号

館
号館長

前　期
号館長

後　期
階 指導寮生 副指導寮生 階 指導寮生 副指導寮生

１ ５
Ｃ

一
ツ
田
史
奈

１５Ｃ 魚海　彩加 ３Ｃ 尾﨑　芽衣

５
Ｃ

一
ツ
田
史
奈

１５Ｃ 魚海　彩加 ３Ｄ 湊　　絵美

２
５Ｃ 一ツ田史奈 ３Ｄ 久保　朱里

２５Ｃ 一ツ田史奈
３Ｄ 久保　朱里
４Ｃ 長谷　麻央

４Ｃ 坂本　実紀 ４Ｃ 長谷　麻央 ４Ｄ 藤井　沙耶

３５Ｃ 上西はるか
４Ｄ 藤井　沙耶

３
５Ｃ 上西はるか

３Ｃ 尾﨑　芽衣
３Ｄ 湊　　絵美 ４Ｃ 坂本　実紀

２ ５
Ｃ

大
橋　

一
徳

１
４Ｃ 藤本　隼斗 ３Ａ 光定　佑真

５
Ｃ

大
橋　

一
徳

１
４Ｃ 藤本　隼斗 ３Ａ 光定　佑真

５Ｃ 松尾　喜人 ３Ｂ 上北　崇弘 ５Ｃ 松尾　喜人 ３Ｂ 上北　崇弘

２
４Ｄ 中筋　裕貴 ３Ｃ 中西　浩平

２
４Ｄ 中筋　裕貴 ３Ｃ 中西　浩平

４Ｂ 谷口　智哉 ３Ｃ 一ツ田祐也 ４Ｂ 谷口　智哉 ３Ｃ 一ツ田祐也

３
５Ｃ 大橋　一徳 ３Ｄ 石徹白翔太

３
５Ｃ 大橋　一徳 ３Ｄ 石徹白翔太

４Ａ 杉谷　優治 ３Ｄ 片井　大介 ４Ａ 杉谷　優治 ３Ｄ 片井　大介

３ ５
Ｂ

坂
田　

康
輔

１
４Ｃ 岡部　竜丞 ３Ａ 高橋　　諒

５
Ｂ

坂
田　

康
輔

１
４Ｃ 岡部　竜丞 ３Ａ 高橋　　諒

４Ｄ 熊代　大輝 ３Ａ 峯　　良太 ４Ｄ 熊代　大輝 ３Ａ 峯　　良太

２
４Ｂ 長谷部智洋

３Ａ 井上　　諒 ２
４Ｂ 長谷部智洋

３Ａ 井上　　諒
５Ａ 高橋　　潤 ５Ａ 高橋　　潤

３
４Ａ 庄田　圭佑

４Ａ 大重　季輝 ３
４Ａ 庄田　圭佑

４Ａ 大重　季輝
５Ｂ 坂田　康輔 ５Ｂ 坂田　康輔

４ ５
Ａ

廣
野　

翔
太

１
５Ｂ 小野塚政人

５Ｃ 山本　知哉

５
Ａ

廣
野　

翔
太

１
５Ｂ 小野塚政人

５Ｃ 山本　知哉
４Ａ 井上　　智 ４Ａ 井上　　智

２
５Ｂ 伊ヶ崎佑無

４Ｂ 三善　　巧 ２
５Ｂ 伊ヶ崎佑無

４Ｂ 三善　　巧
４Ｄ 土肥　聖平 ４Ｄ 土肥　聖平

３
５Ａ 廣野　翔太

４Ｃ 山田真希人 ３
５Ａ 廣野　翔太

４Ｃ 山田真希人
４Ｃ 中山　翔太 ４Ｃ 中山　翔太

５ ５
Ｂ

岡
本　

貴
文

１５Ｂ 岡本　貴文
４Ｃ 垣内　拓也

５
Ｂ

岡
本　

貴
文

１５Ｂ 岡本　貴文
４Ｃ 垣内　拓也

４Ｃ 西畑　慶一 ４Ｃ 西畑　慶一

２５Ｃ 川﨑　龍一
４Ａ 木村　誠司

２５Ｃ 川﨑　龍一
４Ａ 木村　誠司

４Ａ 藪内　太士 ４Ａ 藪内　太士

３５Ｄ 出﨑　大揮
４Ｃ 本間　和雅

３５Ｄ 出﨑　大揮
４Ｃ 本間　和雅

４Ｃ 山﨑　脩平 ４Ｃ 山﨑　脩平

６

５
Ｃ

大
和　

尚
平

１
１Ｅ 杉谷　健太

４Ａ ファルク

５
Ｃ

大
和　

尚
平

１
１Ｅ 杉谷　健太

４Ａ ファルク
５Ｃ ラジ ５Ｃ ラジ

２
５Ｃ 久保　侑輝

－ － ２
５Ｃ 久保　侑輝

－ －５Ｂ 林　　直樹 ５Ｂ 林　　直樹
５Ｃ 大和　尚平 ５Ｃ 大和　尚平

５
Ｃ

森
本　

健
太

３
５Ｃ 松本　大典

－ －

５
Ｃ

森
本　

健
太

３
５Ｃ 松本　大典

－ －５Ｃ 杉若　隆一 ５Ｃ 杉若　隆一
５Ｃ 井谷　　真 ５Ｃ 井谷　　真

４
５Ｄ 岸裏　純弥

５Ａ 岡部　　翼 ４
５Ｄ 岸裏　純弥

５Ａ 岡部　　翼
５Ｃ 森本　健太 ５Ｃ 森本　健太

５
５Ｃ 福島　雅也

５Ａ 古川　敬太 ５５Ｃ 福島　雅也
５Ａ 古川　敬太

５Ｄ 殿水　悠太 ３Ｂ 中谷　建志

７ ５
Ａ

村
林　

史
１５Ａ 村林　　史

３Ｂ 坂手健一郎 ５
Ａ

村
林　

史
１５Ａ 村林　　史

３Ｂ 坂手健一郎
３Ｂ 田中　琢磨 ３Ｂ 田中　琢磨
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6．6．2　避難訓練
　寮生全員を対象とした避難訓練は毎年２回実施している。第
１回目は新しい寮生を迎えた入学当初で４月16日（火）に実施
した。午後４時30分に３号館２階の火災報知器が鳴らされると、
手順に従い、直ちに火災発生現場が確認され、続いて寮内緊急
放送により避難命令が流された。
　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
頃から準備してある非常用持出袋を持って避難場所である図書
館棟前駐車場に避難した。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11分33秒で全員の安全が確
認された。

　10月17日（木）には第２回目の避難訓練を実施した。本訓練
は、夜間に火災が発生したとの想定で、午後７時00分に５号館
２階の火災報知器が鳴らされると、直ちに火災発生現場を確認
し、続いて寮内緊急放送により避難命令が流された。寮生たち
は、指導寮生・副指導寮生に誘導されながら、非常用持出袋を
持って避難場所である専攻科棟前駐車場に避難した。
　避難命令を伝える寮内放送から13分16秒後に避難場所での寮
生全員の点呼が完了し無事が確認できた。なお、今回の訓練に

は、実施時間に勤務中の図書館職員も参加した。

6．6．3　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月と１月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
　今年で18回目となる新入寮生歓迎イベント「ウェルカミング
パーティー」を４月20日（土）に開催した。１年生142名と１
年生担当の指導寮生・副指導寮生、及び学寮関係教職員の合
計約180名が参加し、バレーボール大会とカレーパーティーを
行った。
　バレーボール大会では、指導寮生をチームリーダーとした24

チームが予選リーグと決勝
トーナメントを戦って、最
強のチームの座を争った。熱戦の末みごと優勝したのは２号館
２階「ハギワラーズ」チームで、好プレー・珍プレーに大いに
盛り上がった。
　熱戦終了後には、２～５年生女子、一部男子の有志による
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「激辛カレー」、チョコレートが隠し味の「コクMAXカ
レー」、その名の通り「王道カレー」、程よくダシが効いた「和

第１回避難訓練（昼間）

第２回避難訓練（夜間）

試合風景

女子寮生有志による
手作りカレーライス
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風カレー」、和高専が誇る美男美女が作ったそのまま「美男美女カレー」、男性陣が作った「男気カ
レー」、そして堀江校長お手製のタイ風「校長カレー」が用意された。いずれも個性に富んだ味付
けで、一緒に汗を流した者同士で、仲良く山盛りのカレーを満喫した。

（２）ニューイヤースポーツフェスティバル
　１年生寮生と指導寮生との２回目の交流イベントとして１月に「ニューイヤースポーツフェス
ティバル」を実施している。今年で19回目となるが、内容は例年と同様にバレーボールと餅つき大
会を１月19日（日）に開催した。
　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、予選リーグ
と決勝トーナメントを戦い抜くもので、今年度は男女合わせて
20チームが参加し頂点を目指した。雪がちらつく酷寒の中、熱
戦が繰り広げられ、７号館１階のチーム「ヴァーキン」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
会が寮生食堂で催された。はじめは指導寮生が杵と臼で餅をつ
いていたが、その後、１年生達も参加し、慣れない手つきで杵
を振り下ろしていた。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
ン酢などに付けたりしておいしそうに食べていた。

6．6．4　救急救命講習会
　５月18日（土）に御坊市消防本部の指導の下で普通救命講習
会を実施し、学寮の生活指導を担当している指導寮生・副指導
寮生12名、寮関係教職員１名の計13名が受講した。この講習会
は過去に寮生が病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17回目となる。
　柑紀寮では、非常時に即座に対応できるように、常日頃から
学生寮で寮生指導にあたっている指導寮生・副指導寮生の過
半数の受講を目指している。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や心臓マッサージ、AED（自動体外式除細動器）
による心臓電気ショック等の実技を体験した。その後、不測の事態に対処するため、気道に入った
異物の除去方法や止血方法などについても学んだ。講習会の最後には、修了試験に相当する効果測
定が行われ、参加者が熱心に取り組んだ結果、全員が無事合格となった。

6．6．5　第５回柑紀寮ビジネスマナー講習会
　５月22日（水）に、４学年寮生を対象とした第５回柑紀寮ビジネスマナー講習会を開催し67名が
参加した。本講習会は、学生寮の「キャリア支援教育」の一環として、来年度の就職活動等におい
て実戦的に対応できるようにと実施されたものである。
　例年は秋に開催していたが、インターンシップの際にも必要であることから、今年度より５月に
開催されることになった。今回は「スーツの着こなし」と題して、青山商事（株）の江川御坊店長、

優勝チーム「ヴァーキン」のメンバー

餅つき大会

AEDの実技
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若林田辺店長らにより１時間の講習が行われた。内容はスーツ
着こなしのポイント、ネクタイの結び方、お辞儀の仕方等で
あった。
　若林店長の時折ユーモアを交えた講習や実技指導は参加者に
大変好評であった。実技指導は、代表の学生男女１名ずつが
スーツを着用し、着こなしの説明を受けたり、ネクタイを実際
に結んだりした。また、事前の学生からの質問に対しては、講
義の中に織り交ぜた形となっており、有意義な講習会となった。

6．6．6　第７回柑紀寮テーブルマナー講習会
　５学年寮生を対象とした「第７回柑紀寮テーブルマナー講習会」を前半（10月８日（火））と後
半（10月23日（水））に分けて開催した。
　この講習会は、寮生が将来、社会に出た時に正式な西洋料理の会食の場面で困らないように毎年
実施されている。５学年寮生は全員スーツ姿の正装で、会場である紀州南部ロイヤルホテルのレス

トラン「四季」を訪れ、フランス料理のコースディナーを味わ
いながら、清水治講師からテーブルマナーの説明を受けた。
　当初、寮生はいつもの寮食堂とは違う雰囲気に緊張気味で
あったが、講師の興味深い説明を聞いているうちに次第にリ
ラックスして食事と会話を楽しんでいた。どの寮生もこの講習
会には大満足な様子であり、「とても緊張した」、「料理がおい
しかった」などの感想が聞かれた。

6．7　寮生会活動

6．7．1　寮生総会
　寮生総会は５月に開かれ、寮生会長の選挙が行われた。５年知能機械工学科の廣野翔太君が寮
生会長として信任された。寮生会の主な活動は、寮祭、学寮スポーツ大会、広報誌「ナダデココ」、
文集「潮風」の発行である。また、大きな特徴として後述するグリーンキーパー活動がある。

6．7．2　寮祭
　６月21日（金）から23日（日）にかけて2013年度の寮祭が行われた。
このイベントは毎年前期中間試験後のこの時期に行われており、寮生
活の一大イベントとなっている。
　最終日に富くじ抽選会があり、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。21日
（金）19時から階段教室にて映画が上映され、22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28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

ビジネスマナー講習会

食事を楽しむ受講生

バレーボール
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トーナメント戦が行われた。そして、19時から階段教室にて２本目の映画が上映された。
　23日（日）には第２体育館で寮のフロア対抗ミニゲーム
大会が開催され、午前中には「みんじゃん」、「スリッパ飛
ばし」、「五人六脚」、「フリースロー」、午後には「ぐるぐ
るバット」、「障害物競走」が行われた。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、富くじ抽選会が行われ、一眼レ
フカメラ、MP３プレイヤー、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。

6．7．3　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244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（48名）、花壇班（16名）、溝掃除班（22名）、寮内ゴミ拾
い班（45名）、寮外ゴミ拾い班（32名）、草刈り班（22名）、ペットボトル回収班（31名）、アメニ
ティースペース掃除班（28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、新棟建設のため従来の畑を使用することが
出来ず、新たな畑作りに精を出した。

6．8　自己点検結果

　学生寮（柑紀寮）は定員520名の全国有数の大規模寮である。１、２年生男子は原則全寮制で最
近では寮生全体の約３分の２近くを占める。恒常的に入寮希望者が定員を超えており、毎年、入寮
選考を行って入寮者の制限をしている。この傾向は、周辺市町村からの入学者の減少と和歌山県全
域からの入学者が増加して自宅通学可能な学生が減ったことと、通学可能でも課外活動に参加しや
すいように寮に入る新入生が増えたためと推測される。このため、東日本大震災の影響で凍結状態
に置かれていた新男子寮棟の建設を高専機構本部に要望し、平成25年度建設着工が実現した。この
新棟は平成26年７月に竣工し、９月からの入寮を予定している。これにより、懸念事項であった１
年生の３人部屋を解消し、本来の姿である２人部屋として運用することが可能となる。　
　平成25年度の女子入学者が増加し、それに伴い女子の入寮者も増加した（平成25年度新入生の
入寮率は86.7％）。女子寮である１号館に空室がないため、７号館を女子寮に改修した。その結果、
定員が82名から105名へと増加し、寮として今後の女子学生増加に対応できるようになった。一方、
女子寮２棟目となる７号館における安全管理に万全を期すため、点呼票による従来の点呼方法に代
えて、学寮内ネットワークを利用した点呼システムを導入した。これは、指導寮生が持つ端末に寮
生が学生証を翳すことで、そのデータが寮事務室に設置されたサーバーに転送されるようになって
いる。また、今後の総定員増に併せて、本システムの全館への配備や老朽化している寮食堂厨房機
器の入れ替え等を見直していく必要があると考えられる。
　学寮内ネットワークシステムが稼働したことに伴い、寮事務室と寮生との連絡および個人契約の
インターネットに利用していた内線電話を撤去した。これは機器の老朽化に加え、交換部品がなく
修理が困難となっているからである。新たに各号館玄関に電話を設置し、寮事務室との連絡用電話

