
令和４年11月19日（土），呉高専にて「令和4年度同窓会総会」
が開催されました。同窓会総会および懇親会は3年に1度の間隔で
行なわれ，今回は令和2年1月3日に開催された令和元年度以来
です。本来であれば，ホテル等の宴会場にて総会の後，懇親会を開
催することとなっております。しかし新型コロナウイルスの影響を考
慮し，本年度は総会のみとし，場所を呉高専内の視聴覚教室としま
した。また初めての試みとして，総会の模様をWeb配信しました。
14時より総会が開催され，近隣

にお住いの同窓生を中心に約30
名の方にご参加いただきました。司
会の中迫理事（機械19期）の開式
の辞の後，島田会長（土木5期）
の挨拶が行われ，総会成立要件の
確認の後，島田会長の議事により
総会が進行されました。
まず1号議案として，松野理事（建築22期）より令和2～4年度の
事業報告として，過去3年間の優秀な学生活動に贈られる「同窓会
特別表彰」の実績や，ロボコン・デザコン出場学生への補助，学科
への補助の状況が説明され，了承されました。
次に第2号議案として，同窓会役員の改選についての提案があ

りました。新会長として中原明夫氏（建築22期），新副会長として木
原貴司氏（機械32期）が提案され，了承されました。
第3号議案として，増木副会長（土木15期）より同窓会会則の

一部改定として，「同窓会会員の定義が一部曖昧な部分があるた
め『会員の定義の明確化』を行いたい」との提案内容の説明が行
われ，了承されました。
最後に第4号議案として，松野理事より今後3年間の事業計画が

上寺 　哲也 （機械工学科28期）

①

皆様はじめまして。昨年4月に校長として赴任しました。赴任
前は35年間、広島大学で電力工学の教育と研究を行い、その
間の10年間、工学部で副学部長や副研究科長なども務めまし
た。私の専門とする電力工学とは、例えば停電回避のための理
論構築や解析法の開発など大規模な電力システムの課題を解
決していくような学問です。私が広島大学に赴任した1987年
は東京で大停電が発生し、その解決のために研究に取り組みま
した。現在、電力研究室には、学部生、大学院修士、博士学生
が総勢で常時30名ほど在籍し、企業の方々や海外の大学の先
生方も社会人学生として常駐しています。ここに毎年多くの卒
業生が顔を出してくれるようになり、就職後も同窓生を繋ぐ重
要な場となっていると感じます。現在、ここに高専の先生と学生
を受け入れ、一緒に活動する取り組みを始めています。
現在、広島大学電力研究室は後任の先生にしっかりと引き継
いでもらっていますが、一方で私自身も特任教授・名誉教授とし
て大学にも在籍し、高専と大学の連携強化に取り組んでいます。

これは赴任前から計画していたことですが、赴任後にまず双方
の教員が専門分野においてチームを組むことから始めました。
これにより双方の個々の教員の研究力が向上し、研究業績や
研究資金においても大きなメリットが発生します。さらにこのよ
うな体制で高専の学生教育を行い、高専卒業後あるいは高専
専攻科修了後に大学研究室へ入学できるようにすることで、高
専・大学・大学院への一貫した専門教育が可能になると考えて
います。今年度は、電力分野でこの制度化を図り、1月26日に広
島大学大学院先進理工系科学研究科と博士課程前期推薦入
試に係る連携協定を締結しました。現段階で学生の希望があ
るかどうか分かりませんが、高専の学生には計り知れないメリ
ットがあると思われるので、じっくりと進めていこうと考えてい
ます。来年度は、これを広く他の分野へ展開していくとともに、
広島大学工学部との連携プログラムも協議しており、今後の
益々の連携強化を図る予定です。
昨年11月に同窓会総会に出席させて頂きました。卒業生の

方 と々ご一緒でき、とても有意義な時間を過ごすことができ感
謝しております。他にもいろいろな方 と々お話する機会があり、
卒業生は各所で活躍しておられると伺いました。呉高専では
2024年に60周年を迎えますが、これが同窓会がより活発にな
る機会となればと思います。卒業生の方から、まずは個別に同
窓会を実施してみたいなどの声も伺いました。呉高専にとって、
卒業生はこれ以上ないほど重要ですので、同窓会の活発化の
ために最大限のことをさせて頂きたく思います。

同窓会 令和４年度 定時総会
提案されました。また増木副会長より，前回総会で提案された
「職場・クラブ等同窓会支援事業」についての説明が行われ，引き
続き試行・検討を行うことが説明され，了承されました。
（この事業の詳細は，次ページをご覧ください。）

総会の終わりに，新会長として選出されました中原氏よりご挨拶
いただき，就任への意気込みをご披露いただきました。また最後
に，令和4年4月より校長として本校に入職された餘利野名誉会長
より，就任のご挨拶および呉高専の現状のご報告，本会への協力
のご依頼がありました。
残念ながら本年度は総会後の懇親会は開催できませんでした

が，次回の令和７年度では，総会・懇親会を通常通り開催したいと
考えております。同窓生皆様お誘い合わせの上，多数ご参加いた
だきますよう，宜しくお願いいたします。

はじめまして
校　長 　餘利野 　直人

新校長あいさつ

島田会長挨拶

中原明夫氏によるご挨拶 餘利野名誉会長のご挨拶

第　34　回

令和 5 年 ３ 月

発行　呉高専同窓会

第　34　回

令和 5 年 ３ 月

発行　呉高専同窓会



ば，教育や研究能力に優れた教員が採用されているということな
のかなと思っています。
またこの後期については，保健体育科の丸山先生が内地研究

員制度を利用して愛媛大学教育学部に行かれており，日々楽しく
研修しておられるようです。愛媛大学教育学部には呉高専から転

任された，私の仲の良かった教員もおり，何かしらのご縁も感じ
ております。令和5年度は，丸山先生が帰ってこられたり，何人か
の新任教員が入ってきたりということで，ここでまた良い報告が
できるのではないかと楽しみにしております。

卒業生の皆さまにおかれましては，ますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。今年度より分野代表となりました佐賀野です。
平成10年度（1998年）に呉高専に着任した私ですが，令和3年
度末に社会科の木原先生が定年退職となり（現再任用教員1年

目），ついに人文社会系教員では最年長となってしまいました。
ずっと下っ端の気持ちでいた私が，この文章を書いているのも何
か変な感じがしております。
さて令和4年度は，ここ数年では珍しく新任教員のない年でし

た。ただ，来年度に入ってくる教員がすでに何人か決まっており，
どんな雰囲気になるんだろうかと，今からワクワクしております。
呉高専の人文社会系分野は，良いことか悪いことかわかりません
が，着任しても数年で大学に転任される教員が多く，私もこれま
で何人もの教員の入れ替わりを見てきました。良いように考えれ

人文社会系分野の近況

人文社会系分野代表　佐賀野 　健

学科だより

現会長あいさつ

在校生，卒業生の皆さんこんにちは，昨年１１月の同窓会定
時総会は，三年毎の総会にも関わらずコロナ感染症の事も有り
視聴覚室でのウェブ形式という例年と違った形での開催となっ
てしまい同窓生が会場で対面での交流が出来ず大変残念でし
た。ウェブでの視聴参加者もが予定数より少なかったようで関
心の少なさにガッカリすると同時に力不足を痛感しました。前
任の杉西会長から引き継ぎ同窓会長となってから12年間の中
で学校創立50周年記念という大きな行事はありましたが，アッ
という間に過ぎたように感じています。

この間に私自身も，還暦から年金受給者となり人生の完熟期
を迎え自身の年齢に改めて人生を実感しています。
母校も，昭和39年の創立から近く60年という還暦の年を迎

えます。同窓会は無くてはならないものと思います。増木副会
長の発案の総会で承認を頂いた職場・クラブ等支援活動を活
かして小さな輪から拡げて頂き同窓会がより大きな輪になる事
を願っています。もとより母校との連携，会員相互のネットワー
クの拡大は必要不可欠のものであると思います。
同窓会の運営は，会員の入会金と寄付金で運営されていま

す。同窓会便りのホームページ掲載により経費の削減は出来て
いますが残念ながら近年同窓会への寄付金が減少しているよ
うです。何卒会の趣旨をご理解頂き，ひとりでも多くの同窓会
へのご意見・寄付を改めてよろしくお願いします。
在任中のご支援，ご協力に感謝するとともに会員の皆様の

益々のご活躍と健康を祈念し，中原新会長のもとでの同窓会活
動の盛上りを願っています。

会　長 島田 　裕己（土木工学科5期）

同窓会の還暦

新会長あいさつ

会員の皆様に於かれましては，益 ご々清栄にてご活躍のこと
とお慶び申し上げます。
このたび，島田会長のあとを引き継ぎ，令和5年度から会長を
引き受けさせていただくことになりました中原（建築学科22
期）です。
平成2年卒業後，日新製鋼株式会社（現日本製鉄）に入社，

設備部門の土木建築営繕担当，設備企画等を担当致しました。
平成19年に呉市議会議員に当選後，現在（呉市議会副議長）
に至っております。
近年，新型コロナウイルスの感染が国内でも拡大し大変な状況

となりました。この未曾有の事態の中で，同窓会の活動も制約を
受け，計画していた行事や懇親会も中止を余儀なくされました。ま
た，会員の皆様に於かれましても，仕事や日常生活において多大な
ご苦労があったのではないかと拝察いたします。新しい生活様式
のもとで一日も早く平穏な日々に戻れることを願っています。
最後になりましたが，皆様の今後一層のご健勝とご活躍を心

からお祈り申し上げますと共に，同窓会のさらなる発展に向け
てご支援ならびにご協力をお願い申し上げ，就任のご挨拶とさ
せていただきます。

新会長 中原 　明夫
（建築学科22期）

就任のごあいさつ

「職場・クラブ等同窓会支援事業」は，同窓会正会員が開催
する職場・クラブ等同窓会，クラス会及びその他の集会の実施
に対して，費用の一部を支援することにより，会員相互の交流
を活性化することを目的とするものです。
令和元年度の総会において，支援事業を試行することを確
認していただいておりましたが，新型コロナウイルス感染症の
拡大により試行を実施できませんでした。
このため，改めて令和5年度から令和7年度までの3年間を試
行期間とし，その結果に基づいて正式に事業を開始するかどう
か，令和7年度に開催する次期総会に諮りたいと考えています。
支援事業の概要は，右に示すとおりです。
詳しくは，同窓会ホームページをご覧ください。

