
 
 
 
 
９月に大分県で開催された国民体育大

会なぎなた競技（少年女子団体・試合の
部）

で第５位に輝いた椎木英理子さんで第５位に輝いた椎木英理子さん(土木
建築工学科３年土木建築工学科３年)に、に、10月23日、校

長校長

室において山口県教育庁室において山口県教育庁 中村審議監か
ら国体栄誉賞のメダルが授与さ中村審議監から国体栄誉賞のメダルが

授与さ

れました。中村審議監は、少年種別で山
口県勢初の入賞を果たした

功績を讃えられ、「３年後の山口国体での
活躍を期待します」

との励ましの言葉をのべられました。椎
木さんは「山

口国体をめざし、頑張ります」と決意を

新たにしていました。 
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JICA（(独)国際協力機構)の

青年技術研修事業で世界青年
徳山友

の会が11月６日から19日ま
でアフリカ情報通信技術の研

修

を目的としてアフリカの青年
13名を受け入れました。

11月14日、本校において情報
電子工学科の授

業参観や意見交換会等が実施
され

ました。 
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広島県竹原市で開催された

第24回中国地区高等専門学
校英語弁論大会に、園田卓

也君(機械電気工学科２年機械電気工学科２年)、波多
野さやかさん波多野さやかさん(土木建築

工学科２年土木建築工学科２年)、楊井
夕楊井夕

貴さん(土木建築工学科１年
)が出場し、ベストパフォー

マンスを披露し

てくれました。その結果、波
多野さんがスピーチ部門で

初出場、初

優勝しました。優勝しました。これは、これは、本校にとって昨年度
に続く２連覇です。本校にとって昨年度に続く２

連覇です。

波多野さんは、1月24日、25
日に東京で開催される

第2回全国高専英語プレゼ
ンテーション

コンテストに出場します。 
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中国地区の中国地区の8高専が高専毎に行ってきた地域連携と知的財産の創出

高専が高専毎に行ってきた地域連携と知的財産の創出・活用を活用を広域で取り扱うため、中国地区の拠点機関の役割を担う徳山高専にコーディネーター(写真右端：加治哲徳氏）が配置されました。これにより、中国地区のシーズとニーズのマッチングや産学官連携を促進し、進し、イノベーション創出による地域発展を図る
イノベーション創出による地域発展を図ることが期待されます。写真は、7月3日の

記者発表の様子です。 
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米子市民体育館で開催さ

れた弟44回中国地区高
等専門学校体育大会にお

いて、
回中国地区高等専門学校

体育大会において、バ

レー部が優勝し、中国大
会3連覇を成し遂げまし

た。初日の予選リーグで
は、大島、

呉、宇部に全て2－0でス
トレート勝ちし、2日目

の準決勝では、米子と対
戦

し2－0で、決勝戦では、
松江と対戦し、こちらも

2－0で勝つことがで

きました。きました。たくさんの関
係者、たくさんの関係者、保護

者、保護者、ＯＢの方々に応
援にきてＯＢの方々に応援にき

て

いただいたおかげで、監督
、コーチ、選手、応援が一体

となっ

て優勝を勝ち取るという
すばらしい大会になり

て優勝を勝ち取るという
すばらしい大会になり

　　ました。ありがとうご
ざいました。 
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福島県会津若松市で開催された、「パソコン甲子園2008」本選のプログラミング部門に、情報電子工学科3年生の平櫛貴章君、三坂　奨君が参加しました。パソコン甲子園は全国の高校生及び高等専門学校生などが、情報処理技術における優れたアイディアと表現力、プログラミング能力等を競い合うことにより、り、自身のスキルアップを図るとともに、

自身のスキルアップを図るとともに、情報化社会を支える人材情報化社会を支える人材の裾野を広げることを目的としたもので、
の裾野を広げることを目的としたもので、平櫛君、三坂君チームは初出場で予選参加358チームから本選参加20チームに選ばれ、本選でも第7位と大健闘しました。 

 
 
 
 
8月に北海道で開催された第
月に北海道で開催された第43回全国高等専門学校体育大会バドミント

回全国高等専門学校体育大会バドミント
ン女子ダブルスで優勝した河村美咲さん(土木建築工学科1年）、古城朋
子さん(情報電子工学科1年）、卓球男子シングルスで準優勝した坪金
　靖君(機械電気工学科３年）が、校長らと周南市役所を訪問し、島
津市長に優勝の報告をしました。
津市長に優勝の報告をしました。選手らは、選手らは、緊張の面持ちで大緊張の面持ちで大
会の戦績や練習の苦労話を語り、市長から、「大変素晴らしいことです。来年・再来年と連覇を期待します