映画上映会
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回線を確保した。
　寮生の日課には自習時間（19：30～21：30）が設けられており、その時間に合わせて学寮指導の
教員が１、２年生の寮室を巡回している。しかし、この自習時間はクラブ活動の時間と重なってい
ることから、自習時間が十分に活用されていなかった。そこで、全教員を対象とした寮生の自習時
間等に関するアンケートを実施した。その結果、厚生補導の協力を得てクラブ活動を19：00までと
し（夕食は19：30までに終了）、自習時間を20：00から21：30の90分とした。特に、１、２年生に
は自習時間内にコアタイムを設定し、自席で勉強することの習慣付けを目指すことにした（この日
課変更は平成26年４月から実施）。
　指導寮生・副指導寮生の研修については、全国有数の大規模寮を有する鹿児島高専の学寮を訪問
した。鹿児島高専は新寮棟が完成したばかりで、この交流を通じて、寮生の指導や管理のあり方を
学ぶとともに、指導寮生としての意識を高めることができた。他高専との交流を通じて、柑紀寮は
大規模寮にもかかわらず各寮生の寮に対する帰属意識の高さと指導寮生による寮内管理がうまく融
合していると感じた。
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7．1　地域共同テクノセンター

　本センターは、本校における共同利用教育研究施設として、学生の産業技術教育の充実、職員の
共同研究の活性化と推進、地域産業の発展に貢献することを目的として活動している。具体的な業
務として、①民間等への研究協力、技術協力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学生の実験及び卒業研究に関すること、⑥その他センター長が必要と認めたものを掲げている。
以下に、本業務に沿って平成25年度の活動を報告する。

7．1．1　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、受託研究と技術相談は昨年より増加した。この中で、県内
企業等の共同研究７件、受託研究６件、技術相談26件であった。また、共同研究１件について、特
許申請を行った。技術相談については、対応した教員に技術相談補助金を配分した。

共同研究 受託研究 技術相談
件　数 ７件 ６件 　26件
金　額 2,198千円 2,219千円

（２）公的資金を活用した研究・技術協力
　本校の研究シーズを活用して、地域の課題の解決に貢献する研究・技術協力活動として、（公財）
わかやま産業振興財団等の外部資金を活用した本年度の実績は以下のとおりである。

代表研究者・協力者等 支援機関・名称等 支援等の名称
電気情報工学科
　教　授　藤　本　　　晶

（公財）わかやま産業振興財団
交流支援 専門技術研究会事業 感性工学を用いた県特産品の評価研究会

物質工学科
　教　授　土　井　正　光

（公財）わかやま産業振興財団
交流支援 専門技術研究会事業 水産加工技術研究会

地域共同テクノセンター
特命教授　田　中　勇　次

（公財）わかやま産業振興財団
交流支援 専門技術研究会事業 和高専地域活力支援研究会

電気情報工学科
　教　授　山　口　利　幸

和歌山県
わかやま地場産業ブランド力強
化支援事業

太陽光アレイ故障診断装置の開発

電気情報工学科
　教　授　山　口　利　幸

（公財）わかやま産業振興財団
わかやま農商工連携ファンド事
業

無線装置機器（ジグビー＋WiFi）を装備し
た次世代温室管理システムとバラ・ブランド
の開発

電気情報工学科
　教　授　山　口　利　幸

（公財）わかやま産業振興財団
わかやま中小企業元気ファンド
事業

太陽光発電設備メンテナンス（パネル点検清
掃）事業化の研究事業

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

環境都市工学科
　教　授　辻　原　　　治

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

知能機械工学科
　准教授　津　田　尚　明

日本学術振興会　ひらめき☆と
きめきサイエンス

ロボットの『しくみ』で学ぶ知能機械工学～
力学編～

各 施 設 の 活 動7
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環境都市工学科
　准教授　林　　　和　幸

高等教育機関コンソーシアム
和歌山
大学等地域貢献促進事業

紀南地域のジオコンテンツと文化・精神性と
の関連性の探求とフィールドガイド養成のた
めの教材開発

7．1．2　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

お手軽アニメーション作成 ７/13（土） 本校 村田 ６ 中学生～一般

ペットボトル掃除機を作ろう！ ７/27（土） 本校 小口 20 小・中学生

ホバークラフトの製作 ７/27（土） 本校 中嶋 20 小・中学生

おもしろ科学の実験工作教室 ８/５（月）～
　８/６（火）

和歌山県工業
技術センター

山口
西本（圭） 42 小・中学生

おもしろ科学の実験工作教室 ８/７（水） 田辺商工会議所 山口
西本（圭） 27 小・中学生

世界の化学・生物実験
「生物発光＆鏡の製作」 ８/７（水） 本校 河地 16 中学２、３年生

電脳ロボットを作ろう ８/21（水） 本校 森 13 中学生

全方位移動車や飛行機の原理を学ぼう ８/31（土） 本校 北澤 35 中学生

ロボットの『しくみ』で学ぶ
知能機械工学～力学編～ ８/31（土） 本校 津田 17 中学生

マイクロコンピューターで電子回路 ８/31（土） 本校 佐久間 24 中学生

世界の化学・生物実験　～深海の圧力～ ８/31（土） 本校 楠部 42 中学生

和歌山高専の地上絵 ８/31（土） 本校 山田 ９ 小学校４～６年生
中学生

「なるほど体験科学教室」
手作り望遠鏡で楽しもう 11/２（土） 本校 樫原 12 小学校１年生

～４年生

「なるほど体験科学教室」
手芸体験～キラめく
シルバーアクセサリー～

11/２（土） 本校 山東 10 小学校１年生
～中学生

「なるほど体験科学教室」
ＬＥＤの光に音楽データを乗せた光通信
を体験しよう！

11/２（土） 本校 岡本 ２ 小学校５年生
～中学生

「なるほど体験科学教室」
コンピュータでキャラクタを作ろう 11/２（土） 本校 村田 ４ 小学校５年生

～中学生

「なるほど体験科学教室」
色や光を分けてみよう
～ペーパークロマトグラフィーと簡易分
光器～

11/２（土） 本校 岩本 ３ 小学校５年生
～中学生

「なるほど体験科学教室」
トンボ玉を作ろう 11/2（土） 本校 土井 10 小学校５年生

～中学生

「なるほど体験科学教室」
アインシュタインで宝探し 11/２（土） 本校 山田 ３ 小学校５年生

～中学生

「なるほど体験科学教室」
ＭａｋｉｎｇＰＣ 11/２（土） 本校 森 ７ 小学校５年生

～中学生

すごろくで交通を学ぶ 11/17（日） 本校 伊勢 ２ 小学校４年生
～中学生

なぜなぜ地震・津波・液状化 11/23（土） 本校 林（和） ７ 中学生
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和歌山高専　文化講座
文学・語に宿る魔力－現実世界を動かす
手段としての文学－

11/24（日） 御坊市中央公民
館 吉田 １ 高校生～一般

（２）出前授業・実験
　地域における出前授業や出前実験を積極的に実施した。
地域の市町村にある教育委員会などの要請による出前講座
●御坊市名田中学校

講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者
水質調査実験 ６/27（木） 環境都市工学科 大久保 20 中学３年生
留学生交流事業 ９/30（月） 国際交流委員会 留学生 22 中学２年生
液体窒素実験 12/12（木） 物質工学科 岩本 22 中学２年生
●由良町中央公民館

講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者
夏休み子ども講座
六足歩行ロボット製作 7/26（金） 電気情報工学科 山口 19 小・中学生

●田辺市青少年育成市民会議　龍神地区協議会
講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者

科学教室
ペットボトル掃除機を作ろう ８/８（木） 技術支援室 小口 23 小・中学生

●御坊市子ども会育成会連絡協議会
講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者

ソーラーカー作り ８/12（月） 電気情報工学科 山口 29 小学生
●日高川町土生ボランティア会（なごみ会）

講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者
名犬ロボット製作 ８/19（月） 電気情報工学科 山口 20 小学生
●湯浅町教育委員会

講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者
高専ロボコンロボット

（ウメンジャー）の解説と操縦体験 １/11（土） ロボット教育
センター 山口 40 小学生

●有田川町立白馬中学校
講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者

白馬祭体験講座
ホバークラフトの製作 11/16（土） 技術支援室 中嶋 10 中学生

●みなべ町立高城中学校
講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者

ＬＥＧＯロボットで遊ぼう １/29（水） 電気情報工学科 森 13 中学生
●和歌山市立福島小学校

講　　座　　名 開催日 担当学科等 講　師 参加人数 対象者
六足歩行ロボット製作 3/20（木） 電気情報工学科 山口 27 小学生

ペットボトル掃除機を作ろう！ 世界の化学・生物実験
「生物発光&鏡の製作」

なぜなぜ地震・津波・液状化
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（３）その他のイベント等

イベント名 開催日と開催場所 主　　催 出展内容など

御坊商工祭 ６月９日（日） 御坊商工会議所

広報「和歌山高専シーズ集」の配布
ブース出展「和歌山高専防災関連コーナー」
環境都市工学科　山田宰准教授、
技術支援室　小川忠繁

きのくに科学
オリンピック
化学ゼミ

７月30日（火）、
７月31日（水） 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

サマー遊ing
2013

平成25年７月31日（水）
　　　～８月１日（木）
和歌山県立図書館

和歌山県立図書館　
文化情報センター

「LEDを用いた簡単な電子回路の作製及び実
験」電気情報工学科　岡本和也准教授

サイエンス屋
台村

８月３日（土）
大津市生涯学習セン
ター

大津市教育委員会
大津市科学館

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

小中学生のた
めの電気教室

８月30日（金）
大阪市立科学館

電気学会関西支部
大阪市立科学館

「電気エネルギー」についての解説、
ソーラーカーの製作、ロボット操縦体験
電気情報工学科　山口利幸教授

御坊市地域防
災力向上事業

（防災ぶるる）

平成25年９月29日（日）
野口小学校、
平成25年10月27日（日）
御坊小学校

御坊市
ブース出展「津波模型の掲示」
環境都市工学科　辻原治教授、
　　　　　　　　三岩敬孝准教授

宮子姫みなと
フェスタ

11月３日（日）
日高港

御坊市
御坊市観光協会

ロボット等を出展し、操縦体験
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

12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
ブース出展「世界の化学・生物実験～深海の
科学～」物質工学科　楠部真崇准教授
ブース出展「地震で沈む建物～浮き上がるマ
ンホールを体験しよう～（液状化再現装置）」
環境都市工学科　林和幸准教授

き の く に ロ
ボットフェス
ティバル2013

12月15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

（４）支援・協力
　JST（科学技術振興機構）のサイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）による支援を
受けている湯浅町立山田小学校において、「LEGOロボットの製作とプログラミング」（８月20日
（火））、「六足歩行ロボットの製作」（９月30日（月））、「高専ロボコンロボット（ウメンジャー）
の解説と操縦体験」（１月11日（土））の各講座の実施について本校から支援・協力を行った。

ソーラーカー作り ロボットを操縦してみよう 名犬ロボット製作
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7．1．3　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では科学研究費の獲得を目指した研究、研
究領域Ｂでは本校が特に奨励するテーマの研究として①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、②新任教員のスタートアップ研究、③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。なお、Ｂ①で
は高専フォーラム等での外部発表、Ｂ③では外部資金への申請をノルマと課している。

教育研究奨励助成（研究領域Ａ）

１ MPS法と分子動力学法を組み合わせた新しい複雑流体解析法
の開発 知能機械工学科 早坂良

２ 位相最適化による機能美を持つ椅子の意匠創生 知能機械工学科 山東篤

３ 松葉杖歩行の簡易計測・評価方法の提案 知能機械工学科 津田尚明

４ 麻酔薬の作用性を数値評価するシステム研究 電気情報工学科 岡本和也

５ 柑橘由来ポリメトキシフラボノイド類の発がん物質活性化に対
する抑制機構の解明 物質工学科 奥野祥治

６ 界面における膜構造のオンタイムモニタリングとアミロイド線
維形成の影響と抑制 物質工学科 森田誠一

７ 体積挙動と熱安定性からみる吸入麻酔薬と水溶性球状タンパク
質の真の作用様式とは？ 物質工学科 西本真琴

８ 津波観測波形を用いたカルマンフィルタによる津波リアルタイ
ム予測に関する研究 環境都市工学科 小池信昭

９ 軸力変動を考慮したはり崩壊型門形ラーメンの地震応答性状の
解明 環境都市工学科 山田宰

10 高等専門学校における長期的な気象観測 技術支援室 小川忠繁

教育研究奨励助成（研究領域Ｂ）

１ 土質力学における体験型授業導入の試みと教材開発 環境都市工学科 林和幸

２ 本校施設の安全性確保を目的とした実態調査への３Ｄスキャ
ナーの活用 技術支援室 小川忠繁

３ ネットワーク群ロボットシステムの研究 知能機械工学科 村山暢

４ 天体軌道の多角的な解析による重力理論の研究 環境都市工学科 孝森洋介

５ 英語プレゼンテーションの教授法の実証的研究 総合教育科 Marsh David

６ 無線センサネットワークを用いた位置推定に関する研究 電気情報工学科 村田充利

７ ＭＤ計算によるクラウン化スピロピランのＡＦＭ挙動のシミュ
レーション 物質工学科 岩本仁志

８ 路線バスにおける同伴者割引制度の利用者特性と導入効果に関
する研究 環境都市工学科 伊勢昇

7．1．4　戦略的研究助成（学内共同研究等）
　学内共同研究を促進するとともに、地域の活性化に貢献することを目的に、戦略的研究助成を創
設している。本学の教員または技術支援室員３名以上で構成され、①和歌山の特性や地域性を有し、
社会的ニーズが高く、横断的なテーマで、②関連企業や自治体が参加・協力できる研究テーマであ
り、採択後２年以内に外部補助制度、共同研究・受託研究などで外部資金を獲得できるテーマとし
て募集を行った。審査の結果、下表のテーマを採択した。
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テーマ名 研究者名
１ デマンド型交通システムの開発とその有効性評価に関する実践的研究（継続） 伊勢昇・謝孟春・津田尚明
２ 水産物中における有用成分への圧力処理の影響（新規） 西本真琴・花田雅司・土井正光

３ カルサイト析出による地盤液状化対策の低コスト化と環境負担低減
技術の提案（継続） 林和幸・奥野祥治・小川忠繁

7．1．5　学生の実験及び卒業研究に関すること
　教務関係２．５を参照。地域の自治体や企業等での課題をテーマとして卒業研究を行っている事
例もある。

7．1．6　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。平成25年度は新規申請33件に対して２件が採択され、
前年度からの継続分４件を合わせて６件の採択であった。６件は以下のとおりである。

新・継 区分 研究課題名 研究代表者名

新規 若手（Ｂ） 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

新規 若手（Ｂ） 個人属性と地域特性を考慮した買い物支援策選択モデルの構築 環境都市工学科 伊勢昇
継続 基盤（Ｃ） 洋上ウィンドファームのための耐雷および接地に関する研究 電気情報工学科 山吹巧一
継続 基盤（Ｃ） 半導体ガスセンサの過渡応答を用いた臭い識別装置の開発 電気情報工学科 藤本晶

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

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

　さらに、26年度募集に向けて、ＦＤ講演会として科研費セミナーを２回（９／９、10／８）開催
するとともに、申請書の書き方の個別相談を実施し、５名が活用した。その結果、新規申請は36件
であった（継続分５件）。