「職場・クラブ等同窓会支援事業」について　

同窓会HP：
https://kurekosen-dosokai.jp/index.html

⑴　支援の要件
ア　正会員が会員相互の交流を目的として開催する集会で
あること。

イ　正会員が10名以上参加する集会であること。
ウ　開催に要した費用を証明できるレシート又は領収書の
写しを提出すること。

エ　開催後に参加した正会員の名簿，活動報告及び写真を
提出すること。

オ　活動報告及び写真を同窓会のホームページ，Facebook
又は同窓会だよりへ掲載することに同意すること。

⑵　支援の内容
ア　会員の参加者一人当たり1,000円，総額30,000円
を上限として支給する。

イ　開催に要した費用が一人当たり1,000円に満たない
場合，実費を支給する。

支援事業の概要

②

卒業生の皆様におかれましては各界でご活躍のことと存じます。
自然科学系分野のこの1年についてご報告いたします。
数学科では長らく教授が不在でしたが，今年度，川勝先生が

教授に昇任されました。教員5名の大所帯の数学科で教授がい
ないという少し歪な状態でしたが，バランスのよい状態に少し近
づけたと思います。
引き続きコロナの影響はありますが，ある意味，学生も教員も

慣れてきて，ある程度落ち着いた形で授業が行われました。た
だ，定期試験ではコロナによる欠席者も多く，別途試験などの対
応が少し大変という状況でした。
本校で初めての取組みとして，英語による数学の授業（１年後

期・基礎数学BⅡ）が実施されました。１回の授業だけというわけ
ではなく，４学科半期すべての授業を英語中心でやるものです。授
業は，グローバル教育担当のゴーシュ先生が担当され，学生の状
況にあわせ英語と日本語を織り交ぜながらの新しい形態の授業と
なっています。残念なことに，ゴーシュ先生は，宇部高専に転出さ
れることになっています。理数系科目で始まったグローバル教育
を，どのように継続するかが，一つの大きな課題です。
この3月で，ゴーシュ先生も含め4名の先生が転出されます。ま

た，私も含め2名が定年退職となります（再雇用として呉高専勤務
の予定）。自然科学系分野の教員12名のうち，半数の6名が異動す
るということとなります。その分，来年度は新しい教員が入ってきま
す。グローバル教育やデータ・サイエンス教育など，理数系授業で
の新たな展開を試みるよいきっかけになるかもしれません。是非，
期待してください。
最後になりましたが同窓会会員の皆様方のご健康とご活躍を

お祈り申し上げます。

ば，教育や研究能力に優れた教員が採用されているということな
のかなと思っています。
またこの後期については，保健体育科の丸山先生が内地研究

員制度を利用して愛媛大学教育学部に行かれており，日々楽しく
研修しておられるようです。愛媛大学教育学部には呉高専から転

任された，私の仲の良かった教員もおり，何かしらのご縁も感じ
ております。令和5年度は，丸山先生が帰ってこられたり，何人か
の新任教員が入ってきたりということで，ここでまた良い報告が
できるのではないかと楽しみにしております。

卒業生の皆さまにおかれましては，ますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。今年度より分野代表となりました佐賀野です。
平成10年度（1998年）に呉高専に着任した私ですが，令和3年
度末に社会科の木原先生が定年退職となり（現再任用教員1年

目），ついに人文社会系教員では最年長となってしまいました。
ずっと下っ端の気持ちでいた私が，この文章を書いているのも何
か変な感じがしております。
さて令和4年度は，ここ数年では珍しく新任教員のない年でし

た。ただ，来年度に入ってくる教員がすでに何人か決まっており，
どんな雰囲気になるんだろうかと，今からワクワクしております。
呉高専の人文社会系分野は，良いことか悪いことかわかりません
が，着任しても数年で大学に転任される教員が多く，私もこれま
で何人もの教員の入れ替わりを見てきました。良いように考えれ

自然科学系分野の近況

自然科学系分野代表　笠井 　聖二

機械工学科の卒業生の皆様におかれましては，各界でご活躍の
ことと存じます。本校機械工学科の就職，インターンシップ等にお
ける教育支援等で多大なご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。
昨年度末で西坂教授が定年のためご退職となり，今年度は國

安助教が准教授に昇任されて教授5名（岩本：医療福祉工学，髙
田：熱流体工学，中迫：機械要素，野村：流体工学，水村：塑性加
工），准教授４名（上寺：構造最適化，國安：金属疲労，山田：制
御工学，吉川：CAD技術），助教１名（野波：CAE構造最適化）
の10名体制で教育・研究にあたっています。なお，再雇用期間を
満了された尾川元教授は非常勤講師として引き続き教鞭を執っ
ておられます。
本科学生在籍数は現在，1年生45名，2年生46名，3年生37

名，４年生41名，5年生36名，機械系専攻科1年生13名，2年生8
名となっております。本科の女子学生数は13名であり，他学科と
比べて比率は少ないですが少しずつ機械に関心を持つメカジョ
が増加しています。
5年生および専攻科2年生の就職・進学状況は別表のとおり

です。今年度は本科生就職15名，進学21名，専攻科は7名就職，
1名進学となりました。求人につきましては昨年に引き続き感染症
の影響が懸念されましたがおかげさまで昨年と同程度の求人企
業数となりました。これも機械工学の裾野の広さに加えて卒業生
の皆様のご活躍の賜と存じます。今後も就職につきましては何卒
ご支援をいただけますようお願い申し上げます。
多くのイベントが少しずつリアル開催されるようになり，多くの

機械工学科学生が関わっている高専ロボコンについては今年も全
国大会出場を果たしました。6年連続で全国大会出場となり，呉高
専のプレゼンス向上に大きな役割を果たしてくれました。また，海
外研修旅行の実施がまだ困難であることから，行動制限が解除さ
れた国内の研修旅行に切り替わり3年ぶりに4年生が北海道へ
行ってきました。
最後になりま

したが，同窓生
の皆様のご健勝
と益々のご発展
を心よりお祈り
申し上げます。

機械工学科の近況

機械工学分野代表　髙田 　一貴

電気工学科および電気情報工学科の卒業生の皆様におかれ
ましては益々のご清栄のことと存じます。
本年度の近況をご報告致します。今年度も昨年度に引き続き

コロナウィルスの影響で，各種行事の開催が危ぶまれました
が，高専祭や運動会などの行事も制限のある中，開催されまし
た。また，３年ぶりに修学旅行（特別見学）も実施され，今年度
は４年生が東京へ旅行に行き，工場見学などました。広島大学
と呉高専が一体となって，研究・教育・長期インターンシップな
どを行うことを目的として，まずは餘利野校長先生の研究室と
電気情報工学科が共同研究を行うこととなりました。これから
の研究成果が期待できます。

教員の動きとしましては，本校電気工学科OBである，黒木太
司先生が令和5年3月に定年退職されることになりました。昨
年度定年退職された田中誠先生と同様に再雇用で，引き続き電
気情報工学の教育をご担当頂くことになります。また，電気情
報工学科を退職された，本校名誉教授である，野村利英先生
が令和4年11月に勲章を受章いたしました。
最後になりました

が，同窓会会員の皆
様の益々のご発展と
ご活躍を心よりお祈
り申し上げます。

電気情報工学科の近況

　電気情報工学分野代表　藤井 　敏則
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ば，教育や研究能力に優れた教員が採用されているということな
のかなと思っています。
またこの後期については，保健体育科の丸山先生が内地研究

員制度を利用して愛媛大学教育学部に行かれており，日々楽しく
研修しておられるようです。愛媛大学教育学部には呉高専から転

任された，私の仲の良かった教員もおり，何かしらのご縁も感じ
ております。令和5年度は，丸山先生が帰ってこられたり，何人か
の新任教員が入ってきたりということで，ここでまた良い報告が
できるのではないかと楽しみにしております。

卒業生の皆さまにおかれましては，ますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。今年度より分野代表となりました佐賀野です。
平成10年度（1998年）に呉高専に着任した私ですが，令和3年
度末に社会科の木原先生が定年退職となり（現再任用教員1年

目），ついに人文社会系教員では最年長となってしまいました。
ずっと下っ端の気持ちでいた私が，この文章を書いているのも何
か変な感じがしております。
さて令和4年度は，ここ数年では珍しく新任教員のない年でし

た。ただ，来年度に入ってくる教員がすでに何人か決まっており，
どんな雰囲気になるんだろうかと，今からワクワクしております。
呉高専の人文社会系分野は，良いことか悪いことかわかりません
が，着任しても数年で大学に転任される教員が多く，私もこれま
で何人もの教員の入れ替わりを見てきました。良いように考えれ

人文社会系分野の近況

人文社会系分野代表　佐賀野 　健

学科だより

現会長あいさつ

在校生，卒業生の皆さんこんにちは，昨年１１月の同窓会定
時総会は，三年毎の総会にも関わらずコロナ感染症の事も有り
視聴覚室でのウェブ形式という例年と違った形での開催となっ
てしまい同窓生が会場で対面での交流が出来ず大変残念でし
た。ウェブでの視聴参加者もが予定数より少なかったようで関
心の少なさにガッカリすると同時に力不足を痛感しました。前
任の杉西会長から引き継ぎ同窓会長となってから12年間の中
で学校創立50周年記念という大きな行事はありましたが，アッ
という間に過ぎたように感じています。

この間に私自身も，還暦から年金受給者となり人生の完熟期
を迎え自身の年齢に改めて人生を実感しています。
母校も，昭和39年の創立から近く60年という還暦の年を迎

えます。同窓会は無くてはならないものと思います。増木副会
長の発案の総会で承認を頂いた職場・クラブ等支援活動を活
かして小さな輪から拡げて頂き同窓会がより大きな輪になる事
を願っています。もとより母校との連携，会員相互のネットワー
クの拡大は必要不可欠のものであると思います。
同窓会の運営は，会員の入会金と寄付金で運営されていま

す。同窓会便りのホームページ掲載により経費の削減は出来て
いますが残念ながら近年同窓会への寄付金が減少しているよ
うです。何卒会の趣旨をご理解頂き，ひとりでも多くの同窓会
へのご意見・寄付を改めてよろしくお願いします。
在任中のご支援，ご協力に感謝するとともに会員の皆様の