再来年と連覇を期待します！」と激励の言葉をいただきました。 
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10月26日に津山市で開催された、「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコン全国高等専門学校ロボットコン
テスト2008中国地区大会」において、徳山高専Ｂチーム「ロボット名：ツヨシ猿
回し」が優勝を飾り、特別賞(東京エレクトロンＦＥ(株))も受賞しました。
また、Ａチーム「ロボット名:晴るる」が特別賞（(株)安川電機）を受

賞しました。11月23日東京・両国国技館で開催された
全国大会に出場した「ツヨシ猿回し」は、ベ

スト４に進出しました。 
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福島県いわき明星大学で開

催された全国高等専門学校
第

福島県いわき明星大学で開
催された全国高等専門学校

第1919回プログラミング回プログラミング

コンテストで、本校のニュ
ーメディア部の作品「ボク

とどうぶつのひととき」

が課題部門の特別賞を受賞
しました。この作品は、ユー

ザーが画面内に入り

込むことによって、画面内
の動物と遊ぶことのできる

システムです。
画面内の動物と遊ぶことの

できるシステムです。こ

のシステムによる動物との楽
しいひとときが心にゆとりを

のシステムによる動物との楽
しいひとときが心にゆとりを

生み出し、

課題部門のテーマ課題部門のテーマ「ゆとり
を生み出すコンピュータ」「ゆとりを生み出すコンピ

ュータ」をよく

反映したシステムとなって
います。高専祭でデモン

ストレーションも行われま
した。 
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財団法人マツダ財団　

山根事務局長が来校さ
れ、本年度の研究助成に

決定した森 

助教に助成金の贈呈式
が開催されました。助成

対象は「圧電素子を利用
した常設

型小型非破壊検知の開
発とヘルスモニタリン

グシステムの開発」で
、概要は、

大型構造物大型構造物(または機械
システム中または機械システム中

)に本研究で開発する非
破壊検査装置

に本研究で開発する非
破壊検査装置

を多数埋め込み、経年劣
化や外的要因による異

常発生や損傷の程度、

場所などを監視し続け
、これを早期発見する

ための安価で実

用的なヘルスモニタリ
ングシステムの開発で

す。 
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「哲学カフェ」でおなじみの、一般科目准教授小川仁志先生が、授小川仁志先生が、『市役所の小川さん、
『市役所の小川さん、哲学者になる　転身力』(海竜社）を出版されました。小川先生が挫折を克服し、

小川先生が挫折を克服し、いかにしていかにして哲学者になったのか、
哲学者になったのか、波乱万丈の半生が綴ら

波乱万丈の半生が綴られています。れています。中身はすべての変わりたい人に
中身はすべての変わりたい人に向けたメッセージだとのこと。勉強法もばっちり紹介されています。また、同時に哲学の面白さについても、「哲学頭」という概念を使ってわかりやすく説明がなされています。

てわかりやすく説明がなされています。「哲学って何だ？」と思っている人も、ぜひ一度読まれてはいかがでしょうか。この出版を記念して、11月16日に宮脇書店徳山店にてサイン会が、11月21
日徳山高専「夢広場」にてトークショーが開催されました。両イベン
トとも、「いんぐりっしゅ☆る～む」の国重先生が、司会を務めて盛り上げてくださいました。 
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平成平成20年度国民年金ポスター年度国民年金ポスター

コンクールにおいて美術部

藤田恵美さん(土木建築工学

科１年科１年)が社会保険事務局長が社会保険事務局長

賞に選ばれました。また、藤田

さんは山口県が主催する愛鳥

週間ポスターコンクールに週間ポスターコンクールに

おいても最優秀賞を受賞しおいても最優秀賞を受賞し

ました。同じく美術部桐田

朋枝さん(土木建築工学科

１年)はこの秋に行われた

第６回周南市美術展

2008に油絵「夕日が沈

んだ高専坂」んだ高専坂」(写真写真)という作品を
出展し、という作品を出展し、平面の部で

市美展準大平面の部で市美展準大

賞に選ばれ、10月15日に周南市
美術館で表彰を受けまし

た。11月13日、日、美術の非常勤講師
の佐古先生も同美術の非常勤講師の佐古先生も

同

席され、席され、校長に受賞の報告をしま
した。校長に受賞の報告をしました。 
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