（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、講演会などを開催し、技術交流を深めている。

［和歌山工業高等専門学校産官学技術交流会］
月　日 内　　容 場　所

６月12日（水）
総会
講演「県産農産物の有効活用を目指して」
　　　物質工学科　准教授　奥野祥治

御坊市「花ご坊」

［南紀熊野産官学技術交流会］
月　日 内　　容 場　所

４月16日（火） 総会 田辺市「ガーデンホテルハナヨ」

８月29日（木）
８月例会
講演「ロボット技術の活・転用」
　　　知能機械工学科　准教授　津田尚明

田辺市「紀伊田辺シティプラザホテル」

１月28日（火） １月定例会 田辺市「丸長」

54



（３）和高専・次世代テクノサロン
　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８回開催した。

開催日 講演者 講演題目

５/15（水） 和歌山工業高等専門学校
電気情報工学科　教授　山口利幸 太陽電池開発への取組み

７/26（金） 京都大学防災研究所　社会防災研究部門
准教授　畑山満則 氏 災害時における情報システムの活用

８/29（木） 和歌山工業高等専門学校
知能機械工学科　准教授　津田尚明 ロボット技術の活・転用

９/30（月） 徳島大学　環境防災研究センター
副センター長・教授　中野晋 氏

スーパー広域災害－南海トラフ地震－に備
える

11/５（火）（株）石橋石油、石橋商事（株）代表取締役
石橋幸四郎 氏

和歌山県での地域調和型エネルギーシステ
ムの構築

11/27（水） 経済産業省　資源エネルギー庁　
新エネルギー対策課　荒井次郎 氏 再生可能エネルギーを巡る情勢について

１/27（月）
（独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）
海底資源研究プロジェクトリーダー
木川栄一 氏

燃える氷、メタンハイドレート：
国の施策と最先端の研究

２/26（水）
（有）丸之内マシーナリ　取締役社長　古川雅祥 氏 ＯＢ社長の開発設計の事例とよもやま話
（株）アオキ　代表取締役　青木豊彦 氏 『地域から世界へ』－ものづくりの醍醐味

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

開 催 日　平成26年３月11日（火）
場　　所　本校会議室
研究発表　戦略的研究　　３件

教育研究Ａ　　10件（科研）
教育研究Ｂ①　２件（教育方法等）
教育研究Ｂ②　３件（スタートアップ）
教育研究Ｂ③　３件（その他奨励）

和高専・次世代テクノサロン

技術懇話会・教育研究奨励研究発表会
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（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

全国高専テク
ノフォーラム

８月20日（火）
愛知県産業労働セ
ンター（名古屋市）

（独）国立高等専門学
校機構

広報「和歌山高専シーズ集」の配布
企業・高専によるニーズ・シーズプレゼンテー
ション

ビジネス・エ
ンカレッジ・
フェア2013

12月３日（火）～
４日（水）
大阪国際会議場

池田泉州ホールディン
グス、池田泉州銀行

「２次元位置有感光子検出器」
知能機械工学科　溝川辰巳教授

「水産物の有用成分抽出における圧力処理の検
討」物質工学科　西本真琴助教

近畿地区７高
専産学宮マッ
チングフェア

12月６日（金）
大阪科学技術セン
ター

近畿地区７高専

「２次元位置有感光子検出器」
知能機械工学科　溝川辰巳教授

「麻酔薬の作用性を数値評価するシステム研究」
電気情報工学科　岡本和也准教授

「はり崩壊型鋼性ラーメン軸力変動」
環境都市工学科　山田宰准教授

「水産物の有用成分抽出における圧力処理の検
討」物質工学科　西本真琴助教

高専－技科大
新技術説明会

２月４日（火）
JST東京本部別館
ホール

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

「ガス識別装置－半導体ガスセンサによるガスの
種類の識別」電気情報工学科　藤本晶教授

第22回わかや
まテクノ・ビ
ジネスフェア

２月６日（木）
アバローム紀の国

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

「次世代薄膜太陽電池の作製に関する研究」
電気情報工学科　山口利幸教授

「県産農産物の機能性に関する研究」
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.22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。

（７）和高専人材バンク
　今後の和歌山高専における技術者教育や地域連携推進をさらに推進する
ために、様々な分野で活躍されてきた卒業生に協力を得るシステムとして、
「和高専人材バンク」を立ち上げ、さらに退職教職員に拡大し登録を積極
的に推進しており、平成26年３月現在220名の登録者を得た。平成21年度
から人材バンク登録者との情報交換の場としてのメールマガジンを発行継
続し、人材バンクの活動状況や本校からの依頼事項などの情報を提供し、
登録会員からも多くの情報が寄せられている。また、当人材バンクの活用
として、次世代テクノサロン講師や各種イベントへの協力を得た。特に、
全国ロボコン大会に応援に駆けつけた同窓生との学校長を交えた交流会の
定例行事化、技術相談への対応などの実績がある。今後とも、産学官連携
や共同教育を含めて、科学技術の普及促進に多面的な展開が期待される。

7．1．7　自己点検結果
　高専機構本部に産学連携活動の一層の推進、知的財産の更なる創出に向けて、平成25年度より
「地域イノベーション推進本部（産学連携・知的財産推進室）」が新たに設置され、地区拠点校

広報・シーズ集
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（苫小牧、仙台、富山、東京（本部代行）、奈良、香川、徳山、熊本）に産学官連携コーディネー
ターが配置された。これにより、地区内及び全国規模での高専間連携の促進、両技科大学との共同
研究の促進、ネットワーク研究活動及び情報把握・共有・発信の強化（各地区ニーズ、共同研究・
技術相談、外部資金等）の体制整備が進んだ。さらに、高専教員の研究シーズを広く公開するため
に、10月１日から国立高専研究情報ポータルサイトの運用が開始された。産学官連携や外部資金獲
得等を推進するために、高専機構全体の組織体制を見直し、近畿地区には奈良高専に産学官連携
コーディネーターが配置され、科研費獲得セミナーや個別相談、近畿地区７高専産学官マッチング
フェアなどが実施された。平成24年度に比べて、近畿地区国立高専のコーディネーターとしての活
動で本校も若干恩恵を受けたと感じられるが、より一層のコーディネーター活用事業の充実を図る
必要がある。
　本センターの目的を達成するために業務内容が決められ、それに沿って現実の活動が行われるこ
とが重要であるが、現状では、本センターで共同研究や受託研究、公的資金を活用した教育研究活
動等について報告などはない。特に、わかやま中小企業元気ファンド事業やコンソーシアム和歌山
の大学等地域貢献促進事業などを活用した過去の取り組みで地元特産品を用いた製品の開発が行わ
れた例もあり、本校の成果として特筆すべきことであるが、本センターとして取り上げたことはな
い。本センターの目的に照らして、議論や報告すべき点を見直し、より充実した活動が実施できる
ように努める必要がある。
　教育研究奨励費助成については、科研費を含む外部資金の獲得を目指した研究を支援することを
主眼としているが、平成25年度科研費への申請件数、採択件数ともに向上はほとんど見られていな
い。一方、平成26年度科研費への申請件数は前回より微増であるが、新規採択は７件で継続分５件
と合わせて、初めて２桁の12件になった。本センターの取組みの効果を検証しながら、他高専での
取組み等も参考にして科研費を含む外部資金の獲得増加に向けて、従来以上の取組み強化を図りた
い。
　運営費交付金が減少する中で、本センターの活動に関連する外部資金の獲得に積極的に取り組む
ことは重要である。平成25年度事業では採択には至らなかったが、引き続き、申請に向けた努力を
積み重ねたい。

7．2　ロボット教育センター
　平成20年度に、和歌山高専におけるロボットに関わる教育の進展と地域におけるロボットを活用
した科学技術の理解促進に貢献することを目的として、本センターを設立した。平成25年度の活動
を以下に報告する。

7．2．1　きのくにロボットフェスティバル2013
　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、
和歌山高専、和歌山高専産官学技術交流会が実行委員会を組織して、2007年から毎年開催している。
近畿地区６高専、福井高専と岐阜高専、徳島県立あすたむらんどこども科学館（2012年～）が共催
に、後援には、文部科学省、経済産業省、高等専門学校連合会、（独）国立高等専門学校機構も
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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15日（日）、御坊市立体育館において、第７回目とな
る「きのくにロボットフェスティバル2013」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、北陸、四国の15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・小学生部門の競技課題は「キングを倒せ‼」で、六足歩
行ロボットを使って、スロープゾーンからボールを押し出し
て、相手コートの陣地に立っているキングを速く倒した方が勝ちとなる競技である。キングとこれ
を守るナイト２体はペットボトルを使って、選手が自作することになっている。競技時間は２分間
で、34チームによるトーナメント方式で行われた。決勝戦は、キングやナイトを確実に倒して勝ち
上がったMK-1（和歌山県有田市立保田小学校）とナイト打倒や攻撃的優勢で勝ち上がったQueen
（三重県伊賀市立青山小学校）の対戦となった。激戦を制して優勝したのはQueenで、一度に複数
個のボールを保持してスロープを登坂できる足回りの安定性が群を抜いていた。

　全日本小中学生ロボット選手権・中学生部門の競技課題は
「ボールを入れろ！」で、相手コート内に置かれたゴールか
ごにボールを入れる競技で、多くボールを入れた方が勝ちと
なる。ただし、時間内であってもゴールかごの上空にセット
されたVゴールかごに１個でもボールが入ると「Vゴール」
となり、その時点で勝者となる。同決勝大会も34チームによ
るトーナメントで行われた。相手コートのゴールかごは、自
コートから約130cm離れており、如何にボールをゴールに入

れるか、最も工夫を要する点である。決勝戦に進んだのは、ともにVゴールを毎試合達成してきた
銃偽騎オメガ（和歌山市立高積中学校）とジョーカー X（和歌山県立みはま支援学校中学部）と
なった。両方のロボットともに、アームを展開してVゴールかごに確実にボールを投入できる機構
を有していたが、スピードに優れた銃偽騎オメガが栄冠を勝ち取り、前回大会の準優勝から悲願を
達成した。
　きのくに高校生ロボットコンテストは「タッチしてブロックを投げ込め！」の競技課題で、県内
から選抜された８チームによるトーナメント方式で行われた。手動ロボットと自動ロボットがあり、
手動ロボットはスタートゾーンから出発してブロックを取り込み、自コートにある自動ロボットに
ブロックを渡し、そしてタッチして自動ロボットをスタートさせる。このとき、自動ロボットにブ
ロックは１個しか渡すことができない。自動ロボットはコート中央の高さ80cmの壁の反対側にあ
るゴールエリアに持っているブロックを投げ入れる。各チームが使用するブロックはそれぞれ５個
で、試合時間２分が終わった時に、ゴールエリアに入っているブロックの数が多い方が勝ちとなる。
なお、制限時間内であってもゴールエリアにブロック５個を入れた時点で勝利となる。決勝戦は、
和歌山工業高校メカトロ技術部ⅠチームのKTNVと紀北工業高校３年課題研究チームの紀北工一
の対戦となり、接戦の末、５個のブロックを先に入れたKTNVが優勝の栄冠を獲得した。
　スーパーロボットショーでは、トヨタ自動車株式会社のトヨタパートナーロボットや綜合警備保
障株式会社の巡回警備ロボット リボーグＱ、広告宣伝ロボットAn９-PRが登場し、観客を魅了し

全日本小中学生ロボット選手権・小学生部門

全日本小中学生ロボット選手権・中学生部門
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た。海外からも韓国の忠南大学の「ホビスライト」、ソウル
科学技術大学の「RND」やICROSの「DARwin-OP」・「ロボ
ノバー」・「HOVIS-Genie」・「ROBONOVA」が登場した。高
専ロボコンチームのデモンストレーションでは、2013全国大
会で優勝した徳山高専、同準優勝の奈良高専、そして、和歌
山高専Ａチーム（全国大会ベスト８）とＢチームが、２台の
ロボットを操り、課題の縄跳びを華麗にクリアする動きを実
演した。
　本フェスティバルでは、さらに、ロボット操縦体験コーナーも設け、コンテスト参加者以外の一
般来場者もロボットの操縦を体験することで興味を持ってもらうことに努めた。また、「わかやま
産業を支える人づくりプロジェクト展」、小中学生発明の「私たちのくふう展」、「御坊市少年少女
発明クラブ展」、「わかやまソフトウェア・ＣＧ コンテスト展」、「ROBO-ONE＆ロボットゆうえん
ちコーナー」も併設された。

7．2．2　アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2013
　高専ロボコンは、全国から57校62キャンパスの高等専門学校が参加する全国規模の教育イベント
である。各キャンパスから２チームがエントリーし、全国８地区（北海道・東北・関東甲信越・東
海北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄）で開催される地区大会に出場し、そこで選抜された25チー
ムにより全国大会が開催される。平成22年度から、高専ロボコンチームの募集、選出や大会終了ま
での支援について、本センターが担当している。
　平成25年度の第26回大会の競技課題「Shall We Jump?」は、生き物を模した２台のロボット（縄
回しロボットとジャンパーロボット）が高専生と協力して大縄跳びをする競技で、今回も昨年に続
き、コントローラーを使わずに行う。縄回しロボットと高専生が回す縄を、ジャンパーロボットが
跳びながら進み、折り返した後はジャンパー高専生も参加して人とロボットが順番に跳び、最後は
ジャンパーロボットが連続ジャンプに挑戦する。

　10月13日（日）に、近畿地区大会が、四條畷市立市民総合
体育館（大阪府四條畷市）で開催され、近畿地区の高等専門
学校７校から14チームが出場した。本校からは、Ａチームの
「ウメンジャー」と、Ｂチームの「シャバデュビジャンパー」
の２チームが出場した。本校Ａチーム、Ｂチームともに準決
勝に進出したが、両チームとも準決勝では接戦の末、奈良高
専チームに惜敗した。Ａチームは、二回戦で大会最速タイム
を出し、技術賞を受賞

し、審査員推薦で全国大会出場を射止めた。本校チームの全
国大会出場は、連続８回目（通算15回目）となる。
　全国大会は11月24日（日）に両国国技館で開催され、全25
チームがトーナメント形式で対戦した。全国大会では、１回
戦・２回戦は５回連続ジャンプまでのタイムを、準々決勝は
10回連続ジャンプのタイムを、準決勝・決勝は３分以内に連
続ジャンプした回数を競った。参加25チーム中最多となる連

高専ロボコンロボットの実演

Ｂチーム「シャバデュビジャンパー」の試合

全国大会のＡチーム「ウメンジャー」

59



続全国大会出場記録を８年に更新している本校チームは、１回戦で関東甲信越地区優勝校とのス
ピード競争を34秒で制し、幸先良いスタートを切った。２回戦は前回大会のロボコン大賞受賞校と
対戦し42秒で勝利したが、準々決勝では九州沖縄地区優勝校に終盤逆転され残念ながら惜敗し、ベ
スト８となった。今回も優勝には手が届かなかったが、最近８年間で準優勝３回、ベスト８を４回
と強豪校としての実力を発揮している。全国大会の出場メンバーは、選手として電気情報工学科３
年　前井康秀君、同３年　竹中未来君、知能機械工学科１年　松下諒君、ロボットの整備等を担当
するピットメンバーとして知能機械工学科４年　林裕一朗君、同１年　石井健登君、電気情報工学
科１年　森岡奈々絵さん、同１年　安村啓太郎君、物質工学科１年　島田碧偉君である。今回は全
国大会出場メンバー８名のうち５名が１年生という若いチームで、世代交代をうまく進められるか
が課題であったが、技術面やチーム運営など一定の成果を上げることができた。
　本校ロボコンチームの活躍は、近畿地区大会が11月17日（日）、全国大会が12月21日（土）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2013」や出前授業など県内
外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。

7．2．3　教育イベント等への参画・協力
　本センターでは、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
の出前授業やJSTサイエンスパートナーシッププロジェクトとして実施された。本センターが平成
25年度に行った活動を以下に示す。

開催日 イベント等名称 会場等 概要

４/28（日） NHK Eテレ　Ｒの法則
「Ｒｓチャレンジ！」

日高川町
グリーンパーク椿山

同番組のＲｓメンバー３人と本校ロボコ
ン部学生３人が協力して第４回ヤッホー
全日本選手権にチャレンジした。大会の
様子は、５月21日（火）NHK Eテレで
放送された