益々のご活躍と健康を祈念し，中原新会長のもとでの同窓会活
動の盛上りを願っています。

会　長 島田 　裕己（土木工学科5期）

同窓会の還暦

新会長あいさつ

会員の皆様に於かれましては，益 ご々清栄にてご活躍のこと
とお慶び申し上げます。
このたび，島田会長のあとを引き継ぎ，令和5年度から会長を

引き受けさせていただくことになりました中原（建築学科22
期）です。
平成2年卒業後，日新製鋼株式会社（現日本製鉄）に入社，

設備部門の土木建築営繕担当，設備企画等を担当致しました。
平成19年に呉市議会議員に当選後，現在（呉市議会副議長）
に至っております。
近年，新型コロナウイルスの感染が国内でも拡大し大変な状況

となりました。この未曾有の事態の中で，同窓会の活動も制約を
受け，計画していた行事や懇親会も中止を余儀なくされました。ま
た，会員の皆様に於かれましても，仕事や日常生活において多大な
ご苦労があったのではないかと拝察いたします。新しい生活様式
のもとで一日も早く平穏な日々に戻れることを願っています。
最後になりましたが，皆様の今後一層のご健勝とご活躍を心

からお祈り申し上げますと共に，同窓会のさらなる発展に向け
てご支援ならびにご協力をお願い申し上げ，就任のご挨拶とさ
せていただきます。

新会長 中原 　明夫
（建築学科22期）

就任のごあいさつ

「職場・クラブ等同窓会支援事業」は，同窓会正会員が開催
する職場・クラブ等同窓会，クラス会及びその他の集会の実施
に対して，費用の一部を支援することにより，会員相互の交流
を活性化することを目的とするものです。
令和元年度の総会において，支援事業を試行することを確

認していただいておりましたが，新型コロナウイルス感染症の
拡大により試行を実施できませんでした。
このため，改めて令和5年度から令和7年度までの3年間を試

行期間とし，その結果に基づいて正式に事業を開始するかどう
か，令和7年度に開催する次期総会に諮りたいと考えています。
支援事業の概要は，右に示すとおりです。
詳しくは，同窓会ホームページをご覧ください。

「職場・クラブ等同窓会支援事業」について　

同窓会HP：
https://kurekosen-dosokai.jp/index.html

⑴　支援の要件
ア　正会員が会員相互の交流を目的として開催する集会で
あること。

イ　正会員が10名以上参加する集会であること。
ウ　開催に要した費用を証明できるレシート又は領収書の
写しを提出すること。

エ　開催後に参加した正会員の名簿，活動報告及び写真を
提出すること。

オ　活動報告及び写真を同窓会のホームページ，Facebook
又は同窓会だよりへ掲載することに同意すること。

⑵　支援の内容
ア　会員の参加者一人当たり1,000円，総額30,000円
を上限として支給する。

イ　開催に要した費用が一人当たり1,000円に満たない
場合，実費を支給する。

支援事業の概要
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卒業生の皆様におかれましては各界でご活躍のことと存じます。
自然科学系分野のこの1年についてご報告いたします。
数学科では長らく教授が不在でしたが，今年度，川勝先生が

教授に昇任されました。教員5名の大所帯の数学科で教授がい
ないという少し歪な状態でしたが，バランスのよい状態に少し近
づけたと思います。
引き続きコロナの影響はありますが，ある意味，学生も教員も

慣れてきて，ある程度落ち着いた形で授業が行われました。た
だ，定期試験ではコロナによる欠席者も多く，別途試験などの対
応が少し大変という状況でした。
本校で初めての取組みとして，英語による数学の授業（１年後

期・基礎数学BⅡ）が実施されました。１回の授業だけというわけ
ではなく，４学科半期すべての授業を英語中心でやるものです。授
業は，グローバル教育担当のゴーシュ先生が担当され，学生の状
況にあわせ英語と日本語を織り交ぜながらの新しい形態の授業と
なっています。残念なことに，ゴーシュ先生は，宇部高専に転出さ
れることになっています。理数系科目で始まったグローバル教育
を，どのように継続するかが，一つの大きな課題です。
この3月で，ゴーシュ先生も含め4名の先生が転出されます。ま

た，私も含め2名が定年退職となります（再雇用として呉高専勤務
の予定）。自然科学系分野の教員12名のうち，半数の6名が異動す
るということとなります。その分，来年度は新しい教員が入ってきま
す。グローバル教育やデータ・サイエンス教育など，理数系授業で
の新たな展開を試みるよいきっかけになるかもしれません。是非，
期待してください。
最後になりましたが同窓会会員の皆様方のご健康とご活躍を

お祈り申し上げます。

ば，教育や研究能力に優れた教員が採用されているということな
のかなと思っています。
またこの後期については，保健体育科の丸山先生が内地研究

員制度を利用して愛媛大学教育学部に行かれており，日々楽しく
研修しておられるようです。愛媛大学教育学部には呉高専から転

任された，私の仲の良かった教員もおり，何かしらのご縁も感じ
ております。令和5年度は，丸山先生が帰ってこられたり，何人か
の新任教員が入ってきたりということで，ここでまた良い報告が
できるのではないかと楽しみにしております。

卒業生の皆さまにおかれましては，ますますご健勝のこととお
慶び申し上げます。今年度より分野代表となりました佐賀野です。
平成10年度（1998年）に呉高専に着任した私ですが，令和3年
度末に社会科の木原先生が定年退職となり（現再任用教員1年

目），ついに人文社会系教員では最年長となってしまいました。
ずっと下っ端の気持ちでいた私が，この文章を書いているのも何
か変な感じがしております。
さて令和4年度は，ここ数年では珍しく新任教員のない年でし

た。ただ，来年度に入ってくる教員がすでに何人か決まっており，
どんな雰囲気になるんだろうかと，今からワクワクしております。
呉高専の人文社会系分野は，良いことか悪いことかわかりません
が，着任しても数年で大学に転任される教員が多く，私もこれま
で何人もの教員の入れ替わりを見てきました。良いように考えれ

自然科学系分野の近況

自然科学系分野代表　笠井 　聖二

機械工学科の卒業生の皆様におかれましては，各界でご活躍の
ことと存じます。本校機械工学科の就職，インターンシップ等にお
ける教育支援等で多大なご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。
昨年度末で西坂教授が定年のためご退職となり，今年度は國

安助教が准教授に昇任されて教授5名（岩本：医療福祉工学，髙
田：熱流体工学，中迫：機械要素，野村：流体工学，水村：塑性加
工），准教授４名（上寺：構造最適化，國安：金属疲労，山田：制
御工学，吉川：CAD技術），助教１名（野波：CAE構造最適化）
の10名体制で教育・研究にあたっています。なお，再雇用期間を
満了された尾川元教授は非常勤講師として引き続き教鞭を執っ
ておられます。
本科学生在籍数は現在，1年生45名，2年生46名，3年生37

名，４年生41名，5年生36名，機械系専攻科1年生13名，2年生8
名となっております。本科の女子学生数は13名であり，他学科と
比べて比率は少ないですが少しずつ機械に関心を持つメカジョ
が増加しています。
5年生および専攻科2年生の就職・進学状況は別表のとおり

です。今年度は本科生就職15名，進学21名，専攻科は7名就職，
1名進学となりました。求人につきましては昨年に引き続き感染症
の影響が懸念されましたがおかげさまで昨年と同程度の求人企
業数となりました。これも機械工学の裾野の広さに加えて卒業生
の皆様のご活躍の賜と存じます。今後も就職につきましては何卒
ご支援をいただけますようお願い申し上げます。
多くのイベントが少しずつリアル開催されるようになり，多くの

機械工学科学生が関わっている高専ロボコンについては今年も全
国大会出場を果たしました。6年連続で全国大会出場となり，呉高
専のプレゼンス向上に大きな役割を果たしてくれました。また，海
外研修旅行の実施がまだ困難であることから，行動制限が解除さ
れた国内の研修旅行に切り替わり3年ぶりに4年生が北海道へ
行ってきました。
最後になりま

したが，同窓生
の皆様のご健勝
と益々のご発展
を心よりお祈り
申し上げます。

機械工学科の近況

機械工学分野代表　髙田 　一貴

電気工学科および電気情報工学科の卒業生の皆様におかれ
ましては益々のご清栄のことと存じます。
本年度の近況をご報告致します。今年度も昨年度に引き続き
コロナウィルスの影響で，各種行事の開催が危ぶまれました
が，高専祭や運動会などの行事も制限のある中，開催されまし
た。また，３年ぶりに修学旅行（特別見学）も実施され，今年度
は４年生が東京へ旅行に行き，工場見学などました。広島大学
と呉高専が一体となって，研究・教育・長期インターンシップな
どを行うことを目的として，まずは餘利野校長先生の研究室と
電気情報工学科が共同研究を行うこととなりました。これから
の研究成果が期待できます。

教員の動きとしましては，本校電気工学科OBである，黒木太
司先生が令和5年3月に定年退職されることになりました。昨
年度定年退職された田中誠先生と同様に再雇用で，引き続き電
気情報工学の教育をご担当頂くことになります。また，電気情
報工学科を退職された，本校名誉教授である，野村利英先生
が令和4年11月に勲章を受章いたしました。
最後になりました

が，同窓会会員の皆
様の益々のご発展と
ご活躍を心よりお祈
り申し上げます。

電気情報工学科の近況

　電気情報工学分野代表　藤井 　敏則
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建築学分野代表　篠部 　　裕 （建築学科15期)

第19回全国高等専門学校デザインコンペティションが2022
年12月に有明高専で開催されました。
構造デザイン部門においては，樋口彰悟（専攻科2年），小椋

千沙（建築学科5年），小宇羅由依（同），築山綾花（建築学科４
年），竹本快未（建築学科2年），吉川諒哉（建築学科１年）の6名
の作品「双嶺」が，日刊建設新聞賞を受賞しました。構造デザイ
ン部門の本校建築学科の学生の入賞は，今年で「7年連続」とな
ります。また，空間デザイン部門は，大坂康介（建築学科3年），
宮本智輝（同）の2名の「響：学びと遊び，地域住民と外国人技
能実習生の共鳴」が，審査員特別賞を受賞しました。彼らは3年
生での入賞であり，来年以降の飛躍が期待されます。
一方，小櫻果（建築学科2年）が2022年9月の第77回国民体

育大会（とちぎ国体）の武術太極拳競技会（少年少女の部）で優
勝しました。その後，日本代表として2022年12月に開催された
世界ジュニア武術選手権（8th WORLD JUNIOR WUSHU 