７/26（金） 夏休み子ども講座
六足歩行ロボットを作ろう 由良町中央公民館 モーターの仕組みの説明、六足歩行ロ

ボットの製作と競技

８/３（土） サイエンス屋台村 大津市科学館
大津市教育委員会

高専ロボコンロボットのデモンストレー
ションと解説・操縦体験

８/５（月）
～６（火） おもしろ科学の実験工作教室

和歌山市
和歌山県工業技術セ
ンター

六足歩行ロボットの製作、ミクロの世界
を観察する、光センサーで音楽スタート、
塩水で走る電気自動車と競技会

８/７（水） おもしろ科学の実験工作教室 田辺市
田辺商工会議所

六足歩行ロボットの製作、塩水で走る電
気自動車と競技会

８/19（月） 子ども工作教室
「名犬ロボットの製作」

日高川町なごみ会
日高川町川辺公民館 モーターの仕組みと犬型ロボットの製作

８/20（火） SPP事業「ロボット教室Ⅱ①」 御坊市
和歌山高専

LEGOロボットの組み立てとプログラミ
ング

８/30（金） 小中学生のための電気教室 電気学会関西支部
大阪市立科学館

高専ロボコンロボットのデモンストレー
ションと解説・操縦体験

８/31（土） オープンキャンパス 御坊市
和歌山高専

高専ロボコンロボットの展示とVTR上
映

９/30（月） SPP事業「ロボット教室Ⅱ②」 湯浅町
山田小学校 六足歩行ロボットの製作と競技

11/３（日） 宮子姫みなとフェスタ 御坊市
日高港

高専ロボコン2012八咫等烏の展示と各種
ロボットの操縦体験

60



１/11（土） SPP事業「ロボット教室Ⅱ③」 湯浅町
山田小学校

高専ロボコンロボットのデモンストレー
ションと解説・各種ロボットの操縦体験

１/11（土） 出前実験「わくわく体験－ロ
ボット－」

湯浅町教育委員会
湯浅町民体育館

高専ロボコンロボットのデモンストレー
ションと解説・各種ロボットの操縦体験

３/20（木） 出前授業「ロボット工作教室」 和歌山市
福島小学校 六足歩行ロボットの製作と競技

7．2．4　文部科学副大臣視察
　９月20日（金）に福井照文部科学副大臣が本校を訪れた。20日午後に到着した福井副大臣は、き
のくにロボットフェスティバル実行委員会の二階俊博名誉会長、吉田擴実行委員長、本校の堀江振
一郎校長他、きのくにロボットフェスティバル関係者や教職
員に迎えられた。今年で７回目の開催を迎えるきのくにロ
ボットフェスティバルについて担当者から説明を受けた。そ
の後、ロボコン部の学生と面談し、今年の全国高専ロボコン
大会に向け調整中のＡチーム「ウメンジャー」の実演を見学
した。ロボットの実演を見た福井副大臣から激励の言葉を受
け、３週間後に迫った地区予選に向けてロボコンチーム一同
は大いに士気を高めていた。

7．2．5　自己点検結果
　平成25年度は申請していた外部資金に採択されず、運営面で厳しい一面もあったが、全体的には
多くの活動を実施できた。また、文部科学副大臣の視察があり、きのくにロボットフェスティバル
や高専ロボコンの活動への激励を受けたことは大変な励みとなった。今後も財政面の確保や活動の
一層の充実に向けた努力を続けていきたい。
　きのくにロボットフェスティバルは今回で７回目を迎え、全日本小中学生ロボット選手権への参
加者数も増え、発展してきている。さらに、ロボット選手権参加者が中学校での課外活動として一
所懸命取り組む様子がテレビ和歌山「はばたく紀の国～教育は今～」（１月19日（日）放送）で放
送され、中学校教育の面でも大きく貢献していることが伺える。一方、参加者や来場者の増加に合
わせて、より細やかな対応も求められるようになり、十分な準備を行っていく必要がある。
　本センターが高専ロボコンチームをどのように支援していくかまだ十分確立できていない。３月
23日（日）に開催された高専ロボコンフォーラム2013に、校長、センター長、ロボコン部学生が参
加して情報等を収集してきたので、参考にしながら、引き続き、的確な支援に努めていきたい。
　WARAIロボットについては、平成25年新年の実演で故障し、財源の問題から修理できず、平成

NHK　Eテレ「Ｒの法則」の撮影 ＳＰＰ事業「ロボット教室Ⅱ③」

福井副大臣とロボコン学生の面談
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26年新年には出展できなかった。WARAIロボットの修理や維持管理等について日高川町と相談し、
今後の活用方法や財源について日高川町で検討していただくことになった。その結果を受けて、今
後の対応を図っていきたい。

7．3　メディアセンター

7．3．1　情報処理教育センター
7．3．1．1　公開講座「お手軽アニメーション作成」
日　時：平成25年７月13日（土）１日間
時　間：10：00～15：00
場　所：和歌山工業高等専門学校　図書館棟　第３演習室
対　象：中学生～一般
講　師：本校の教職員　村田充利、森　徹、寺西　信
　本講座は一般家庭にあるパソコンを使って、画像の編集や
アニメーションの仕組みを解説し、実際にアニメーションを
作成することを目的として平成19年度から実施している。受
講生は中学生６名であった。今年度は、今まで行ってきた
Flash形式のアニメーションではなく、MMDと呼ばれるフ
リーソフトを使用し、実践しやすいものとなった。午前中は
スライドを用いてアニメーションの基礎を学び、実際に使用
するソフトウェアの基本的な使い方と簡単なアニメーション
の作成方法を学んだ。午後からは、各参加者が自由にアニメーションを作成した。最後に成果発表
会を開いて、各自ができあがったアニメーションを発表した。その後、各参加者にはメディアセン
ター長から修了証が手渡された。講座後のアンケートでは、参加者から「楽しかった」という満足
度の高い回答が寄せられ、「次はパソコンやプログラム関係の講座に参加したい。」と意欲ある回答
も見られた。講師も「難しいと感じた参加者もいたようだが、参加者の反応からすると好評だった
と感じた。ほとんどの参加者には、面白いと感じてもらえたようで嬉しい。」と振り返った。次年
度以降も実施していく考えである。

7．3．1．2　パソコンの組み立て（なるほど体験科学教室）
　11月２日（土）に「Making PC」とのテーマで、パソコン
組み立ての体験を行った。これは、平成25年度理工系教育推
進事業「なるほど体験科学教室」で開設している教室の一つ
で、小・中学生を対象に科学のおもしろさを知ってもらう目
的で毎年実施しているものである。
　参加者は小学生３名、中学生４名の計７名であった。講師
は情報処理教育センターのスタッフ森徹教員、寺西信技術職
員、眞田順技術職員が担当した。

　パソコンの仕組み及び各部品について簡単な説明を行った後、各自一台ずつのパソコンを組み立

パソコン組み立て風景

実習風景
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てた。利用したのは市販の組み立て用パソコンである。講師の指導の下、パソコン筐体への各装置
の組み込みから配線まで行った。

7．3．1．3　CALLシステムの導入
　12月に、図書館棟視聴覚教室を改装してCALLシステムを
導入した。本システム（教員用PC：１台、学生用PC：49台）
は主としてコンピュター支援の語学学習に用いられ、グルー
プ学習から一対一の個人指導まで多彩な学習環境を提供、英
語をはじめとする語学学習に威力を発揮するものと期待され
る。また、別途設置した学習管理システム用サーバーへのア
クセスによりe-Learningサービス機能や英文法、TOEICテス
トなどの英語学習ソフトウェアが学内外から利用可能となっ
た。

7．3．1．4　情報セキュリティ講演会
　12月18日（水）に本校100番教室において、平成25年度和歌山高専情報セキュリティ講演会を開
催した。教職員32名、学外参加者１名、学生18名の計51名が参加した。講師には、昨年度も講演に
お越しいただいた内閣官房情報セキュリティセンター参事官補佐で元和歌山県警察本部警務部情報
管理課長の大塚祥央氏をお招きし、｢情報セキュリティを巡る情勢について｣ と題した講演を行っ
た。講演の中で大塚氏は、スマートフォンの普及で、サイバー犯罪が増加している傾向にあり、誰
もが被害者になる可能性があることについて、実際に発生したインターネット上でのウイルス等に

よる被害事例を数多く紹介しながら、参加者に注意を促した。
また、最近話題になっている情報漏洩についても多くの被害
事例が紹介された。講演の最後には自身が被害者にならない
ために、①パソコンやスマートフォンにウイルス対策ソフト
等を導入する、②ウイルス対策ソフト等を常に最新の状態に
更新しておく、③OSやアプリケーションソフト等も常に最
新の状態に更新しておく、以上の３点に特に気を付け、被害
者にならないよう心掛けて行動してほしいと強調された。

7．3．1．5　自己点検結果
　情報処理教育センターでは、公開講座「お手軽アニメーション」、なるほど体験科学教室「Making 
PC」を行った。受講生からも良い評価を得ており、今後とも継続予定である。
　毎年開催している情報セキュリティに関する講演会を12月に開催し、教職員、学生など51名の参
加者を得た。今後も、近年増加するサイバー犯罪や情報漏洩などの問題に適切に対応するために教
職員や学生の意識向上に努める予定である。
　図書館棟視聴覚教室を改装してCALLシステムを導入した。現在図書館棟に設置されている第３
演習室と併せて図書館と一体化したメディアセンターとしての機能が充実しつつある。今後の施設
改修に際し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。

CALL教室

講演する大塚氏
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7．3．2　図書館
　本校図書館は、「誰もが親しみ、利用しやすく」を目標に、
諸施策の実施や機材導入・改善の努力を続けている。学内に
対しては、読書感想文コンクール、教員・学生による図書推
薦、学生図書委員会による「図書館だより」発行等を図書館
設立当初より継続して実施している。平成22年度からは、年
間貸出冊数の多かった優良利用者を表彰している。さらに平

成24年度からは読書スタ
ンプラリーを開始、今年
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。
　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。

7．3．2．1　「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125号、第126号）した。編集はメディアセンター長（野村英作）、副セ
ンター長（和田茂俊）及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とお
りである（○は編集委員長）
　　第125号：村山暢（知能機械工学科）、岩本仁志（物質工学科）

長谷川滉（１Ａ）、金川優羽（１Ｃ）、○河股凌平（２Ａ）、
中路渚（２Ｃ）、
中村優介（３Ａ）、桑原由樹（３Ｃ）、藪内太士（４Ａ）、
宮﨑輝実（４Ｃ）、
宮口拓己（５Ａ）、谷川公実子（５Ｃ）

　　第126号：徳田将敏（電気情報工学科）、三岩敬孝（環境都市工学科）、
右代谷昇（総合教育科）
菊山かのん（１Ｂ）、宮本泰成（１Ｄ）、片井涼（２Ｂ）、
中村圭佑（２Ｄ）、○濵野雅哉（３Ｂ）、浜口良太（３Ｄ）、
田中博峻（４Ｂ）、面矢建次郎（４Ｄ）、島本聡太（５Ｂ）、上舍和寛（５Ｄ）

7．3．2．2　ブックハンティング
　６月13日（木）、和歌山市内の書店で学生ら23名による「ブックハンティング」を行った。これ
は学生図書委員らが図書館収蔵用の図書を書店で直接選ぶという、今年度からスタートした本校図
書館の新企画である。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

図書検索端末機

蔵書検索システム（長岡）

図書館だより（125号）
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図書館で読むことになる本を自分たちの目で自由に選んで購
入を決めた。学生たちは新刊本が並ぶ棚の前で、専門書や小
説、趣味の本などを思い思いに手に取り、一冊ずつ楽しそう
に選んだ。購入した図書は全69冊で夏休み前の７月から学生
自らデザインした特設コーナーを設置して貸出を開始した。
学生への貸出率は高く、好評であった。来年度以降も継続す
る予定である。

7．3．2．3　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42編で、その中
から、第１席１編、第２席１編、第３席２編、計４編の作品
が選ばれた。表彰式は11月６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）を授与した。
受賞作品はいずれも自分の意見を明確に述べて論証する、論
理性の確かな作品であった。第１席、２席の作品は『図書館
だより』126号に掲載された。入賞作は次のとおりである。
　　第１席　電気情報工学科１年　菊山かのん　ジンナイズムの影響力
 （伊坂幸太郎『チルドレン』　講談社）
　　第２席　知能機械工学科１年　長谷川滉　『夢をかなえるゾウ』を読んで
 （水野敬也『夢をかなえるゾウ』　飛鳥新社）
　　第３席　電気情報工学科１年　野尻侑聖　『グッドラック』を読んで
 （アレックス・ロビラ、フェルナンド・トリアス・デ・ペス『グッドラック』
 ポプラ社）
　　第３席　電気情報工学科１年　森岡奈々絵　『階段途中のビッグ・ノイズ』
 （越谷オサム『階段途中のビッグ・ノイズ』　幻冬舎）

7．3．2．4　スタンプラリー
　昨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。実施状況は下表のとおりであ
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

7．3．2．5　その他の活動
　その他下記の活動を行った。

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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・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４日（火）の終業式において優良利用者３名を表彰した。表彰者は次のとおりである。
　　　物質工学科３年　倍詩織、島田祐嗣、中村慎
・年度初めに長期貸出中の研究用図書の確認を行い、夏季休業中には蔵書点検を実施して、蔵

書の管理を徹底して行った。
・４回実施された校内大掃除の際、書籍の配列の乱れを学生が整理することで、図書が「日本

十進分類法」に基づいて配架されていること、この規則性が図書館利用を容易にしているこ
との認識を深めた。

・陸前髙田市図書館ゆめプロジェクトへの参加を呼びかけ、陸前髙田市図書館復興に寄与した。
・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
を昨年度に引き続き行っている。

7．3．2．6　図書館入館システムの更新
　老朽化により作動不安定となっていた入館システムが故障
したため更新を行い、３月６日（木）から稼働した。

7．3．2．7　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。

　ここ数年貸出冊数は、
横ばい傾向にある。分野別に見ると「技術」「産業」「芸術」
「言語」分野が昨年度を下回っているが、残りの分野は全て
増加している。（平成25年度分の入館者数は入館システムの
故障のため、概算）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７．１、表７．２）
　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）、自然科学・工学技術系図書が比較的多く利用されている。地域の一般公共図書館には見られ
ない、本図書館の特色である。また、芸術・文学書等も多く貸し出されており、登録利用者層の広
さがうかがわれる。中高校生の入館もあり、学習の場として積極的に利用されている。学外利用者
の貸出冊数は昨年度に比べ減少した。また、今年度、学外利用新規登録者数は平成12年度の公開以
来950名を超えた。（表７．３、表７．４、表７．５）

7．3．2．8　和歌山地域コンソーシアム図書館
　県内の高専・大学及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。
データのWeb公開数が年々増加している一方、利用件数はそれほど上がっていないため、いかに
利用者を増やしていくかが課題である。