CHAMPIONSHIPS INDONESIA 2022）に出場し，長拳7位，
刀術6位，棍術8位という素晴らしい成績を収めました。
学生の進路については，令和４年度の建築学科の卒業予定者

（35名）は，就職が20名，進学が13名（呉高専専攻科5名を含
む），その他が2名となっています。また専攻科の建築系修了予定
者（9名）は，就職が6名，大学院進学が3名（予定を含む）となっ
ています。

建築学科の近況

平成3年4月に機械工学科の講師として採用されてから早く
も32年が経ってしまい，時間が経つのは早いなと実感していま
す。赴任した当時を思い返してみますと，その年は運動会が行
われた最後の年（後に再開されましたが）だったことや，制服
が今と違い学生服，いわゆる学ランだったことが浮びます。
過去30年以上の間に，担任や寮務主事補・学生主事補・教

務主事補，また専攻科長補をさせて頂きました。寮務主事補
のときには1，3寮が改修され，改修後3寮は2寮と名称が変わ
り，4，6寮の改修も続きました。以前の寮しか知らない卒業

生には隔世の感があると思います。当時は学寮保護者懇談会
が夏休みに行われていましたが，そのときに「この寮で5年間
過ごせたら，どこへ行っても大丈夫でしょう」と保護者に言わ
れ，複雑な気持ちになったことを覚えています。学生主事補の
ときは，ステップ・キャンプを担当し，担当学生と毎週打ち合
わせを繰り返しましたが，江田島青年の家で責任者にこっぴ
どく叱られたことは，今となれば懐しい思い出です。ステップ・
キャンプはその後，学内で行われるステップ・キャンパスにな
りましたが，今はそのステップ・キャンパスを廃止する案が出
ており，時代の流れを感じます。いろいろなことがありました
が，良い学生に巡り会い，楽しい時間を過ごせたことを感謝し
ています。
最後になりましたが，呉高専の同窓会ならびに本校の教職

員の皆様には色々なところで大変お世話になり，厚く御礼申し
上げます。皆様の益々のご健勝とご活躍ならびに呉高専の
益々の発展を祈念いたします。

定年退職にあたって

深澤 　謙次
自然科学系分野

土木工学科および環境都市工学科の卒業生の皆様におかれまし
ては，各界で益 ご々活躍のことと存じます。また，日頃から本校の教
育・研究に多大なご協力を賜り，誠にありがとうございます。今年度
もコロウイルスの影響が心配されましたが，校内でクラスターの発
生などもなく，1年間を通して対面授業を行うことができました。
令和4年度の環境都市工学科は，昨年度，高専機構本部から

戻られていた加納誠二先生が再び機構本部に戻られ，教授6名，
准教授3名の9名体制でスタートしました。
昨年度に引き続き，資格試験では，技術士一次試験において

多くの学生が積極的に受験を行っています。また，2級土木施工
管理者試験の学科試験においても多くの合格者を出すことがで
きました。今後も積極的に資格取得に向けてチャレンジしてもら
いたいと思います。
学生の進路につきましては，本科卒業予定者42名のうち，就職

が26名（62%)，進学が16名(38%)でした。就職先は，防衛省，広
島県，広島市，福山市などの公務員に6名，電力・ガスや高速道路な
どの公益企業9名，大成建設，川田建設，極東興和などの建設系
企業5名，NEXCO西日本エンジニアリング中国などの建設系コン
サルタントに3名，NTTインフラネットに2名，その他1名で，ほぼ例
年通りの傾向でした。進学先は，九州大学2名，広島大学1名，熊本
大学1名，愛媛大学1名，長岡技術科学大学2名，本校専攻科8名，
看護学校1名でした。また，専攻科修了予定者は4名で，進路は呉
市などの公務員に1名，いであ株式会社1名，広島大学大学院1名，
山口大学大学院1名でした。公務員の内定は遅いもので10月でし
たが，民間志望者は夏までに全員内定いただきました。来年度も今
年度と同様な日程で就職活動を行いますので，声を掛けていただ
きますようお願い申し上げます。
今年度は，資格対策講座と専攻科生の国際会議の参加のため

に土木工学科創設50周年記念基金を使わせていただきました。
今後も学生の学習支援に使わせていただきますので，ご協力のほ
どよろしくお願いします。最後になりましたが，同窓生の皆様の
益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。

環境都市工学科の近況

環境都市工学分野代表　重松 　尚久

世界ジュニア武術選手権　棍術（小櫻果）
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建築学分野代表　篠部 　　裕 （建築学科15期)

第19回全国高等専門学校デザインコンペティションが2022
年12月に有明高専で開催されました。
構造デザイン部門においては，樋口彰悟（専攻科2年），小椋

千沙（建築学科5年），小宇羅由依（同），築山綾花（建築学科４
年），竹本快未（建築学科2年），吉川諒哉（建築学科１年）の6名
の作品「双嶺」が，日刊建設新聞賞を受賞しました。構造デザイ
ン部門の本校建築学科の学生の入賞は，今年で「7年連続」とな
ります。また，空間デザイン部門は，大坂康介（建築学科3年），
宮本智輝（同）の2名の「響：学びと遊び，地域住民と外国人技
能実習生の共鳴」が，審査員特別賞を受賞しました。彼らは3年
生での入賞であり，来年以降の飛躍が期待されます。
一方，小櫻果（建築学科2年）が2022年9月の第77回国民体

育大会（とちぎ国体）の武術太極拳競技会（少年少女の部）で優
勝しました。その後，日本代表として2022年12月に開催された
世界ジュニア武術選手権（8th WORLD JUNIOR WUSHU 

CHAMPIONSHIPS INDONESIA 2022）に出場し，長拳7位，
刀術6位，棍術8位という素晴らしい成績を収めました。
学生の進路については，令和４年度の建築学科の卒業予定者

（35名）は，就職が20名，進学が13名（呉高専専攻科5名を含
む），その他が2名となっています。また専攻科の建築系修了予定
者（9名）は，就職が6名，大学院進学が3名（予定を含む）となっ
ています。

建築学科の近況

平成3年4月に機械工学科の講師として採用されてから早く
も32年が経ってしまい，時間が経つのは早いなと実感していま
す。赴任した当時を思い返してみますと，その年は運動会が行
われた最後の年（後に再開されましたが）だったことや，制服
が今と違い学生服，いわゆる学ランだったことが浮びます。
過去30年以上の間に，担任や寮務主事補・学生主事補・教

務主事補，また専攻科長補をさせて頂きました。寮務主事補
のときには1，3寮が改修され，改修後3寮は2寮と名称が変わ
り，4，6寮の改修も続きました。以前の寮しか知らない卒業

生には隔世の感があると思います。当時は学寮保護者懇談会
が夏休みに行われていましたが，そのときに「この寮で5年間
過ごせたら，どこへ行っても大丈夫でしょう」と保護者に言わ
れ，複雑な気持ちになったことを覚えています。学生主事補の
ときは，ステップ・キャンプを担当し，担当学生と毎週打ち合
わせを繰り返しましたが，江田島青年の家で責任者にこっぴ
どく叱られたことは，今となれば懐しい思い出です。ステップ・
キャンプはその後，学内で行われるステップ・キャンパスにな
りましたが，今はそのステップ・キャンパスを廃止する案が出
ており，時代の流れを感じます。いろいろなことがありました
が，良い学生に巡り会い，楽しい時間を過ごせたことを感謝し
ています。
最後になりましたが，呉高専の同窓会ならびに本校の教職

員の皆様には色々なところで大変お世話になり，厚く御礼申し
上げます。皆様の益々のご健勝とご活躍ならびに呉高専の
益々の発展を祈念いたします。

定年退職にあたって

深澤 　謙次
自然科学系分野

土木工学科および環境都市工学科の卒業生の皆様におかれまし
ては，各界で益 ご々活躍のことと存じます。また，日頃から本校の教
育・研究に多大なご協力を賜り，誠にありがとうございます。今年度
もコロウイルスの影響が心配されましたが，校内でクラスターの発
生などもなく，1年間を通して対面授業を行うことができました。
令和4年度の環境都市工学科は，昨年度，高専機構本部から

戻られていた加納誠二先生が再び機構本部に戻られ，教授6名，
准教授3名の9名体制でスタートしました。
昨年度に引き続き，資格試験では，技術士一次試験において

多くの学生が積極的に受験を行っています。また，2級土木施工
管理者試験の学科試験においても多くの合格者を出すことがで
きました。今後も積極的に資格取得に向けてチャレンジしてもら
いたいと思います。
学生の進路につきましては，本科卒業予定者42名のうち，就職

が26名（62%)，進学が16名(38%)でした。就職先は，防衛省，広
島県，広島市，福山市などの公務員に6名，電力・ガスや高速道路な
どの公益企業9名，大成建設，川田建設，極東興和などの建設系
企業5名，NEXCO西日本エンジニアリング中国などの建設系コン
サルタントに3名，NTTインフラネットに2名，その他1名で，ほぼ例
年通りの傾向でした。進学先は，九州大学2名，広島大学1名，熊本
大学1名，愛媛大学1名，長岡技術科学大学2名，本校専攻科8名，
看護学校1名でした。また，専攻科修了予定者は4名で，進路は呉
市などの公務員に1名，いであ株式会社1名，広島大学大学院1名，
山口大学大学院1名でした。公務員の内定は遅いもので10月でし
たが，民間志望者は夏までに全員内定いただきました。来年度も今
年度と同様な日程で就職活動を行いますので，声を掛けていただ
きますようお願い申し上げます。
今年度は，資格対策講座と専攻科生の国際会議の参加のため

に土木工学科創設50周年記念基金を使わせていただきました。
今後も学生の学習支援に使わせていただきますので，ご協力のほ
どよろしくお願いします。最後になりましたが，同窓生の皆様の
益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。

環境都市工学科の近況

環境都市工学分野代表　重松 　尚久

世界ジュニア武術選手権　棍術（小櫻果）
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昨年の田中誠先生に続いて今春現役を退くことになりまし
た。呉高専に入学したのはついこの前のように感じますが，当
時は中学時のやんちゃさが抜けず，ずいぶん迷惑をかけたこ
とと思います。クラスはみんな運動部と文化部を掛け持ちする

ほどアクティブで，1年から4年連続で校内駅伝大会では優
勝，4年次は体育祭や文化祭における学科全体の取り仕切り
に本領を発揮し，かくいう私も第12代応援団長に指名され
て，9月の放課後は暗くなるまで1～4年生とともに学科棟屋上
で応援の練習をおこなった思い出があります。あれから幾星
霜，専門分野ではデジタル化が加速，ついにメタバースまで出
現しましたが，卒業後教育研究の世界に進み，母校に採用し
て頂いたおかげで，都度の技術革新を肌で触れることが出来
たことは私自身の大きな財産になっております。
なお定年後も数年は学生の皆さんを後方支援してゆく予定

です。これまでと変わらぬご指導をお願い致したく。

2006年に呉高専に来て17年が経ち，この3月で定年退職
を迎えることになりました。無事，定年退職を迎えられたこと
を感謝いたします。
前任の広島商船高専では専門学科に所属しており基礎科目

の大切さを感じていましたので，呉高専で一般科目物理を担
当するにあたり，しっかりとした教育をしようという気持ちで
赴任してきましたが，空回りしながら日々の授業に悪戦苦闘し
てきた17年だったと感じています。今は，まだまだ授業改善に
取り組みたいという思いと，その苦闘から解放されるという安
堵の入り混じった気持ちです。
授業以外の思い出としては，「教育センター」と「卓球部」

です。
教育センターのセンター長・部門長として発足当時から10年

間，本校の情報関係の業務を担当してきました。eラーニング
や情報セキュリティーの重要性が認識され始めた過渡的な時
期に，高専機構の指示と学内の要望の調整や環境整備に，こ
ちらも悪戦苦闘してきたように思います。業務の内容や量が周
りからは見え難くく，当時は，学内からの認知や理解を得難

かったのがちょっと残念です。
クラブ顧問はずっと卓球部でした。技術的なことはさっぱ

り分からず，十分な技術指導はできませんでしたので，技術指
導以外での貢献を模索しました。一つは高体連での活動で
す。当時は，高体連の中での高専への理解はまだ十分ではあ
りませんでした。そこで，地区高体連の活動では，卓球専門部
会のホームページの立ち上げやパソコンを使った大会運営な
どを担当し，高体連に溶け込みながら部員が良い形で大会に
参加できるように心がけました。また，3月に中四国地区で開
催される高専卓球大会にはずっと参加していませんでした
が，どうにか部員を説得し少数の有志部員で参加した後は，
継続して参加するようになったのは良かったかなと思います。
春・夏の合宿が低調になったときには，少しでも気持ちを盛り
上げるために，合宿中に１回は私が料理を作って昼食会を開
くようなこともしました。部員が気を使ってか，優しく「次も楽
しみにしています」と言ってくれたのが，うれしい思い出です。
このコロナ禍でやり切れなかった思いはありますが，良い形
で次に繋げられたのではないかと思います，一緒にやってきて
くれた部員達には感謝したいと思います。
短いようでも，振り返るといろいろな思い出があります。呉

高専での生活が，私の人生を形作る一部であったことは間違
いありません。再雇用としてもう少し呉高専にはお世話になり
ますが，呉高専での経験をこれからの人生にいかしていきた
いと思います。
最後になりましたが，同窓会会員の皆さまのご健勝と会の

益々のご発展をお祈り申し上げます。有り難うございました。

定年退職に
　　　あたって

笠井 　聖二
自然科学系分野　教授

定年退職に
　　　あたって

黒木 　太司
（電気工学科12期)

電気情報工学分野　教授

OB教員着任あいさつ

新任のごあいさつ

河﨑 　啓太
建築学科47期

卒業生の近況

今年度の9月から建築学科の助教として着任いたしま
した河﨑と申します。私はこの呉高専建築学科を2015
年に卒業した後，大学に編入，修士課程を経て民間企業
（建築設備設計専業の設計事務所）で約3年半の実務経
験を積み，約7年ぶりに母校へ帰ってきました。先生の

顔ぶれや建築学科棟の様子はいい意味で当時とほぼ変わ
らず，在学中のことを懐かしみながら日々教育と研究に
励んでおります。私の研究室は，在学中の4，5年生時
に担任をしていただき，数年前に退官された西宮先生が
ご使用していた思い出深い部屋です。西宮先生の意思を
受け継ぎ，この研究室から優秀な学生を社会へ送り出せ
るよう精進する次第です。
私は専門の建築設備のみならず，低学年の設計製図や福

祉関連の内容の授業まで幅広い科目を担当しております。
着任当初は卒業生といえども，不慣れなことも多く，戸惑
うことばかりでしたが，着任から数か月が経過し，少しず
つ慣れた今は授業にも余裕が出るようになりました。私は
建築業界で必要な資格試験や，実務で習得した知識・経験
を学生に還元したいと考えております。同窓会の皆様には
引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

⑤



学生の同窓会特別表彰学生の同窓会特別表彰
　令和4年度も新型コロナウイルスの影響で学生も活動の制限を
受けましたが，以下の多くの活躍があり学生特別表彰を行いました。
令和５年１月末時点での表彰は以下の13点です。

今後も学生の更なる活躍を期待しています。

〇小櫻　果（建築学科２年）：
　第77回国民体育大会（とちぎ国体）　武術太極拳競技会
　少年少女の部，優勝／賞状＋副賞（３万円）
　世界ジュニア武術選手権（8th WORLD JUNIOR WUSHU 
CHAMPIONSHIPS INDONESIA 2022）、長拳７位、刀術６
位、棍術８位／賞状＋副賞（３万円）

〇岩本孝太（専攻科２年）：
　Smart Ｃity Ｗorkshop 2022、Student Poster Prezentation 
Award／賞状＋副賞（２万円）

〇大坂康介（建築学科３年）、宮本智輝（同）：
　第19回全国高等専門学校デザインコンペティション空間デザ
イン部門、審査員特別賞／賞状＋副賞（１万円）

〇樋口彰悟（専攻科２年）、小椋千沙（建築学科５年）、小宇羅由依
（同）、築山綾花（建築学科４年）、竹本快未（建築学科２年）、吉
川諒哉（建築学科１年）：

　第19回全国高等専門学校デザインコンペティション構造デザ
イン部門、日刊建設工業新聞社賞／賞状＋副賞（１万円）

令和４年度
〇垣内優真（機械工学科４年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　陸上競技　男子　200ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）
〇テニス部：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　テニス男子団体，準優勝／賞状＋副賞（２万円）
〇大野智己（環境都市工学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　男子　バタフライ100ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）
　水泳　男子　バタフライ200ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
〇水上　凌（機械工学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　男子　個人メドレー200ｍ，３位／賞状＋副賞（１万円）
〇金満二葉（建築学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　女子　自由形50ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
　水泳　女子　背泳ぎ100ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
〇三浦琴葉（環境都市工学科２年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会　水泳　
　女子　自由形50ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）

第57回全国高等専門学校体育大会
水泳　女子　自由形50ｍ　表彰式

第33回全国高専プログラミングコンテスト
10月15日（土）～16日（日）  会場：Gメッセ群馬

【自由部門】「今来ヒス撮りぃ」敢闘賞

文化系

学生の課外活動状況学生の課外活動状況

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2022　中国地区大会
10月9日（日）　会場：東広島運動公園体育館

呉高専B「Aspectacle」：技術賞（全国大会推薦）

第58回中国地区高専体育大会冬季大会（ラグビー競技）
１１月１１日（金）～１３日（日）　会場：島根県立浜山公園球技場
一回戦（ 7 人制）　呉　　　　　　0－10　米子
二回戦（15人制）　呉・米子合同　  0－66　津山

第29回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会
8月23日（火）～24日（水）　会場：神戸しあわせの村アーチェリー場

女子個人　優勝　　　女子30Mダブル　2位

第104回全国高等学校野球選手権広島大会
7月11日（月）　みよし運動公園野球場

（１回戦）　呉高専 ０-７ 武田高校（１回戦敗退）

第58回中国地区高等専門学校体育大会（個人）

競技名 結果

（7月1日（金）～7月3日（日）　主管校：津山）　下線部：全国大会出場

第57回全国高等専門学校体育大会

日程競技名 競技会場 結果

8月20日（土）
～21日（日）

8月20日（土）
～21日（日）
8月20日（土）
～24日（水）
8月24日（水）
～26日（金）
8月27日（土）
～28日（日）

9月3日（土）
～4日（日）

陸　　　　上

バレーボール
　 （男子）

サ ッ カ ー

テ　ニ　ス

ソフトテニス

水　　　　泳

愛媛県総合運動公園
陸上競技場

愛媛県総合運動公園
体育館
香川県総合運動公園
サッカー場ほか
大神子病院しあわせの里
テニスセンター
香川県総合運動公園
テニスコート

アクアパレット
まつやま

男子総合15位（出場校36高専）
女子総合12位（出場校32高専）
男子200m　2位

予選リーグDブロック　2位

ベスト８

男子団体　準優勝

男子団体
予選リーグBブロック　2位

総合6位（出場校39高専）
男子バタフライ100m　2位
男子バタフライ200m　1位
男子個人メドレー200m　3位
女子自由形50m　1位，2位
女子背泳ぎ100m　1位（大会新記録）

（団体戦・総合成績および個人戦の上位成績）

陸　　　　上

柔　　　　道

テ　ニ　ス

剣　　　　道

バドミントン

ソフトテニス

卓　　　　球

水　　　　泳

男子100m，男子200m，男子800m，男子1500m，男子 5000m，
男子円盤投，女子800m等　18名代表（ランキング種目含む）

男子66kg級　入賞なし，男子無差別級　3位

男子シングルス　2位，3位，男子ダブルス　1位，2位，3位
女子シングルス　3位

男子シングルス 入賞なし，男子ダブルス 入賞なし，
女子シングルス 3位，女子ダブルス 3位　

男子ダブルス　4位，女子ダブルス　3位

男子シングルス 入賞なし，男子ダブルス 入賞なし，
女子シングルス 入賞なし，女子ダブルス 入賞なし

男子背泳ぎ100m，同200m，男子平泳ぎ200m，
男子バタフライ100m，同200m，男子個人メドレー200m，
女子自由形50m，同100m，女子背泳ぎ100m　5名代表