更新された入館システム

閲覧室全景
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7．3．2．9　自己点検結果
　本校の「図書館だより」を発行する体制は教員・学生図書委員の協力のもとに効率よく機能を果
たしている。
　図書館の蔵書管理、入館者管理はきめ細かくチェックされ、蔵書の紛失も極めて少ない。図書館
利用促進策として、昨年度から読書スタンプラリーを開始、さらに今年度からはブックハンティン
グを実施した。スタンプラリーではエントリー数が伸び悩んでおり、年間を通してのいっそうの周
知・宣伝活動が必要である。初めての企画であるブックハンティングは学生図書委員を中心として
多くの参加者を得て、本を選ぶ楽しさを味わってもらうことができたと思われる。購入した図書館
所蔵用図書についても常に貸出率が高く、学生が自ら選書する必要性を痛感した。本企画は来年度
も継続し、購入冊数の増加を含めてより充実させていきたいと考えている。課題は、本校近辺に大
型書店がなく、和歌山市まで１時間あまりかけて出かける必要があることである。今年度はバスで
午後からの出発であったが、時間的に余裕が持てるように土曜日開催を計画する予定である。また、
読書感想文コンクールについてはここ数年、全クラスへの周知を図っているのにもかかわらず、夏
休みの課題として課せられたクラスからの応募が主となっており、自主的な応募は少ないのが現状
である。本企画の存続を含めて対応を検討していく必要があると考えられる。
　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る準備を行っている。来年度の早期に運用できるよ
うに専用端末や関係する利用規程の整備を行う予定である。
２．図書館棟の改修計画を立案中である。その中でバリアフリーに対応するいっそうの設備更新・
施設整備を進めるとともに、書庫の耐震化も行っていく必要がある。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。
　以上、本図書館は、本校の教育・研究、地域産業に関する技術資料等の厳選と蔵書増にますます
努めるとともに、一般教養図書についても学内外からの要望をできるだけ受け入れられるように努
力したい。さらに、各地域の図書館との連携を活かした情報提供サービスをより向上させ、紀南の
情報発信源としての積極的な取組みを果たすことが求められている。情報処理教育センターととも
に、メディアセンターの両輪として、本校の教育を積極的に支援していきたい。

表7．１　入館者数

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

昼　　　　間
（8：30～17：00）

13,656人
（454）

14,943人
（1,061）

14,705人
（540）

14,276人
（984）

－人
（－）

夜　　　　間
（17：00～21：00）

4,406人
（189）

4,287人
（148）

4,679人
（96）

4,680人
（310）

－人
（－）

合　　　　計 18,062人
（643）

19,230人
（1,209）

19,384人
（636）

18,956人
（1,294）

20,797人
（－）

＊（　　　）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。
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表7．2　貸出冊数
分類（ＮＤＣ） 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
０　総　　記 85冊 81冊 103冊 89冊 102冊
１　哲　　学 92 69 75 42 86
２　歴　　史 117 168 128 145 164
３　社会科学 196 215 233 233 246
４　自然科学 713 1,071 1,068 909 985
５　技　　術 736 888 677 784 592
６　産　　業 29 35 22 30 27
７　芸　　術 455 722 736 939 653
８　言　　語 229 324 739 736 572
９　文　　学 892 1,408 1,500 1,634 1,906
図 書 合 計 3,544 4,981 5,281 5,541 5,333
　　雑　　誌 303 283 299 190 144
合　　　　計 3,847 5,264 5,580 5,731 5,477
　
土曜日貸出冊数（内数）

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
205冊 296冊 286冊 300冊 190冊

＊貸出冊数については、昼間・夜間の区分はしていない

表7．3　一般開放に伴う学外利用者職業別登録者数
区　　分 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

小　学　生 0人 1人 0人 1人 0人
中　学　生 16 6 4 8 1
高　校　生 1 1 5 6 3
大　学　生 1 3 0 1 5
専門学校生 0 0 3 0 0
会　社　員 8 5 4 8 6
公　務　員 2 2 2 4 3
農　　　業 0 0 0 0 0
自　営　業 1 0 1 1 0
主　　　婦 0 0 0 1 1
そ　の　他 23 19 18 26 26

新規登録者計 52 37 37 56 45
年度更新者計 47 45 41 37 39
合　　　計 99 82 78 93 84

表7．4　一般開放に伴う学外利用者入館者数

　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できませんでした。
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7．4　技術支援室

7．4．1　学生の実験・実習、卒業研究及び課外活動等の技術支援
　学科やメディアセンターからの要請を受けてそれぞれのグループで対応した。また、１週間単位
の担当表も作成している。

【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

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

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

　
7．4．2　工作機器・実習設備等の保守・管理等
　学科やメディアセンターからの依頼により、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
CALLシステムに関する導入作業

表7．5　一般開放に伴う学外利用者分類別貸出数
分　　類 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

０　総　　記 6冊 15冊 16冊 2冊 4冊
１　哲　　学 12 3 1 6 1
２　歴　　史 6 9 11 13 11
３　社会科学 6 19 11 7 14
４　自然科学 46 37 75 25 13
５　技　　術 67 75 59 57 28
６　産　　業 3 10 4 2 1
７　芸　　術 57 45 22 39 7
８　言　　語 6 9 8 0 20
９　文　　学 250 333 217 231 101
　　雑　　誌 4 24 7 12 4
合　　計 463 579 431 394 204
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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

7．4．3　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。

Ａｌ材の旋盤加工
測定試料のテーパ加工
実験器具のステンレス加工
ネームプレートの作成
研究に伴うワイヤーカット加工
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

7．4．4　地域連携活動に伴う技術支援
　初めての試みとして、技術支援室が担当する『ホバークラフトの製作』、『ペットボトル掃除機を
作ろう』の公開講座・出前授業を行った。さらに、ロボット教育センターからの依頼による「きの
くにロボットフェスティバル2013」や本校の教員やメディアセンター等が中心となって行う公開講
座・出前授業に対して種々の支援を行った。
　また、平成26年度の公開講座・出前授業は、それぞれのグループの特色を生かしたものにするた
め２ないし３テーマを選び、ミーティングの席上でプレゼンテーションを行って決定した。

【公開講座】
（１）技術支援室担当
　①ホバークラフトの製作

　公開講座「ホバークラフトの製作」を７月27日（土）に開催した。この講座は、ホバークラ
フトがどのようにして動くのかを学び、実際に製作することで、ものづくりの楽しさを体験す
ることを目的としている。講師は中嶋技術職員、寺西技術専門職員、天野技術職員、眞田技術
職員、濵口技術職員が担当した。
　講師の紹介の後、ホバークラフトの製作を開始した。作製手順を写真でスクリーンに順次表
示し、それにそって作業を進め、参加者全員完成させることができた。参加者は、ホバークラ
フトを真っ直ぐ進ませるための調整に苦戦していたが、調整が完了すると笑顔で楽しそうに走
らせていた。また、設置した直線コースでタイムを測定し、速く走らせる調整にも挑戦してい
た。講座後のアンケートでは、「楽しかった」や「またやりたい」の感想が多く、満足した様
子であった。
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　②ペットボトル掃除機を作ろう
　７月27日（土）に、本校電気情報学科教育用学生実験
室において、技術支援室担当の公開講座「ペットボトル
掃除機を作ろう！」を開催した。講師は小川技術職員、
小口技術長、林技術専門員、花田技術専門員、巨海技術
専門職員が担当した。小学生16名・中学生４名の参加が
あった。
　ペットボトル掃除機の原理について説明を行い、手順
を説明しながら製作を行った。参加者全員が集中して作
業に取り組み、ペットボトル掃除機を作り上げることができた。実際にゴミを吸い込むかを確
認し、うまく動かない場合は、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ペットボトル掃除機を完成させた。終了後のアンケートでは「今
まではこういう活動が好きではなかったが、好きになった」という意見もあり、好評であった。

（２）その他

開催日 講座名 開催場所 担当部署
７/13（土） お手軽アニメーション作成 本校 メディアセンター
８/５（月）

～８/６（火） おもしろ科学の実験工作教室 和歌山県工業技術センター ロボット教育センター

８/７（水） おもしろ科学の実験工作教室 田辺商工会議所 ロボット教育センター
８/31（土） 和歌山高専の地上絵 本校 環境都市工学科
11/２（土） Making PC 本校 メディアセンター

【出前授業】
（１）技術支援室担当
　①ホバークラフトの製作

　出前授業「ホバークラフトの製作」を11月16日（土）
に有田川町立白馬中学校の文化祭にて開催した。講師は
中嶋技術職員、濵口技術職員が担当した。参加者は白馬
中学校の学生６名、近隣の小学校高学年４名の計10名で
あった。作製手順を写真でスクリーンに順次表示し、そ
れにそって作業を進め、参加者全員完成させることがで
きた。ホバークラフトを真っ直ぐ走らせる調整に苦戦し
ていたが、指導者の補助により全員がホバークラフトを
真っ直ぐ走らせることができた。授業後のアンケートでは、「楽しかった」や「またやりたい」
の感想が多く、満足した様子であった。

　②ペットボトル掃除機を作ろう
　８月８日（木）に、田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会が主催する科学教室「ペット
ボトル掃除機を作ろう‼」が田辺市龍神市民センターで開催され、講師は小川技術職員、小口
技術長、林技術専門員、花田技術専門員、巨海技術専門職員が担当した。参加者は小中学生23

公開講座「ペットボトル掃除機を作ろう！」

出前授業「ホバークラフトの製作」
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名であった。
　アンケートでは、ほとんどの参加者から「とても楽しかった」「またやってみたい」等の回
答があった。

（２）その他

開催日 講座名 開催場所 担当部署
８/12 ソーラーカー作り 御坊中央公民館 電気情報工学科

【その他】

実施日 内　容 場　所 担当部署
６/９（日） 御坊商工祭への参加 御坊市内 環境都市工学科
７/31（水）

～８/１（木）
LEDを用いた簡単な電子回路の
作製及び実験 和歌山県立図書館 地域共同テクノセンター

１/31（金） 演算増幅器を用いた回路設計方法 本校 地域共同テクノセンター

【新テーマのプレゼンテーション】

テーマ名 グループ
－メタルゴム鉄砲を作ろう－ 生産・加工グループ
手こぎボート工作 生産・加工グループ
ソーラーモーターカーを作ろう 電気・情報グループ
Scratchで楽しくプログラミング 電気・情報グループ
ボイスレコーダーキットの作製 電気・情報グループ
手作り顕微鏡でミクロ生物を探そう 化学・環境グループ
ガリレオ温度計をつくろう 化学・環境グループ
水中UFOキャッチャーを作ろう 化学・環境グループ

7．4．5　研究
　平成25年度科学研究費を３件申請したが、残念ながら不採択であった。平成26年度についても、
３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25年度にそ
れぞれ２件を申請し、すべて採択された。

（１）科学研究費助成事業（奨励研究）申請
　３件（電気・情報グループ２件、化学・環境グループ１件）の申請があったが採択されな
かった。

（２）戦略的研究助成（学内）
　新規採択されたのは、物質工学科西本助教を代表とする「水産物中における有用成分への圧
力処理の影響」で、化学・環境グループの花田技術専門員が参画し、試料調製等、実験実施に
取り組んだ。
　継続採択された、環境都市工学科林和幸准教授を代表とする「カルサイト析出による地盤液
状化対策の低コスト化と環境負荷低減技術の提案」では、化学・環境グループの小川忠繁技術
職員が参画し、実験装置の設計、製作及び実験実施に取り組んだ。
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（３）教育研究奨励助成（学内）
　①高等専門学校における長期的な気象観測　　小川技術職員

　校内に気象観測装置を設置し長期的な気象観測を行うことで、局地的な気象特性を調査し気
象災害の研究や防災に貢献することを目的とした。

　②本校施設の安全性確保を目的とした実態調査への３Ｄスキャナーの活用　　小川技術職員
　校内の建築物ならびに地形の現状を３Ｄスキャナーを用いて３次元的に把握し、建築物の経
年劣化等の評価に資するデータベースを構築することを目的とした。

7．4．6　技術の習得、継承、保存及び研修
（１）研修
　これまで定期的に実施されてきた研修会・協議会・懇談会に加え、「高専技術教育研究発表会」
に本校としてはじめて参加した。今年度に参加した研修会等について、概要を以下に示す。
　①平成25年度近畿地区高等専門学校情報処理教育連絡協議会

　７月31日（水）に舞鶴高専が主管校となり、キャンパスプラザ京都で開催された。技術支援
室からは、寺西技術専門職員が参加した。近畿地区７高専の情報系の教職員が参加し、各校か
ら提出された協議事項、承合事項等について議論を行った。

　②平成25年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会
　８月21日（水）～23日（金）に豊橋技術科学大学キャンパスで開催された（主幹校：香川高
専）。本校からは松本義幸技術職員が参加した。西日本地区27高専の機械系技術職員が集い、
各校の現状などの意見を交えて技術職員の取り組みについての報告が行われた。また、全国高
専教育フォーラムが同時開催されたので、こちらにも参加する形での研修となった。

　③近畿地区技術職員懇談会
　８月27日（火）に明石高専で開催され、本校からは、小口技術長、林化学・環境グループ長、
寺西電気・情報グループ長が参加した。各校から提出された承合事項、協議事項について活発
な意見交換が行われた。

　④平成25年度国立高専機構情報担当者研修会
　12月２日（月）、３日（火）に、高専機構本部主催で、学術総合センター（東京）において
開催され、技術支援室からは、寺西技術専門職員が参加した。１日目は、機構関連の情報系研
修とグループ別のディスカッションが行われ、２日目は、クラウド、SINET、シンクライア
ント等の情報系の講義を受講した。

　⑤第５回「高専技術教育研究発表会」in 木更津
　平成26年３月10日（月）、11日（火）に、第５回高専
技術教育研究発表会 in 木更津に巨海技術専門職員が参
加し、「技術支援室での講習会開催について」という題
目で口頭発表し、他高専の発表を聴講した。

　⑥Map３D講習会
　２月７日（金）に株式会社大塚商会主催のMap３D基
礎コースがαラーニングセンター大阪（ＩＴソリュー
ションセンター大阪）にて開催され、技術支援室からは 発表する巨海技術専門職員
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小川技術職員が参加した。AutoCAD Map ３Dの一連の基本操作に関しての講習を受講した。

（２）技術の継承、保存
　①ボール盤作業とねじ立て作業講習会

　９月18日（水）に内部研修として技術職員対象に
「ボール盤作業とねじ立て講習会」を行った。本講習会
は技術職員の技術・知識向上、業務の相互理解を目的と
して開催し、講師として巨海技術専門職員が担当した。
講習会はものづくりセンター内のものづくり工房にて行
われ、６名の参加があった。最終的に文鎮を製作し、も
のづくり体験もしてもらった。

（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
ネットワークスペシャリスト［国家資格］ １

7．4．7　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
新規購入機械の機種選定・技術審査 生産・加工グループ 知能機械工学科
部品の加工・加工指導 生産・加工グループ 知能機械工学科、ロボコン部他
工学特別実験「創造デザイン部門」加工指導 生産・加工グループ 専攻科
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
ソフトウェアライセンス管理関連業務 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
大学間連携共同教育推進事業に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター、総務・企画係
学寮ネットワークに関する業務 電気・情報グループ メディアセンター、寮務係
情報セキュリティ推進委員会に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター
メディアセンター委員会に関する業務 電気・情報グループ メディアセンター
広報委員会に関する業務 電気・情報グループ 広報委員会
仕様策定委員業務 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び更新作業 電気・情報グループ 広報委員会

「卒業生進路先」データの更新 電気・情報グループ 学生係
「求人情報」VBA作成及びデータ更新作業 電気・情報グループ 学生係
「編入学情報」データの更新 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 情報セキュリティ推進委員会
教職員PCトラブルへの対応 電気・情報グループ 教職員
開示用定期試験問題の追加及び公開作業 電気・情報グループ 教務係
体験実習入試に関わる業務 化学・環境グループ 物質工学科

ボール盤作業とねじ立て講習会
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３Dスキャナを利用した地形の詳細測量 化学・環境グループ 環境都市工学科
ニアストレングスコンテスト参加 化学・環境グループ 環境都市工学科

7．4．8　自己点検結果
　各部署や教員からの依頼・要請に対する取り組みをはじめ、年度当初に計画したことがほぼ遂行
できた。特に、公開講座・出前授業の担当、校内講習会の開催、学外研究発表会での技術発表につ
いては、技術支援室としてはじめての取り組みであり、今年度の成果である。
　また、運営の円滑化のため、室長・技術長・グループ長・専門員で構成する「スタッフ会議」を
立ち上げ、ミーティングの議題の決定や要請等への対応を事前に協議し、ミーティングで提案・協
議・決定するという方式にした。
　今後改善・検討することとしては、学外での技術発表やスキルアップのための研修への参加等の
定着、外部資金獲得のため科研費等申請の増加、学内講習会の定例化、業務が特定の職員に偏らな
いような配慮等がある。
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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25年度の活動状況を以下に報告する。

8．1　外国の大学等との交流について

　現在本校は、中国の上海電機学院及び成都電子機械高等専科学校・成都航空職業技術学院との間
で学術交流協定を結んでいる。特に上海電機学院との関係は長く、後述する短期留学団を相互に派
遣する行事は平成25年度に第10回を迎えた。
　中国以外に、インドネシアのバンカ・ベリトゥン高専（State 
Polytechnic of Bangka Belitung）との交流が始まっている。
平成24年度に同高専からロボコンに関する助言を本校が求めら
れたことから繋がりは始まり、平成25年３月にJICAシニア海
外ボランティアが来校して堀江校長はじめ関係教員と面談する
とともに、本校施設を見学していった。平成25年度には学生同
士の交流も実現した。８月５日（月）～９日（金）に苫小牧高
専で開催された「アジアの学生の高専体験プログラム」にバン
カ・ベリトゥン高専から学生３名と引率の教員１名が参加した
が、本校はパートナー校として２名のアシスタント学生を派遣
した。３名のインドネシア学生にとって初めての日本は貴重な体験となったが、本校学生にとって
も海外の学生と寝食を共にして彼らが日本を知る手助けをしたことは、大きな収穫であった。さら
に、平成26年度にはバンカ・ベリトゥン高専の校長先生以下数名の幹部教員が来校する予定である。
　また、平成25年４月８日に、マレーシアのINTEC Education College （INTEC）のファジラ学長

と、カミリア日本語学院長が本校を訪れた。INTECは、工学、
医学、薬学などの分野で基礎的な教育を施した後、日本をはじ
め欧米各国の高等教育機関に留学生を送りだしているマレーシ
ア屈指の国際的な大学である。今回の代表団は、日本への留学
制度の充実と改善を図るために来日され、東京で高専機構本部
を訪れた後、マレーシア政府からの派遣留学生の日本での留学
生活を視察するために複数の高専を訪問したが、本校は１校目
であった。これを機会に、より一層マレーシアと本校の交流が
深まるよう望んでいる。

国 際 交 流 関 係8

「アジアの学生の高専体験プログラム」
京兼明石高専校長（中央）を挟んで、
Harwadiバンカ・ベリトゥン副学長と

学生３名＆本校学生２名

INTEC訪問団との記念撮影：
前列左から、堀江校長、カミリア学院長、
ファジラ学長、京兼明石高専校長
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8．2　外国の大学等からの教職員、研究者及び学生等の受入れ

8．2．1　留学生の受入れ
　平成24年度の外国人留学生は８名（うち女子１名）であったが、平成25年３月に２名が卒業し、
２人とも国立大学第３学年に編入学した。平成25年４月には国費留学生１名、マレーシア政府派遣
留学生１名、さらに私費留学生１名の計３名が３年生に編入学した。その結果、平成25年度の留学
生数は９名となった。国別、クラス別の人数は下表のとおりである。しかし、平成26年２月に私費
留学生は退学した。なお、平成26年３月には５年生５人が卒業し、全員国立大学第３学年に編入学
した。

8．2．2　外国人私費留学生の受入れに向けた取り組み
　外国人私費留学生を受け入れるために、（独）国立高等専門学校機構が実施する平成26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。入学志願者を増やすため、和歌山市内の
日本語学校２校を国際交流委員長が訪問してＰＲ活動を行った。その結果、知能機械工学科と物質
工学科に１名ずつの志願者があり、知能機械工学科志願者を合格としたが、その志願者が辞退した
ので、結局平成26年度の私費編入学生はなかった。
　一方、上海電機学院から、平成23年３月に締結した「学生交流に関する協定」に基づいて、正規
学生として編入学を希望する女子学生１名を、平成25年11月に特別聴講生として知能機械工学科３
年生に受け入れた。当該学生は、平成26年３月に実施された編入学試験に合格し、４月から知能機
械工学科４年生に編入することになっている。

8．3　外国の大学等への教職員及び学生等の派遣

8．3．1　在外研究員の派遣
　（独）国立高等専門学校機構が毎年実施している在外研究員派遣制度へ、企画会議で人選した教
員を申請した結果、平成24年度は物質工学科の綱島克彦准教授、平成25年度は物質工学科の河地貴
利准教授が採択された。それぞれの渡航先等は下表のとおりである。
在外研究員の派遣

派遣教員 渡航国 研修先 研修テーマ 渡航期間
物質工学科
綱島克彦 アメリカ アルゴンヌ国立

研究所
次世代リチウムイオン二次電
池材料に関する研究

平成25年３月26日　
～平成26年３月10日

物質工学科
河地貴利 アメリカ ノースウェスタ

ン大学
分子機械素子の新規合成法に
関する研究

平成26年３月25日　
～平成27年３月24日

国別留学生数
国名 人数

マレーシア ５名
バングラデシュ １名
インドネシア １名
カンボジア １名
中国 １名

クラス別留学生数
クラス ３年 ４年 ５年

知能機械工学科 ２ １ ２
物質工学科 ０ ０ ２
環境都市工学科 １ ０ １
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8．3．2　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10回目を数えるが、12月～１
月に学生募集を行ったところ、過去最高の30名
の応募があった。英文エッセーによる書類審査
を経て、英語によるコミュニケーション能力の
面接を行い、これも過去最高の14名の学生を選
抜して派遣することにした。出発までに３回の
オリエンテーションを実施し、中国事情の講義、
団体行動や生活習慣など留学中の心得、短期留
学経験者の体験談、PM2.5などの大気汚染対策
について注意を喚起した。特に大気汚染には懸
念があったので、PM2.5の濃度が一定数値以上
の日にはマスク着用を義務付けたり、屋外での
活動をやめて予定を変更したりするよう上海電
機学院側に依頼しておいた。実際、上海市内観
光を予定していた日に濃度が高かったため、日
程を入れ替えることになった。

　女子３名を含む学生14名と引率教員２名の派遣団は、３月23
日（日）に関西空港を出発し、４月２日（水）までの11日間、
上海電機学院の臨港新城新キャンパスに短期留学した。滞在中
は、キャンパス内のビジター用の寮に宿泊し、食事は原則学内
の学生食堂を利用した。様々な交流プログラムが用意されてい
て、講義等では、中国語会話、書道、民族楽器、太極拳の中国
文化を体験した。学生交流では、日中学生親睦会や餃子作りな
どの料理体験を通して種々の交流が図られたが、正式な行事以

外にも、学生会のメンバーや本校への短期留学の経験のある学生が積極的に歓待してくれ、様々な
形で友情を育んでいた。企業見学では、中国東芝工場を見学し、
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、上海市内及び周辺の歴史的かつ現代的な
名所を数々訪れ、短期留学参加学生は充実した日々を体験した。
この行事を成功に導いた国際合作交流処をはじめ上海電機学院
の関係教職員と学生の皆様に、心よりお礼を申し上げたい。さ
らに、今回の訪問では、上海総領事館から大気汚染情報の提供
など、様々なご支援をいただき、ここに感謝申し上げたい。
　今回の短期留学の様子は引率教員から本校に定期的に報告され、本校ホームページで紹介して、
保護者への情報提供のために役立った。
　なお、平成24年度より、本短期留学は、全学科の３年生・４年生を対象に国際文化交流（１単
位）の単位として認定されることになっているので、平成24年度の短期留学参加学生で、単位取得
を希望する者は平成25年度に報告書の提出や報告会での発表等を経て、教務委員会で単位認定され、

上海電機学院短期留学派遣団
役割等 所属等 氏名
団長 総合教育科教授 和田　茂俊

副団長 電気情報工学科助教 竹下　慎二
学生 知能機械工学科３年 古谷　翔太郎
学生 知能機械工学科３年 安川　裕介
学生 電気情報工学科３年 上北　崇弘
学生 電気情報工学科３年 栗本　泰知
学生 電気情報工学科３年 田中　琢磨
学生 電気情報工学科３年 谷口　暢惇
学生 電気情報工学科３年 玉置　羽慶
学生 電気情報工学科３年 堂園　翼
学生 電気情報工学科３年 山澤　駿
学生 電気情報工学科３年 和田　貴登
学生 物質工学科３年 中尾　侑雅
学生 物質工学科３年 中西　浩平
学生 環境都市工学科３年 久保　朱里
学生 環境都市工学科３年 湊　絵美

歓迎式典にて

「中国伝統絵画」梁先生と共に
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この単位の最初の取得者になった。

8．3．3　海外への学生派遣
（１）ISTS2013 （The Third International Symposium on Technology for Sustainability）
　ISTS2013は11月20日（水）～22日（金）に香港のIVE青衣校で開催されたが、本校からの参加
者はいなかった。

（２）テマセク・ポリテクニック技術英語研修
　高専機構がシンガポールのテマセク・ポリテクニック５校との学術交流包括協定に基づいて実施
している技術英語研修は、９月６日（金）～22日（日）に実施された。本校からは、機構での選考
を経て、専攻科メカトロニクス工学専攻１年生　岸飛翔君が参加した。

（３）海外インターンシップ
　高専機構が国立高専の学生を企業の海外事業所等に派遣して就業体験をさせる「海外インターン
シッププログラム」には、本校でも募集を行ったが、日程上の問題などから参加者はいなかった。

8．4　外国の大学等からの訪問
　上海電機学院短期留学訪問団（姚伟春Yao Weichun団長、
尚　海龙Shang Hailong副団長、男子学生９名、女子学生４名
の計15名）を７月７日（日）～７月16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、今回が節目となる
10回目であった。上海電機学院の要望により、受入れ枠を12名
から14名に増やしたが、結果的に今年度は13名の学生を受け入
れた。

　期間中、訪問団は国際交
流会館に滞在し、本校授業に参加したのに加えて、学生会や寮
生会の主催する各種イベントやスポーツを通して学生間の交流
を深めた。今年度は、３年生の合同ホームルームで各クラス代
表学生による日本や和歌山の文化について発表する会が新しく
加わり、日中の学生がお互いを知りあうのに役立った。学校外
では、御坊市長を表敬訪問したり、京都・大阪を観光したり、
白浜で海水浴を楽しんだりした。送別会では、着物体験で浴衣

を着た短期留学生一人一人に堀江校長から修了証書が手渡された。様々な活動を通して、上海訪問
団の学生は、本校学生との友情を育み、和歌山や日本への理解を深め、目に見えない土産物をたく
さん持って帰国して行った。

歓迎挨拶をする中谷学生会長

柏木御坊市長と記念撮影
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8．5　外国の大学等への訪問

　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とお
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 １ 10 ２ ３ ０

在外研究 ０ ０ ２ ０ １
校務（引率等） ０ ３ ０ ０ １

8．6　本校外国人留学生に係る活動

8．6．1　留学生スピーチ大会
　６月19日（水）に、「留学生スピーチ大会」を開催した。
この催しは、留学生の新規受け入れ学年である第３学年を対
象に、留学生と日本人学生との交流推進を目的として毎年開
かれている。本年度は、中国出身の岳君、マレーシア出身の
ズル君、カンボジア出身のレット君が、それぞれ母国の地理、
スポーツ、観光地、料理など多岐に亘る内容を図や写真を用
いて分かりやすく紹介した。参加した３年生は留学生たちの
話に熱心に耳を傾け、ユーモラスな質問や回答には笑いが起
きるなど、皆楽しい時間を過ごしていた。

8．6．2　近畿地区４高専連携事業
　近畿地区の国立高専４校に在学する外国人留学生の交流を図るために、平成19年度から毎年交流
会が開催されているが、平成25年度は、奈良高専が担当校となり、10月12日（土）～13日（日）に
実施され、自国の状況、日本での勉学・生活状況等について情報交換を行ってお互いの理解を深め、
今後の留学生活に役立てた。今年度は奈良県でミニ鬼瓦製作・そうめんの手延べ作業体験を交え、
東大寺の大仏見学、鹿とのふれあいで大いに盛り上がった。

8．6．3　バーベキュー大会
　10月19日（土）に、サイクリング・バーベキュー大会を計画していたが、当日はあいにくの雨で、
バーベキュー大会のみを実施した。留学生、チューター（外国人留学生相談員）及び教職員が参加
して、西山ピクニック緑地（日高町）で野趣あふれる料理を楽しみ、その後、日ノ岬で灯台と風力
発電を見学した。

8．6．4　自動車等の車両利用に関する注意
　海外から来た留学生に日本の交通規則や車両利用に関する法規や学内規則、保険制度などを周知
するために、10月30日（水）に、楠部学生主事補を講師として講習会を開催した。マレーシアから
の留学生の中には国際免許状を持って来日したものも多いが、日本での有効期間は１年に限定され

留学生スピーチ大会
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ているので、日本国内での自動車の利用について関心を持って耳を傾けていた。

8．6．5　きのくにサイエンスセミナー
　日本文化や日本的な事柄に理解を深めるとともに、体験や学習を通して日本に関する基本的な知
識を習得することを目的に、下記の２回のセミナーを実施した。

開催日時 実施場所 テーマ 対象者 講師

12月15日（日） 図書館棟第３演習室 すごろくと統計データ
で知る日本の交通事情

３年留学生と４・
５年留学生希望者 伊勢　昇

１月19日（日） 福々総合文化会館 生け花体験 〃 田渕福美
謝　孟春

8．6．6　スキー研修旅行
　２月１日（土）～２日（日）に、兵庫県養父市にあるハ
チ高原スキー場へスキー研修旅行に出かけた。留学生７名
と上海電機学院からの特別聴講生１名の計８名が参加した。
雪の降らない国から来た学生ばかりなので、留学生たちは
雪を見るのも触るのも初めての体験であった。スノーボー
ディングのレッスンを受けて、１日目はなかなかうまく滑
れなかったが、２日目にはかなりうまくなって、何度もス
ロープを滑り降りていた。スノーボーディングの技術習得
はもちろん、留学生同士の親交を深めるためにも有益な行
事であった。

8．6．7　名田中学校との交流会
　御坊市立名田中学校の国際交流活動の一環として、９月30日（月）に３年生に在籍する留学生３
名、３Ａ岳君、ズル君、３Ｄレット君が同校を訪問、２年生22名とお互いの国を紹介しあったりし
て国際交流の時間を楽しんだ。午後１時からの行事では、３名の留学生が日本語でそれぞれの出身
国について食べ物や行事、観光地などについて紹介した後、中学生の方から日本伝統の遊び、かる
た、スポーツについて紹介や実演があり、最後に皆でたこ焼きを作って、おいしく試食した。最初
は雰囲気もかたかったが、留学生も中学生も打ち解けて仲良く有意義な時間をすごしていた。

8．6．8　地元団体との交流
（１）ロータリー・クラブ主催の交流会
　５月11日（土）に、本校の留学生９名と３年生のチュー
ター３名が、ロータリー国際奉仕委員会（江端清司委員
長）が企画された交流会に参加した。
　印南町の綺麗な自然の中にあるラ・グレースで、乗馬体
験を予定していたが、あいにくの雨で、留学生らは馬房を
見学し、馬の特徴などの紹介を聞いた後に、屋内で馬に
乗ってみた。初めて乗る学生が多くて、少し緊張気味で

ハチ高原にて

馬に乗ってみる
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あったが、馬との記念写真をたくさん撮った。その後、サンシャイン農園で、イチゴ狩りを体験し、
美味しいイチゴを存分に堪能して、皆の笑い声が絶えなかった。バーベキューでは、ロータリー・
クラブのメンバーとテーブルを囲んで、家族や国や学校生活などについて話しあって交流した。