男子個人　入賞なし

第５８回中国地区高等専門学校体育大会（団体）
7月1日（金）～7月3日（日）　主管校：津山

注）太枠線は団体戦全国大会出場校,団体種目のない陸上競技,水泳競技については総合順位とする。

体育系

種目 順位 優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

Ａ
Ｂ

松江
徳山

松江

松江

松江

大島

呉

松江
松江
松江
広島
宇部
呉

松江

徳山

呉
広島
米子
徳山
宇部

大島
大島

徳山

米子

宇部
松江

大島

宇部

広島
呉
津山
宇部
宇部
津山

米子
徳山
松江、宇部
広島
宇部
米子
宇部
大島

呉、広島
大島、徳山
津山、広島
大島
米子
津山、徳山
呉
呉

米子、松江

徳山
宇部
大島
米子

津山、呉
徳山、呉
呉

津山、広島
大島、呉

広島

米子
米子

広島、大島
広島、宇部
米子

大島、宇部

津山

津山
広島
徳山
広島
米子
呉
大島
宇部
松江
米子
徳山
米子
津山
津山
宇部
米子、津山
広島、徳山
米子
宇部
呉
宇部
松江
米子、宇部
徳山
大島
津山、呉

呉
津山

呉

大島

津山

呉

津山

徳山
大島
広島
米子
大島
松江

津山

米子

徳山
松江
広島
松江
徳山

陸　上　競　技　男子
陸　上　競　技　女子

バレーボール　男子

バレーボール　女子

柔　　　　　　　　道

硬　　式　　野　　球

テ　　　ニ　　　ス

バスケットボール男子
バスケットボール女子
剣　　　　　道　男子
剣　　　　　道　女子

サ　ッ　カ　ー

バドミントン　男子

バドミントン　女子

ソ フ ト テ ニ ス
卓　　　　　球　男子
卓　　　　　球　女子
水　　　　　　　　泳
ハ ン ド ボ ー ル

⑥

令和４年度卒業生・修了生の就職・進学先
就　　　職　　　先

本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　科

専

　
　攻

　
　科

卒業者数 進　　学　　先

機械工学科 36

電 気 情 報
工 学 科 41

環 境 都 市
工 学 科 42

建 築 学 科 35

プロジェクトデザイン
工 学 専 攻 36

JFEスチール㈱，旭化成㈱，アマゾンジャパン合同会社(2)，花王㈱，カル
ビー㈱，グローブライド㈱，サントリープロダクツ㈱，ソニ―グローバルマ
ニュファクチャリング㈱，日本貨物鉄道㈱，㈱日立情報通信エンジニアリン
グ，㈱ヒロテック，ファナック㈱，三菱重工冷熱㈱，三菱電機㈱名古屋製作
所，湧永製薬㈱

J-POWERジェネレーションサービス㈱，NECネッツエスアイ㈱，㈱アイ・エ
ス・ビー，京セラコミュニケーションシステム㈱，四国電力送配電㈱，中国電
力㈱，中国電力ネットワーク㈱，中部電力㈱，電源開発㈱(2)，㈱日本製鋼
所，㈱ハイマックス，富士通㈱，三菱電機ビルソリューションズ㈱

NTTインフラネット㈱(2)，大阪ガス㈱(2)，㈱大阪防水建設社，川田建設㈱，
関西電力㈱，極東興和㈱，㈱シーエム・エンジニアリング，大成建設㈱，中国電
力㈱(2)，㈱ディスコ，東京ガス㈱，東京電力ホールディングス㈱(2)，西日本高
速道路㈱，西日本高速道路エンジニアリング中国㈱，広島県庁，広島県まちづ
くり土地区画整理協会，広島市役所(3)，福山市役所，防衛省，山﨑建設㈱

㈱あい設計，㈱アステック一級建築士事務所，㈱アルモ設計(2)，鹿島クレ
ス㈱，広成建設㈱，太陽工業㈱，㈱タケウチ建設，㈱竹中工務店，東京電力
ホールディングス㈱，㈱西建設計，西日本高速道路㈱，西日本高速道路ファ
シリティーズ㈱，西松建設㈱，㈱フジタ(2)，三菱地所コミュニティ㈱(2)，三
菱地所レジデンス㈱，森トラスト・ビルマネジメント㈱

Daigasエナジー㈱，JFEプラントエンジ㈱，㈱NHKテクノロジーズ，SOLIZE
㈱，㈱TBSアクト，いであ㈱，㈱プランテック，㈱横河ブリッジ，関西電力㈱，
キヤノンメディカルシステムズ㈱，呉市役所，ソニーグローバルマニュファ
クチャリング&オペレーションズ㈱，ダイキョーニシカワ㈱，大昌工芸㈱，東
海旅客鉄道㈱，パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション
㈱，パナソニックEWエンジニアリング㈱，パナソニックエナジー㈱，マツダ
㈱，旭化成㈱，㈱ディスコ，㈱ミツトヨ，田中電機工業㈱，東京電力ホール
ディングス㈱，日本原子力発電㈱

千葉大学工学部，電気通信大学，東京都立大
学システムデザイン学部，豊橋技術科学大学
(2)，長岡技術科学大学，岡山大学工学部
(2)，山口大学工学部，九州大学理学部，呉高
専専攻科(9)，広島工学院大学校

東北大学工学部，大阪大学工学部，豊橋技術
科学大学，兵庫県立大学工学部，広島大学教
育学部，琉球大学工学部，ピープル大学，呉
高専専攻科(19)

北海道大学工学部，長岡技術科学大学（5），
広島大学工学部，島根大学生物資源科学部，
九州大学工学部，熊本大学工学部，呉高専専
攻科（8），穴吹デザイン専門学校（2）

千葉大学工学部，三重大学工学部，京都工芸
繊維大学工芸科学部，山口大学工学部，北九
州市立大学国際環境工学部，九州大学経済学
部，熊本大学工学部，呉高専専攻科(5)，穴吹
デザイン専門学校

東北大学大学院工学研究科，東北大学大学院
情報科学研究科，筑波大学大学院理工情報生
命学術院，長岡技術科学大学大学院工学研究
科，豊橋技術科学大学大学院工学研究科，奈
良先端科学技術大学院大学先端科学技術研
究科，兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジ
メント研究科，広島大学大学院先進理工系科
学研究科，山口大学大学院創成科学研究科

●第５８回全国高等専門学校体育大会　期日：令和５年７月７日（金）～９日（日）
　※水泳は６月１７日㈯・１８日㈰，陸上は７月１日㈯・２日㈰，野球は６月３０日㈮～７月２日㈰
　種目別の期日および会場

令和５年度の課外活動の予定（高専体育大会，ロボコン等の日程・会場）
●第59回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
　期日：令和5年7月7日（金）～9日（日）

　種目及び会場

●第59回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会；ラグビーフットボ－ル）
　期日：令和5年11月10日（金）～12日（日）
　会場：維新百年記念公園ラグビー・サッカー場

競技種目 会場地区
陸　上　競　技
卓　　　　　球
剣　　　　　道
水　　　　　泳
柔　　　　　道
バドミントン
バスケットボール
テ　　ニ　　ス
サ　ッ　カ　ー
硬　式　野　球
バレーボール
ハンドボール
ソフトテニス

米　子

松　江

津　山

広　島

呉

徳　山

宇　部

大　島

会　　　　　場
どらドラパーク米子市民体育館
鹿島総合体育館
松江市総合体育館
倉敷市屋内水泳センター
岡山武道館　練習道場
こざかなくんスポーツパークびんご　チャレンジこざかなくんアリーナ
シシンヨーオークアリーナ
東広島運動公園テニスコート
キリンレモンスタジアム（防府市スポーツセンター）人工芝多目的グランド
周南市野球場（津田恒実メモリアルスタジアム）
やまぐちリフレッシュパーク　メインアリーナ
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター　多目的ホール
岩国市運動公園テニスコート

文化系

体育系

競技種目 競技日程 会　　　　　場
陸　上　競　技
バスケットボール　男子・女子
バレーボール　男子・女子
ソ フトテ ニス
卓　　　　　球
柔　　　　　道
剣　　　　　道
硬　式　野　球

サ　ッ　カ　ー

ラグビーフットボール

ハ ンドボ ール
テ　　ニ　　ス
バドミントン
水　　　　　泳

デンカビッグスワンスタジアム
大田区総合体育館
ひたちなか市総合運動公園体育館
サニーインむかい
ひたちなか市総合運動公園体育館
千葉県総合スポーツセンター武道館
千葉県総合スポーツセンター武道館
上毛新聞敷島球場、グレースイン前橋市民球場
栃木県総合運動公園、河内総合運動公園
真岡市総合運動公園

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

エスフォルタアリーナ八王子
有明テニスの森公園
水元総合スポーツセンター
長野運動公園総合運動場総合市民プール（アクアウイング）

8月26日（土）～27日（日）
8月23日（水）～24日（木）
8月26日（土）～27日（日）
8月30日（水）～31日（木）
8月19日（土）～20日（日）
8月23日（水）～24日（木）
8月26日（土）～27日（日）
8月21日（月）～23日（水）
12月23日（土），24日（日），
　　 26日（火），27日（水）
1月4日（木），5日（金），
　  7日（日），9日（火）
8月30日（水）～9月1日（金）
8月29日（火）～31日（木）

8月26日（金）～27日（土）

●全国高等専門学校ロボットコンテスト２０２３中国地区大会
　期日：未定（令和5年10月の日曜日）
　主管：呉高専

●全国高等専門学校第34回プログラミングコンテスト
　期日：（本選）令和5年10月14日（土）・15日（日）
　会場：サンドーム福井（越前市）

●全国高等専門学校ロボットコンテスト2023全国大会
　期日：令和５年１１月２６日（日）
　会場：国技館（東京・墨田区）

●第20回全国高等専門学校デザインコンペティション
　期日：（本選）令和5年11月11日（土）・12日（日）
　会場：舞鶴市総合文化会館，赤レンガ2号棟・4号棟・5号棟（舞鶴市）

●第16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
　期日：（本選）令和6年1月28日（土）・29日（日）
　会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京・渋谷区）

第38回中国地区高等専門学校英語弁論大会
10月28日（土）～29日（日）　会場：松江高専大講義室

【暗唱部門】 7位，8位
【プレゼンテーション部門】 2位
　　　　　　　　　　　　（全国高専英語プレコン シングル部門出場）

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０２２
11月27日（日）　会場：国技館

「Aspectacle」：一回戦敗退（呉4-5大阪公大）

第1回高専GIRLS SDGs×Technology Contest（高専GCON2022）
1月15日（日）　会場：日経ホール

呉高専 プロジェクトデザイン 環境都市系 「スタッドジベルを有する
鋼合成桁コンクリート床版撤去技術に関する研究」：本選出場（60周年記念賞）

第１６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
1月28日（土）～29日（日）　会場：一橋大学 一橋講堂