（２）ごぼう駅前マーケット
　12月１日（日）にＪＲ御坊駅前商店街などの地域活性化イベント「ごぼう駅前マーケット」が開
催され、留学生４名とチューターなどの日本人学生５名が参加し、出身国の料理をふるまったりし
て地元住民との親睦を図った。アジアの料理は好評を博し、フリーマーケットの成功にも一役買う
ことができた。

8．6．9　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、本校は次のような協力をした。まず、本協
議会事業の広報誌『きのくに』第24号に留学生の５Ｃディナさん（インドネシア）がエッセーを投
稿した。また、本校留学生の交流関係行事を紹介するとともに、外国人留学生の生活実態に関する
アンケート調査に協力した。
　12月14日（土）に和歌山大学国際教育研究センター主催の「第11回学長杯留学生による日本語ス
ピーチコンテスト」が、和歌山大学地域連携・生涯学習センターで開催され、本校留学生の５Ａマ
シュルー君（バングラデシュ）が出場し、特別賞を受賞した。

8．7　外国人留学生相談員（チューター）

　外国人留学生が本校での学習や生活等にスムーズに適応できるように、最初の１年間、留学生そ
れぞれにチューターを委嘱している。チューター候補者を２年生クラス担任に推薦してもらって決
定している。また、チューターは学寮において留学生の近くの部屋に居住するようにしている。平
成25年度のチューターは、３Ａ岳君に対して安川裕介君、３Ａズル君に対して宮本和典君、３Ｄ
レット君に対して窪田翔志君を任命した。さらに、本校編入学を目指して11月に上海電機学院から
来日した特別聴講生の３Ａ陳さんには森川亜美さんを任命した。

8．8　その他国際交流に関すること

8．8．1　各種集会への参加
（１）平成25年度留学生・国際交流実務担当者研究集会
　（独）国立高等専門学校機構留学生交流促進センターが主催して、７月29日（月）～30日（火）
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、森川国際交流委員長が出席した。本研
究集会の目的は、国立高専における留学生の派遣・受入並びに国際交流に関する体制の整備、担当
者のスキルアップ及びネットワーク形成を図ることである。幅広い話題について報告や討議がなさ
れたが、今回は短期留学の派遣・受入れが大きな話題となっていた。特に留学中の単位認定につい
て、学生が留年せずに卒業するために各校の進級規定との整合性が問題となっている。さらに、私
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費留学生の経済問題や生活指導も大きく取り上げられており、今後私費留学生の受入れを増やして
いくうえでの検討課題となっている。

（２）平成25年度和歌山地域留学生等交流推進協議会運営委員会
　和歌山地域留学生等交流推進協議会（事務局：和歌山大学）が主催して、７月24日（水）に和歌
山大学本部共通棟で開催され、謝国際交流副委員長が出席した。平成25年度の事業計画では、本校
は①広報誌『きのくに』第24号の発行、②留学生と地域との交流行事の情報提供、③和歌山大学主
催「留学生による日本語スピーチコンテスト」に対応した。

8．8．2　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の活用は徐々に広がっている。上海電機学院短期留学一行の
宿泊だけでなく、女子中学生対象のガールズKOSENステイ、留学生の保護者の滞在など、下表の
ように使用した。さらに、会議室として、国際交流委員会、学生相談室ミーティング、オープン
キャンパス、後援会教育部会などにも活用した。

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 15 ７月７日～７月16日
留学生の宿泊（鹿児島高専） １ ７月19日～７月20日
ガールズＫＯＳＥＮステイ参加中学生及び関係者の宿泊 20 ７月23日～７月24日
共同研究者（津山高専教員および学生）の宿泊 ４ ８月26日～８月29日
きのくにロボットフェスティバル2013への韓国からの参加者の宿泊 ９ 12月14日～12月16日
留学生の家族の宿泊 １ ２月７日～３月18日
共同研究者（津山高専教員および学生）の宿泊 ３ ３月24日～３月27日

8．9　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。
　国際交流委員会としては、外国人留学生規則が現状と合わなくなっている条文がいくつかあり、
早急に改正しなければならない。それに合わせて、平成25年３月に改正したばかりであるが、国際
交流委員会規則にも手を加えなければならないだろう。
　個々の事業については、上海電機学院への短期留学に30名もの申し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。反面、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が、新たな相手校を探すべきである。バ
ンカ・ベリトゥン高専との交流は続いているが、協定締結にはもう少し時間がかかりそうであり、
アジア以外の相手校も模索していきたい。
　外国人留学生の活動については、留学生がより関心を持つような行事を企画して、和歌山県や日
高地方をもっと知ってもらうことを考えていきたい。特に、地元の交流団体との交流をもっと強固
なものにすることが望まれる。

83



9．1　人権教育委員会

9．1．1　平成25年度の活動
　本校の人権教育に関する基本方針と本年度の人権教育計画に基づいて教職員や学生を対象とした
人権に関する講演会等を実施した。また学生相談室と合同でメンタル面に問題を抱える学生の支援
について検討し、個々の対応例の情報交換や学校全体としての支援体制の必要性などについて協議
した。　

９．１．２　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、11月20日
（水）「青少年とサイバー犯罪」と題する講演の中でSNSと人
権について御坊警察署生活安全刑事課生活安全係員に講演頂い
た。

９．１．３　平成25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25年11月22日（金）　14：00～16：30
場　所　近畿大学会館
出席者　明石高専人権教育推進委員長、近畿大学高専人権教育室長、奈良高専人権教育推進

委員会幹事長、舞鶴高専学生主事、和歌山高専学生主事、大阪府大高専学生主事・
人権教育推進委員・学生副主事、神戸市立高専学生主事・学生副主事３名

内　容
１．協議事項　　インターネットの利用と人権教育
２．承合事項
⑴ 学生がインターネットで人権侵害を犯した場合、どのように対処するかについて
⑵ 「いじめ防止対策推進法」への対応について
⑶ ネット上での人権侵害について
⑷ 身体障がい者の受け入れ体制について
⑸ インターネットによる人権侵害について
⑹ カウンセリングが必要と思われる学生に対するカウンセリングの勧め方について
⑺ 各種ハラスメントの予防等にかかる対策について
⑻ 人権・同和問題の学習を活動テーマとするクラブ等について

人 権 及 び 健 康 教 育9

SNS講習会
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9．2　学生相談室

　学生相談室は、学生一人一人が悩みつつも成長していけるよう、担任・教科・寮・厚生補導など
とは独立して、どんな相談も受け入れ、秘密は厳格に守りつつ、解決への方向を共に考えサポート
することを目的として設置されている。

９．２．１　平成25年度の体制
　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７名を相談員とし、事務面を学生課長と学生課学生係が
サポートしている。また昨年度までの臨床心理士１名に加え、今年度は
７月以降１名を追加で委嘱して、従来からの１名は週１回、新たな１名
は隔週で、校内でカウンセリング活動に当たっていただいた。また、学
校近くの大谷クリニックの大谷先生に学校医として基本指導を受けると
共に、緊急時や時間外にメンタル面でも診察をお願いしている。さらに
今年度から、精神科医の村垣先生にカウンセラーとの連携や重篤なケー
スでの診療などのご協力をいただいている。以上の内、臨床心理士は国
際交流会館内の「オレンジルーム」において、その他の相談員は各自の
教員室等で相談を受けることとしている。

９．２．２　平成25年度の相談の概略
延べ相談件数は以下のとおり。
臨床心理士への相談　250件
看護師への相談　　　180件
その他の相談員へ　　 36件（内、メール相談 22件）
　　　　　　　　計　466件

（参考：平成16～24年度の合計相談件数の推移は
 113（16年度）→80→95→143→187→112→169→261→278（24年度）となっている。）
　今年度に相談件数が急激に伸びた理由は、主に後述の「こころと体の健康調査」（高専機構から
の提起）への対応によるものと考えられる。
　相談内容の内訳は、「健康・精神衛生」に関わるものが45％で最も多く、次いで「学業」10％、
「友人・対人関係」10％、続いて「寮生活」が４％、「進路・将来」が２％、「クラブ」が２％、
「アルバイト」が２％、「家庭」が１％、となっている（「その他」21％、メール相談５％）。相談
者の内訳についてみると、「教職員・保護者・その他」が最も多く46％、続いて２年生が22％、３
年生が15％、次いで５年生が７％、１年生が６％、４年生が４％となっている。
　以上から注目すべき点について述べる。

①　全体の相談件数は、「こころと体の健康調査」対応分を除いても、多少増えていると思われる。
今後も広報活動など学生にとって気軽に相談しやすい環境作りに努めていく必要がある。
②メール相談は前年度より少し減少したが、元々少ない中での統計的ゆらぎと考えられる。今後も
例年と同じ程度の相談があるものと考えられ、継続して取り組んでいく必要がある。

カウンセリングを行っている
オレンジルーム
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③臨床心理士と看護師以外の教職員相談員への相談について、今年度は集約できた範囲で14件と
なった。（「相談室員」とは別の立場、例えば担任や教科担当として受けた相談は除く。）今後も
教職員相談員へ相談しやすい条件整備と共に、特に継続的支援の面での教職員相談員の力の活用
などを重視していく必要がある。

④「教職員・保護者・その他」と「健康・精神衛生」での顕著な増加は、「こころと体の健康調査」
対応分によると思われる。

９．２．３　本年度のその他の主な活動
⑴　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142回例会　　 １名
◎近畿学生相談研究会第143回例会　　 １名
◎平成25年度障がい学生支援研修会　　１名
◎第10回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25年度近畿地区高専カウンセリング連絡協議会　　２名
⑵　相談室ミーティングを６回（４月、５月及び各定期試験後の４回）実施した。
⑶　広報活動としては例年どおり、学生相談室リーフレットの作成配布、クラス担任向けやピロ
ティーでのアナウンス、「オレンジルーム便り」の配布、和高専緊急時掲示板への相談室メー
ルアドレスの掲示、入学説明会での相談受け付け、４月の新入生合宿研修での相談室の説明及
び２年生４クラスのＨＲでの相談室の説明とカウンセラーによる講演を行った。
　　また、新たに１年生全クラスのＨＲでのカウンセラーによる講演を実施した。
⑷　引き続き厚生補導委員会から参加いただき（今年は学生主事補）、相談室ミーティングと
「学生支援に関する情報交換会」を兼ねて開催した。
⑸　例年どおり成績判定会へ相談室長がオブザーバー参加を行った。
⑹　高専機構からの指示による「こころと体の健康調査」を５月に実施した。「緊急度高」の学
生の中から担任の面談でさらにスクリーニングし、26名について臨床心理士によるカウンセリ
ングを実施した。内、約２／３については引き続きカウンセリングないし見守りが必要である。

9．3　ハラスメント相談室（兼男女共同参画室）

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

（１）学生相談室と連携し、ハラスメントへの対応
　年度初め、学生相談室との共同会議を開催し、今年度の活動方針を決定した。学生に関わるハラ
スメントの相談を一緒に対応し、調査委員会のメンバーに入り、ハラスメント防止のための５箇条
を作成した。
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（２）教職員のハラスメント防止の取り組み
　教職員がセクシュアル・ハラスメントへの意識啓発のための
取り組みとして、年度初めに、全教職員に人事院が作成した
「セクシュアル・ハラスメントのない職場にするために」とい
うリーフレットを配布した。和歌山労働局が主催して、８月20
日（火）に、紀南文化会館で開催されたパワーハラスメント防
止セミナーに謝室長と椿野総務課長が出席した。
　このほかに、10月９日（水）に、和歌山県男女共同参画セン
ター神田企画課長を講師として招いて、教職員対象のハラスメ
ント防止講習会を開催した。この講習会には、教職員47人が参
加し、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの種類を紹介し、男女共同の職場では、セクシュ
アル・ハラスメントを起こさないために必要なことや措置等のアドバイスを受けた。

（３）高専女子学生フォーラムin関西
　（独）国立高等専門学校機構主催で、2013年度高専女子フォーラムin関西が８月30日（金）に新
大阪丸ビルを会場として開催された。このフォーラムの目的は、高専に入学する女子学生の増加、
卒業した女子学生が技術者として働き続け、社会に貢献できるように、女子学生へのキャリア教育
の充実を図ることである。本校メカトロニクス工学専攻１年の岸川さんと池上さん、物質工学科５
年石橋さんと白井さんの４名の女子学生がポスターで研究を発表した。このほか、入学相談コー
ナーで電気情報工学科岡本准教授が、来場した学生と保護者に本校についての質疑などを対応した。

（４）男女共同参画の取り組み
　８月７日（水）に、和歌山県男女共同参画センター主催の「心が折れない男の生き方～しなやか
に、おだやかに、したたかに生きるヒント～」講座に椿野総務課長が参加した。このセミナーは、
仕事や家庭の悩みやストレスを抱え込んでしまいがちな男性に「自分らしい生き方」を考えさせる
セミナーであった。講座の内容は本校の男性教職員の就業環境の改善に参考となった。
　９月18日（水）に、国際交流会館３階セミナー室で、女性教職員懇談会を開催した。女性教職員
９名が参加し、高専機構男女行動参画行動計画の内容を確認したうえで、教職員に関係するハラス
メントの相談と対応方法を議論した。教員と学生、上司と部下の間では、普段からの信頼関係を築
くことはとても大事で、一人で悩まず、誰かに相談して、行動をおこそうという提案があった。し
かし、学生相談室と同じメンバーのハラスメント相談室は教職員としては気軽に相談できるような
体制ではないという意見もあった。女性教職員の環境改善について、夜間の防犯・不審者に対する

入学相談コーナー学生の研究発表

セクシュアル・ハラスメント
防止講習会
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対策、女子トイレの増加、女性検診病院の選択範囲の拡大などの要望があった。

（５）女性教職員対象の護身術教室
　12月10日（火）に女性教職員対象護身術教室を開催し、元少
林寺拳法師範の小柳義也氏の指導の下、非常勤職員を含む女性
教職員13名が受講した。
　この講習会は、女性教職員懇談会で職員から提案された教室
である。講師の小柳氏は「何者かに襲われた時には、反撃する

ことよりもまず、身を守る
ことを優先し、逃げなけれ
ばならない。今回は、逃げ
るために必要な、少しの間を作る方法をお伝えしたい。」と話
した後、実践を交えた の作り方を指導された。教室の参加者
は、２人１組になり、お手本を見ながら当身の方法や逃げるた
めの振り切り方を実際に行ってみた。

9．4　安全衛生委員会

　教職員の安全衛生を担う本委員会では、教職員全員参加の当番制による月１回の安全パトロール
を継続的に実施して、安全衛生の徹底を図っている。また、９月26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16名が参加し受講証明を得た。さらに、１月16日（木）には村上寿
美子氏を講師として招き、「メンタルヘルス対策に向けて～セルフケア・ライフケア～」という題
目での講演会を開催し28名が参加して活発な質疑応答があった。

9．5　自己点検結果

　人権教育委員会については、学生を対象とした人権に関する講習会を実施して啓発を行ったが、
今後も学生に対する人権意識の啓発や教職員の研修を引き続き行う必要がある。また、近畿の高専
間で定期的に開催される連絡会等で情報交換し、より効果的な人権教育活動を検討していくことが
求められる。
　学生相談室については、今後も一層相談しやすい環境を整える努力と共に、カウンセリング体制
の充実、他部署との連携を重視して学生支援活動全体の整備・効率化を図っていく事が重要である。
　ハラスメント相談室（兼男女共同参画室）では、講演会やセクハラ行動ガイドラインのパンフを
配布して理解や認知度を高める努力をした。このほかに、男女共同参画を推進するため就業環境の
改善を行うべく努力をしているが十分な対応がとれていない。今後、さらなる広報活動や研修等を
行うことはもとより就業環境の改善を行い、相談室の体制強化を図る必要がある。
　安全衛生委員会については、教職員パトロールで問題が発見された箇所を安全衛生委員でパト
ロールして是正するという方法が定着し効果をあげたと考えている。職場でのメンタルヘルス対策
は今後ますます重要になると考えられるため、事例を含めた講習会を継続的に開催する必要がある。