【シングル部門】準優勝　　【チーム部門】　予選敗退

デザコン2022in有明 第19回全国高等専門学校デザインコンペティション
12月10日（土）～11日（日）　会場：大牟田文化会館

【構造デザイン部門】 「双嶺」：日刊建設工業新聞社賞
【空間デザイン部門】 「響“̃学びと遊び”、“地域住民と外国人技能
　　　　　　　　　　実習生”の共鳴̃」：審査員特別賞
【プレデザコン部門】 「回遊」：最優秀賞（空間デザイン）

※水泳は6月17日㈯・18日㈰，陸上は7月1日㈯・2日㈰，
　野球は6月30日㈮～7月2日㈰

⑦



学生の同窓会特別表彰学生の同窓会特別表彰
　令和4年度も新型コロナウイルスの影響で学生も活動の制限を
受けましたが，以下の多くの活躍があり学生特別表彰を行いました。
令和５年１月末時点での表彰は以下の13点です。

今後も学生の更なる活躍を期待しています。

〇小櫻　果（建築学科２年）：
　第77回国民体育大会（とちぎ国体）　武術太極拳競技会
　少年少女の部，優勝／賞状＋副賞（３万円）
　世界ジュニア武術選手権（8th WORLD JUNIOR WUSHU 
CHAMPIONSHIPS INDONESIA 2022）、長拳７位、刀術６
位、棍術８位／賞状＋副賞（３万円）

〇岩本孝太（専攻科２年）：
　Smart Ｃity Ｗorkshop 2022、Student Poster Prezentation 
Award／賞状＋副賞（２万円）

〇大坂康介（建築学科３年）、宮本智輝（同）：
　第19回全国高等専門学校デザインコンペティション空間デザ
イン部門、審査員特別賞／賞状＋副賞（１万円）

〇樋口彰悟（専攻科２年）、小椋千沙（建築学科５年）、小宇羅由依
（同）、築山綾花（建築学科４年）、竹本快未（建築学科２年）、吉
川諒哉（建築学科１年）：

　第19回全国高等専門学校デザインコンペティション構造デザ
イン部門、日刊建設工業新聞社賞／賞状＋副賞（１万円）

令和４年度
〇垣内優真（機械工学科４年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　陸上競技　男子　200ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）
〇テニス部：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　テニス男子団体，準優勝／賞状＋副賞（２万円）
〇大野智己（環境都市工学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　男子　バタフライ100ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）
　水泳　男子　バタフライ200ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
〇水上　凌（機械工学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　男子　個人メドレー200ｍ，３位／賞状＋副賞（１万円）
〇金満二葉（建築学科１年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会
　水泳　女子　自由形50ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
　水泳　女子　背泳ぎ100ｍ，優勝／賞状＋副賞（３万円）
〇三浦琴葉（環境都市工学科２年）：
　第57回全国高等専門学校体育大会　水泳　
　女子　自由形50ｍ，２位／賞状＋副賞（２万円）

第57回全国高等専門学校体育大会
水泳　女子　自由形50ｍ　表彰式

第33回全国高専プログラミングコンテスト
10月15日（土）～16日（日）  会場：Gメッセ群馬

【自由部門】「今来ヒス撮りぃ」敢闘賞

文化系

学生の課外活動状況学生の課外活動状況

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2022　中国地区大会
10月9日（日）　会場：東広島運動公園体育館

呉高専B「Aspectacle」：技術賞（全国大会推薦）

第58回中国地区高専体育大会冬季大会（ラグビー競技）
１１月１１日（金）～１３日（日）　会場：島根県立浜山公園球技場
一回戦（ 7 人制）　呉　　　　　　0－10　米子
二回戦（15人制）　呉・米子合同　  0－66　津山

第29回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会
8月23日（火）～24日（水）　会場：神戸しあわせの村アーチェリー場

女子個人　優勝　　　女子30Mダブル　2位

第104回全国高等学校野球選手権広島大会
7月11日（月）　みよし運動公園野球場

（１回戦）　呉高専 ０-７ 武田高校（１回戦敗退）

第58回中国地区高等専門学校体育大会（個人）

競技名 結果

（7月1日（金）～7月3日（日）　主管校：津山）　下線部：全国大会出場

第57回全国高等専門学校体育大会

日程競技名 競技会場 結果

8月20日（土）
～21日（日）

8月20日（土）
～21日（日）
8月20日（土）
～24日（水）
8月24日（水）
～26日（金）
8月27日（土）
～28日（日）

9月3日（土）
～4日（日）

陸　　　　上

バレーボール
　 （男子）

サ ッ カ ー

テ　ニ　ス

ソフトテニス

水　　　　泳

愛媛県総合運動公園
陸上競技場

愛媛県総合運動公園
体育館
香川県総合運動公園
サッカー場ほか
大神子病院しあわせの里
テニスセンター
香川県総合運動公園
テニスコート

アクアパレット
まつやま

男子総合15位（出場校36高専）
女子総合12位（出場校32高専）
男子200m　2位

予選リーグDブロック　2位

ベスト８

男子団体　準優勝

男子団体
予選リーグBブロック　2位

総合6位（出場校39高専）
男子バタフライ100m　2位
男子バタフライ200m　1位
男子個人メドレー200m　3位
女子自由形50m　1位，2位
女子背泳ぎ100m　1位（大会新記録）

（団体戦・総合成績および個人戦の上位成績）

陸　　　　上

柔　　　　道

テ　ニ　ス

剣　　　　道

バドミントン

ソフトテニス

卓　　　　球

水　　　　泳

男子100m，男子200m，男子800m，男子1500m，男子 5000m，
男子円盤投，女子800m等　18名代表（ランキング種目含む）

男子66kg級　入賞なし，男子無差別級　3位

男子シングルス　2位，3位，男子ダブルス　1位，2位，3位
女子シングルス　3位

男子シングルス 入賞なし，男子ダブルス 入賞なし，
女子シングルス 3位，女子ダブルス 3位　

男子ダブルス　4位，女子ダブルス　3位

男子シングルス 入賞なし，男子ダブルス 入賞なし，
女子シングルス 入賞なし，女子ダブルス 入賞なし

男子背泳ぎ100m，同200m，男子平泳ぎ200m，
男子バタフライ100m，同200m，男子個人メドレー200m，
女子自由形50m，同100m，女子背泳ぎ100m　5名代表

男子個人　入賞なし

第５８回中国地区高等専門学校体育大会（団体）
7月1日（金）～7月3日（日）　主管校：津山

注）太枠線は団体戦全国大会出場校,団体種目のない陸上競技,水泳競技については総合順位とする。

体育系

種目 順位 優勝 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

Ａ
Ｂ

松江
徳山

松江

松江

松江

大島

呉

松江
松江
松江
広島
宇部
呉

松江

徳山

呉
広島
米子
徳山
宇部

大島
大島

徳山

米子

宇部
松江

大島

宇部

広島
呉
津山
宇部
宇部
津山

米子
徳山
松江、宇部
広島
宇部
米子
宇部
大島

呉、広島
大島、徳山
津山、広島
大島
米子
津山、徳山
呉
呉

米子、松江

徳山
宇部
大島
米子

津山、呉
徳山、呉
呉

津山、広島
大島、呉

広島

米子
米子

広島、大島
広島、宇部
米子

大島、宇部

津山

津山
広島
徳山
広島
米子
呉
大島
宇部
松江
米子
徳山
米子
津山
津山
宇部
米子、津山
広島、徳山
米子
宇部
呉
宇部
松江
米子、宇部
徳山
大島
津山、呉

呉
津山

呉

大島

津山

呉

津山

徳山
大島
広島
米子
大島
松江

津山

米子

徳山
松江
広島
松江
徳山

陸　上　競　技　男子
陸　上　競　技　女子

バレーボール　男子

バレーボール　女子

柔　　　　　　　　道

硬　　式　　野　　球

テ　　　ニ　　　ス

バスケットボール男子
バスケットボール女子
剣　　　　　道　男子
剣　　　　　道　女子

サ　ッ　カ　ー

バドミントン　男子

バドミントン　女子

ソ フ ト テ ニ ス
卓　　　　　球　男子
卓　　　　　球　女子
水　　　　　　　　泳
ハ ン ド ボ ー ル

⑥

令和４年度卒業生・修了生の就職・進学先
就　　　職　　　先

本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　科

専

　
　攻

　
　科

卒業者数 進　　学　　先

機械工学科 36

電 気 情 報
工 学 科 41

環 境 都 市
工 学 科 42

建 築 学 科 35

プロジェクトデザイン
工 学 専 攻 36

JFEスチール㈱，旭化成㈱，アマゾンジャパン合同会社(2)，花王㈱，カル
ビー㈱，グローブライド㈱，サントリープロダクツ㈱，ソニ―グローバルマ
ニュファクチャリング㈱，日本貨物鉄道㈱，㈱日立情報通信エンジニアリン
グ，㈱ヒロテック，ファナック㈱，三菱重工冷熱㈱，三菱電機㈱名古屋製作
所，湧永製薬㈱

J-POWERジェネレーションサービス㈱，NECネッツエスアイ㈱，㈱アイ・エ
ス・ビー，京セラコミュニケーションシステム㈱，四国電力送配電㈱，中国電
力㈱，中国電力ネットワーク㈱，中部電力㈱，電源開発㈱(2)，㈱日本製鋼
所，㈱ハイマックス，富士通㈱，三菱電機ビルソリューションズ㈱

NTTインフラネット㈱(2)，大阪ガス㈱(2)，㈱大阪防水建設社，川田建設㈱，
関西電力㈱，極東興和㈱，㈱シーエム・エンジニアリング，大成建設㈱，中国電
力㈱(2)，㈱ディスコ，東京ガス㈱，東京電力ホールディングス㈱(2)，西日本高
速道路㈱，西日本高速道路エンジニアリング中国㈱，広島県庁，広島県まちづ
くり土地区画整理協会，広島市役所(3)，福山市役所，防衛省，山﨑建設㈱

㈱あい設計，㈱アステック一級建築士事務所，㈱アルモ設計(2)，鹿島クレ
ス㈱，広成建設㈱，太陽工業㈱，㈱タケウチ建設，㈱竹中工務店，東京電力
ホールディングス㈱，㈱西建設計，西日本高速道路㈱，西日本高速道路ファ
シリティーズ㈱，西松建設㈱，㈱フジタ(2)，三菱地所コミュニティ㈱(2)，三
菱地所レジデンス㈱，森トラスト・ビルマネジメント㈱

Daigasエナジー㈱，JFEプラントエンジ㈱，㈱NHKテクノロジーズ，SOLIZE
㈱，㈱TBSアクト，いであ㈱，㈱プランテック，㈱横河ブリッジ，関西電力㈱，
キヤノンメディカルシステムズ㈱，呉市役所，ソニーグローバルマニュファ
クチャリング&オペレーションズ㈱，ダイキョーニシカワ㈱，大昌工芸㈱，東
海旅客鉄道㈱，パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション
㈱，パナソニックEWエンジニアリング㈱，パナソニックエナジー㈱，マツダ
㈱，旭化成㈱，㈱ディスコ，㈱ミツトヨ，田中電機工業㈱，東京電力ホール
ディングス㈱，日本原子力発電㈱

千葉大学工学部，電気通信大学，東京都立大
学システムデザイン学部，豊橋技術科学大学
(2)，長岡技術科学大学，岡山大学工学部
(2)，山口大学工学部，九州大学理学部，呉高
専専攻科(9)，広島工学院大学校

東北大学工学部，大阪大学工学部，豊橋技術
科学大学，兵庫県立大学工学部，広島大学教
育学部，琉球大学工学部，ピープル大学，呉
高専専攻科(19)

北海道大学工学部，長岡技術科学大学（5），
広島大学工学部，島根大学生物資源科学部，
九州大学工学部，熊本大学工学部，呉高専専
攻科（8），穴吹デザイン専門学校（2）

千葉大学工学部，三重大学工学部，京都工芸
繊維大学工芸科学部，山口大学工学部，北九
州市立大学国際環境工学部，九州大学経済学
部，熊本大学工学部，呉高専専攻科(5)，穴吹
デザイン専門学校

東北大学大学院工学研究科，東北大学大学院
情報科学研究科，筑波大学大学院理工情報生
命学術院，長岡技術科学大学大学院工学研究
科，豊橋技術科学大学大学院工学研究科，奈
良先端科学技術大学院大学先端科学技術研
究科，兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジ
メント研究科，広島大学大学院先進理工系科
学研究科，山口大学大学院創成科学研究科

●第５８回全国高等専門学校体育大会　期日：令和５年７月７日（金）～９日（日）
　※水泳は６月１７日㈯・１８日㈰，陸上は７月１日㈯・２日㈰，野球は６月３０日㈮～７月２日㈰
　種目別の期日および会場

令和５年度の課外活動の予定（高専体育大会，ロボコン等の日程・会場）
●第59回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
　期日：令和5年7月7日（金）～9日（日）

　種目及び会場

●第59回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会；ラグビーフットボ－ル）
　期日：令和5年11月10日（金）～12日（日）
　会場：維新百年記念公園ラグビー・サッカー場

競技種目 会場地区
陸　上　競　技
卓　　　　　球
剣　　　　　道
水　　　　　泳
柔　　　　　道
バドミントン
バスケットボール
テ　　ニ　　ス
サ　ッ　カ　ー
硬　式　野　球
バレーボール
ハンドボール
ソフトテニス

米　子

松　江

津　山

広　島

呉

徳　山

宇　部

大　島

会　　　　　場
どらドラパーク米子市民体育館
鹿島総合体育館
松江市総合体育館
倉敷市屋内水泳センター
岡山武道館　練習道場
こざかなくんスポーツパークびんご　チャレンジこざかなくんアリーナ
シシンヨーオークアリーナ
東広島運動公園テニスコート
キリンレモンスタジアム（防府市スポーツセンター）人工芝多目的グランド
周南市野球場（津田恒実メモリアルスタジアム）
やまぐちリフレッシュパーク　メインアリーナ
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター　多目的ホール
岩国市運動公園テニスコート

文化系

体育系

競技種目 競技日程 会　　　　　場
陸　上　競　技
バスケットボール　男子・女子
バレーボール　男子・女子
ソ フトテ ニス
卓　　　　　球
柔　　　　　道
剣　　　　　道
硬　式　野　球

サ　ッ　カ　ー

ラグビーフットボール

ハ ンドボ ール
テ　　ニ　　ス
バドミントン
水　　　　　泳

デンカビッグスワンスタジアム
大田区総合体育館
ひたちなか市総合運動公園体育館
サニーインむかい
ひたちなか市総合運動公園体育館
千葉県総合スポーツセンター武道館
千葉県総合スポーツセンター武道館
上毛新聞敷島球場、グレースイン前橋市民球場
栃木県総合運動公園、河内総合運動公園
真岡市総合運動公園

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

エスフォルタアリーナ八王子
有明テニスの森公園
水元総合スポーツセンター
長野運動公園総合運動場総合市民プール（アクアウイング）

8月26日（土）～27日（日）
8月23日（水）～24日（木）
8月26日（土）～27日（日）
8月30日（水）～31日（木）
8月19日（土）～20日（日）
8月23日（水）～24日（木）
8月26日（土）～27日（日）
8月21日（月）～23日（水）
12月23日（土），24日（日），
　　 26日（火），27日（水）
1月4日（木），5日（金），
　  7日（日），9日（火）
8月30日（水）～9月1日（金）
8月29日（火）～31日（木）

8月26日（金）～27日（土）

●全国高等専門学校ロボットコンテスト２０２３中国地区大会
　期日：未定（令和5年10月の日曜日）
　主管：呉高専

●全国高等専門学校第34回プログラミングコンテスト
　期日：（本選）令和5年10月14日（土）・15日（日）
　会場：サンドーム福井（越前市）

●全国高等専門学校ロボットコンテスト2023全国大会
　期日：令和５年１１月２６日（日）
　会場：国技館（東京・墨田区）

●第20回全国高等専門学校デザインコンペティション
　期日：（本選）令和5年11月11日（土）・12日（日）
　会場：舞鶴市総合文化会館，赤レンガ2号棟・4号棟・5号棟（舞鶴市）

●第16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
　期日：（本選）令和6年1月28日（土）・29日（日）
　会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京・渋谷区）

第38回中国地区高等専門学校英語弁論大会
10月28日（土）～29日（日）　会場：松江高専大講義室

【暗唱部門】 7位，8位
【プレゼンテーション部門】 2位
　　　　　　　　　　　　（全国高専英語プレコン シングル部門出場）

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０２２
11月27日（日）　会場：国技館

「Aspectacle」：一回戦敗退（呉4-5大阪公大）

第1回高専GIRLS SDGs×Technology Contest（高専GCON2022）
1月15日（日）　会場：日経ホール

呉高専 プロジェクトデザイン 環境都市系 「スタッドジベルを有する
鋼合成桁コンクリート床版撤去技術に関する研究」：本選出場（60周年記念賞）

第１６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
1月28日（土）～29日（日）　会場：一橋大学 一橋講堂

【シングル部門】準優勝　　【チーム部門】　予選敗退

デザコン2022in有明 第19回全国高等専門学校デザインコンペティション
12月10日（土）～11日（日）　会場：大牟田文化会館

【構造デザイン部門】 「双嶺」：日刊建設工業新聞社賞
【空間デザイン部門】 「響“̃学びと遊び”、“地域住民と外国人技能
　　　　　　　　　　実習生”の共鳴̃」：審査員特別賞
【プレデザコン部門】 「回遊」：最優秀賞（空間デザイン）

※水泳は6月17日㈯・18日㈰，陸上は7月1日㈯・2日㈰，
　野球は6月30日㈮～7月2日㈰

⑦



収
入
の
部

前年度繰越金

入会金

寄付金

預金利息

合計

11,941,361

1,095,406

0

9

13,036,776

支
出
の
部

母校への寄付
たより印刷費（当田印刷）
理事会経費
優秀学生特別表彰費
次年度繰越金

合計

200,000
169,400
2,581

170,000
12,494,795

13,036,776

同窓会会計報告 令和３年度

　本同窓会（個人情報管理委託先：株式会社サラト）で所有する会員の個人情報は，
会員間の親睦以外に使用することはありません。＊個人情報の取り扱いについて

★同窓会ホームページ，メールアドレスのお知らせ
　　同窓会のオリジナルホームページを開設しています。ぜひご覧下さい。　
　　　URL：https://kurekosen-dosokai.jp/index.html
　　また，同窓会用メールアドレスは以下の通りです。住所変更の連絡などにご利用下さい。

　　　アドレス：OBOG@kure-nct.ac.jp

ご 注 意
　本同窓会が個人情報管理を委託しているのは「株式

会社サラト」のみです。「株式会社サラト」以外から

同窓会名簿購入等のダイレクトメールが届くことが

あるかと思いますが，これは本同窓会とは全く関係

ありませんのでご注意下さい。

寄付金の募集について
　同窓会では，より活発な活動を行うため同窓生の
皆様から広く寄付金を募っております。ご協力のほ
どよろしくお願いします。

口座番号　０１３１０－１－２２１２
加 入 者　呉工業高等専門学校同窓会

令和4年度寄付者名簿（敬称略）令和4年度寄付者名簿（敬称略）
50音順

上記の皆様から寄付金を送金していただきました。寄付金は呉高専同窓会の活動（母校への寄付など）

に使用させて頂きます。ご協力ありがとうございました。

島　田　裕　己

再雇用（令和4年4月1日）
木原　滋哉（嘱託教授）

田中　　誠（嘱託教授）

採 用 （令和4年4月1日）

餘利野　直人（校長）

ゴーシュ シュワパンクメル（自然科学系）（任期付）

岩﨑　祐樹（環境都市）（任期付）

異 動（令和4年4月1日）

加納　誠二（環境都市） 高専機構本部へ

採 用（令和4年9月1日）

河﨑　啓太（建築）

退 職 （令和4年3月31日）

篠﨑　賢二（校長） 定年退職

木原　滋哉（人文社会系） 定年退職

西坂　　強（機械） 定年退職

田中　　誠（電気情報） 定年退職

堀内　　遼（自然科学系） 雇用期間満了

呉高専教員
人 事 異 動
呉高専教員
人 事 異 動

呉高専同窓会HP

⑧