説明する小柳氏

護身術実践の様子
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10．1　ホームページ

　これまで懸案であった本校の英文ホームページを、平成25年度に作
成し、３月に公開した。内容的にはまだまだ改善の余地はあるが、最
低限の情報を英語で提供することができていると評価したい。
　新年度に対応したホームページ内データの更新作業を本年度も年度
初めに行ったが、作業の完了時期は以前より早くなっており、改善の
傾向は見られる。しかし、４月初めに全ての学科や部署で更新できて
いるとは言えないので、前年度のうちから学校全体で更新に向けて動
き始めるなど、態勢の更なる整備が必要である。
　本年度、「創立50周年記念事業」を新たにトップページにバナーとして掲示した。記念事業の進
行状況を同窓会や後援会を初め学内外に知らせるのに役立つものと期待している。また、本年度の
新着情報には103件の記事を掲載し、本校の活動を知らせることに貢献している。その際、情報を
出来るだけ早く掲載出来るように、手続きのスピードアップに努めている。

10．2　広報活動

　広報窓口（広報委員会－総務課総務・企画係）を通じての新聞各紙への情報提供を続けている。
今年度も地元紙や文部科学省関係の広報紙を中心に、本校関係の記事を数多く掲載していただいた。
毎年の掲載件数は、ここ数年一定して推移しており、新聞誌面を通じた広報活動は定着していると
考えられる。
　新聞記事の内容は、入試など学校の年間行事の通知案内はもちろん、FD講演会や学生対象の講
演会、高専祭をはじめとした学生関係行事など、多岐に渡っている。特に、きのくにロボットフェ
スティバルは地元の商工会議所、自治体や教育委員会などとの共催で、日高地方では恒例の一大イ
ベントとなっているので、準備段階から本番まで何回も報道された。クラブ活動など、課外活動で
の学生の活躍も顕著だったので、地元紙では日高地方出身者を中心に頻繁に記事にしてくれた。ロ
ボコンや英語プレコンでの全国大会での活躍、さらに運動クラブでは好成績を収めた女子バレー部
などがしばしば掲載された。教員も報道に値する活躍では負けていない。公開講座や学外行事に招
かれての講演、さらには市町村や地元小中学校の事業への助言などを通して地域に貢献し、記事と
なっている。その上、自身のコラムを持ち、定期的に新聞に寄稿されている複数の教員の存在も心
強い。最後に、福井文部科学副大臣の視察や、海外からはINTEC学長の訪問を受けるなど、さま
ざまな来客を迎えていることを近隣に知っていただいたのも、本校の名声を高めるのに役立った。
　新聞への掲載とは別に、テレビへの登場機会も増加傾向にある。ロボコン・チームがNHK Eテ
レの『Ｒの法則』に出演するなど、ロボコンでできた放送局とのつながりが新たな展開をもたらし
ている。さらに、企業と共同開発した「もちもちマグロ」の発表会は民放でも取り上げられるほど
の反響を引き起こした。マスコミへの露出は学校の活動度と密接に関係している。学校が活性化す

広 報 活 動 （広報委員会）10

英文ホームページ（26.5）
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ると自然と件数も増加し、報道の内容も向上するとともに、マスコミ各社からの取材も増えると考
える。今後とも校内の更なる活性化に努力したい。

10．3　広報誌

　平成25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。

10．4　自己点検結果

　英文ホームページを開設したが、まだまだ日本語のそれとは情報量に格差があるので、これから
より見やすいようにフォーマットを整備するとともに、質量ともに内容を拡充する必要がある。
　新年度に対応したホームページ上のデータ更新は、４月になってから動き始めては遅いので、平
成26年度当初の更新に向けて３月当初から準備することで、更新の迅速化を図っている。
　既存のホームページは、長年同じレイアウトを使用していて馴染みはあるのだが、より見やすく
使いやすい形に改善することが問題提起されている。平成25年度には具体的な検討に入ることがで
きなかったので、今後の課題としたい。
　新聞への本校関係の記事の掲載件数は、ここ数年安定して推移しており、新聞紙面を通じた広報
活動が定着していることがわかる。平成25年度は学校からの情報発信に加えて、新聞社やＴＶ局か
らの取材依頼も多くあり、学校の活性度の高まりを感じている。平成26年度には創立50周年記念事
業として各種行事が予定されているので、質量ともにより一層充実した情報発信と校内の活性化に
努力を続けたい。

平成25年度に発行された定期刊行物

平成25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 91号
92号

25．８
26．３

学校要覧 （25年度） 25．６
和歌山工業高等専門学校年報 （通巻12号） 25．８
和歌山工業高等専門学校
地域共同テクノセンター広報*

22号
（教員研究シーズ集含む） 25．８

＊は本校・地域共同テクノセンター発行
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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26年３月１日～３月31日にかけて実施した。以下にこの調査の対象者及び研究業績調査票を
記載する。
　なお、研究業績は平成26年４月１日現在在籍者を掲載した。（下表参照）

教 員 の 研 究 活 動11

学　科　名 役　職 氏　名
知能機械工学科 教　授 樫原　恵藏

北澤　雅之
青山　歓生
西本　圭吾
福田　　匡
溝川　辰巳

准教授 津田　尚明
濵田　俊彦
三原　由雅

助　教 早坂　　良
村山　　暢

出向中 山東　　篤
電気情報工学科 教　授 佐久間敏幸

藤本　　晶
山口　利幸
謝　　孟春
徳田　将敏

准教授 岡本　和也
直井　弘之
村田　充利
森　　　徹
山吹　巧一

助　教 竹下　慎二
物質工学科 教　授 土井　正光

米光　　裕
野村　英作
岸本　　昇
林　純二郎
山川　文徳

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

学　科　名 役　職 氏　名
環境都市工学科 教　授 靏巻　峰夫

中本　純次
辻原　　治
大久保俊治

准教授 伊勢　　昇
小池　信昭
林　　和幸
三岩　敬孝
山田　　宰

助　教 孝森　洋介
総合教育科 教　授 宮本　克之

森川　　寿
秋山　　聡
桑原　伸弘
後藤多栄子
重松　正史
吉田　芳弘
和田　茂俊

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

講　師 David MARSH

嘱託教員 嘱託教授 久保井利達
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平成25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25年度（平成25年４月１日～平成26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25年度を研究期間とする科研（申請は平成24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25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25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25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。

92



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25年度、本校における科学研究費補助金の採択数は、「若手研究（Ｂ）」３件4,550,000円、
「基盤研究（Ｃ）」３件2,990,000円、計６件7,540,000円である。
　また、外部資金の導入件数は、「寄附金」14件6,569,000円、「受託研究」６件2,219,250円、「受託
事業」１件300,000円、「民間等との共同研究」６件2,198,000円、「補助金等（科研除く）」２件
7,068,000円、計29件18,354,250円である。
　以下に教員の研究業績を記載する。なお、各項目の記載内容は次のとおりである。

（１）所属
　現在の所属学科、役職、現在の役職に関する履歴を示す。

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

（３）研究成果の公表件数
　平成25年度における著書・編書、論文、特許等、国際会議、国内学会等、その他の執筆活動で
の公表件数を示す。

（４）加入している学協会名
　現在加入している学協会名を示す。

（５）学外活動
　平成25年度の期間に、学協会、学外の委員会、財団等で務めた役職とその期間及び他高専、大
学等での兼職（非常勤講師等）、講演会、各種行事等で行った講演について示す。

（６）研究助成金の受入状況
　平成25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25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25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25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25年度に、国際会議又は在外研究員以外で、海外出張した調査研究等について、出張目的、
主な出張先機関、渡航国、出張期間を示す。

（10）内地研究員・在外研究員の状況
　平成25年度に内地研究員又は在外研究員として実施した内地留学等又は海外留学について、研
究課題、派遣先研究機関、留学等の期間を示す。
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（11）受賞等の状況
　平成25年度を含む期間に、研究成果等に対して受賞した表彰等について、受賞名、贈呈機関、
受賞年月を示す。

（12）研究成果一覧
　平成25年度における著書・編書、論文、特許（特許公開、特許登録）等、国際会議及び国内学
会等での公表状況、その他の執筆活動を列記する。ただし、学位論文及び科研費（助成金）等を
受領後の成果報告書については、別項目で評価していることから、本項には記載していない。ま
た、共著のものについては、それぞれの研究者の寄与があると判断し、研究者毎に記載している。
ここで、［著書］は著書・編書、［国際］は国際会議発表、［国内］は国内学会等発表、［その他］
はその他の執筆活動を表す。なお、レフェリーの査読を経て掲載された国際会議のプロシーディ
ングスは論文として扱った。
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11．2．1　知能機械工学科
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11．2．2　電気情報工学科
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11．2．3　物質工学科
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11．2．4　環境都市工学科
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11．2．5　総合教育科
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11．2．6　嘱託教員

153



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
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校長 堀江
副校長 森川
教務主事 米光 主事補 青山、岸本、秋山
学生主事 中本 主事補 山吹、楠部、芥河
寮務主事 北澤 主事補 濵田、林和、赤崎
専攻科長 藤本 副専攻科長 山東、小池
地域共同テクノセンター長 山口 副センター長 津田、奥野
メディアセンター長 野村 副センター長 森、和田
ロボット教育センター長 山口 副センター長 西本圭、徳永事務部長（～８/31）、大西事務部長（９/１～）
技術支援室長 辻原

・学科主任

知能機械工学科 樫原 主任補佐 三原
電気情報工学科 佐久間 〃 竹下
物質工学科 土井 〃 河地
環境都市工学科 靏巻 〃 山田
総合教育科 宮本 〃 後藤

・学級担任

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
知能機械工学科 右代谷 三原 吉田 佐野 福田
電気情報工学科 直井 重松 謝 岡本 徳田
物質工学科 中出 平岡 西本真 森田 山川
環境都市工学科 平山 森岡 伊勢 大久保 三岩

　　　　　　　　　　　　　　太字は学年主任

・ネットワーク担当委員長　森
・共通科目担当

数学 物理 化学 生物 社会 国語 英語 体育
秋山 青山 岩本 山川 重松 和田 後藤 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 森川副校長

米光教務主事、中本学生主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、
山口テクノセンター長、野村メディアセンター長、徳永事務部長（～８/31）、
大西事務部長（９/１～）

運営委員会 堀江校長

森川副校長、米光教務主事、中本学生主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、
樫原知能機械工学科主任、佐久間電気情報工学科主任、土井物質工学科主任、
靏巻環境都市工学科主任、宮本総合教育科主任、山口テクノセンター長、
野村メディアセンター長、辻原技術支援室長、徳永事務部長（～８/31）、
大西事務部長（９/１～）

施設マネジメント委員会 堀江校長 森川副校長
企画会議メンバー、総務課長

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

環境マネジメント委員会 堀江校長
靏巻環境都
市工学科主
任

運営委員会メンバー

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

防火防災対策委員会 堀江校長 辻原技術支
援室長 運営委員会メンバー、総務課長
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委員会名 委員長 主事補・副等 委　　員　　名

専攻科委員会 藤本専攻科長 山東、小池
福田、佐久間、林純、山田、宮本

専攻科成績判定会 ５学科主任、米光教務主事、山東、小池
オブ：森川副校長

教務委員会 米光教務主事 青山、岸本、秋山

５学科主任

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

厚生補導委員会
（兼学生指導支援室） 中本学生主事 山吹、楠部、芥河 西本圭、村田、林純、孝森、和田

学寮委員会 北澤寮務主事 濵田、林和、赤崎 早坂、竹下、岩本、久保井、Marsh
地域共同テクノセンター
委員会

山口
センター長 津田、奥野 溝川、岡本、岩本、山田、後藤、林技術専門職員、総務課長、学生課長

メディアセンター
委員会

野村
センター長

和田（図書）
森（情報）

図書委員会 村山、徳田、岩本、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）

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

技術支援室委員会 辻原
技術支援室長

米光教務主事、山口テクノセンター長、徳永事務部長（～８/31）、
大西事務部長（９/１～）、樫原、佐久間、土井、靏巻、小口技術長、
林技術専門職員、巨海技術専門職員、寺西技術専門職員

安全衛生委員会 森川副校長
中出（衛生管理者）、徳永事務部長（安全管理者）（～８/31）、
大西事務部長（安全管理者）（９/１～）、西本（産業医）、早坂、岡本、平山、
小川看護師、総務課長

広報委員会 森川副校長 村田・河地
ＨＰ担当 津田、村田、奥野、小池、Marsh、寺西技術専門職員、

眞田技術職員、学生課代表、情報担当事務

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

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

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

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

人権教育委員会 中本学生主事 厚生補導委員会メンバー、総務課長、学生課長
進路対策委員会 中本学生主事 米光教務主事、藤本専攻科長、５年担任、４年担当
国際交流委員会 森川副校長 謝 米光教務主事、北澤寮務主事、佐野、山川、伊勢、Marsh、総務課長、学生課長
授業料等の免除および
徴収猶予委員会 中本学生主事 米光教務主事、北澤寮務主事、藤本専攻科長、５学科主任

遺伝子組換え実験安全
委員会

山口
センター長 米光、楠部、赤崎、Marsh、外部委員、総務課長

レクリエーション
委員会

徳永事務部長
（～８/31）、
大西事務部長
（９/１～）

村山、竹下、河地、大久保、森岡（総務課２、学生課１、技術支援室１）

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

教育システム点検
委員会 山川委員長 溝川、若野元教授、高木名誉教授、学生課長

ロボット
教育センター

運 営 会 議 山口
センター長

森川副校長、中本学生主事、北澤寮務主事、山口テクノセンター長、
佐久間電気情報工学科主任、徳永事務部長（～８/31）、大西事務部長（９/１～）

Ｗ Ｇ 山口
センター長

西本圭、徳永事
務部長（～８/31）、
大西事務部長
（９/１～）

村山、岡本、奥野、孝森、後藤、巨海技術専門職員

数学ワーキンググループ 米光教務主事 秋山 右代谷、平岡、濵田、山東、徳田、佐久間、岸本、林和
物理ワーキンググループ 米光教務主事 青山 溝川、佐久間、森田、孝森、関連非常勤講師

50周年記念事業実行委
員会 中本学生主事

堀江校長、森川副校長、米光教務主事、中本学生主事、北澤寮務主事、
徳永事務部長（～８/31）、大西事務部長（９/１～）、同窓会（各学科２）、
後援会（各支部）、学生会２

関工協幹事 藤本、徳田、林和
コンソーシアム和歌山委員 藤本専攻科長、山口テクノセンター長



　今回、初めて本誌の編集に携わらせて頂きました。和歌山高
専は平成26年度で創立50周年を迎えました。本報告は、高専が
進化して行く過程の節目の記録として貴重な資料となっていく
ものと思います。本校の更なる発展と本報告がそのお役に立て
ることを期待しています。
　最後に、執筆頂きました教職員の皆様、広報委員会本誌編集
担当の後藤教授並びにマーシュ講師に厚く御礼申し上げます。
また、情報マネージメント室の竹邉さんには緻密な編集作業に
携わって頂き感謝申し上げます。（野村英作）

　平成26年８月

□編　集　　和歌山工業高等専門学校広報委員会
　　　　　　委員長　野村英作

□校　正　　後藤多栄子（広報委員会）

編集後記
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