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ザ・モール周南(下松市)で宇部高専・大島商船高専とともに、3
高専合同説明会を開催しました。学校紹介ＤＶＤ上映、パネ
ル展示、巨大ＵＦＯキャッチャー操作体験、高専ロボコン
出場ロボットの操縦体験等を行いました。幼児から
大人まで約400人の来場者で賑わい大盛況
となりました。
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徳山駅ビル２階市民交流センターで、留学生のふるさと展を開催
しました。本校で学ぶ留学生と市民の方との交流を図るための
イベントで、今年で９回目となりました。５ヶ国６名の留学生ら
が、母国の歴史や文化などをプレゼンテーションで紹介しました。留学生と市民の方との親睦が深まる有意義な会となりました。
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平成24年度第1回顧問会議を開催しました。この会議は徳山高専
の教育・研究活動等に対して外部の有識者からの検証を受ける
ために開催されたもので、9名の顧問が出席しました。説明
に対し、顧問からは、様々な視点から忌憚のない提言があり、活発な意見交換が行われました。
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平原地区合同環境美化作業が行われました。本校の通学路となっ
ている地区の老人会「平原寿会」が主催する本活動も今年で12
年目となり、本校学生会から38名と徳山大学から約180名
が参加し、道路沿いのゴミ拾い・草引き、側溝の枯れ葉
や砂利を取り除きました。日頃お世話になって
いる地域の方との交流も深まり、有意

義な作業となりました。
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山口市で第63回県高校総体のテニス競技が開催され、男子シング
ルスで伊藤君(機械電気3年)が優勝しました。男子シングルスの
決勝リーグは、トーナメントを勝ち残った4名で行われ、伊藤
君は3戦全勝で県大会の優勝とともに、8月の全国高校総体(インターハイ)への出場権を獲得しました。本校テニス部は、団体で3位、男子ダブルス(伊藤君・機械電気2年齋藤君）でも3位の成績を残しました。
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米子市で行われた第25回アイデア対決・全国高専ロボットコンテ
スト2012中国地区大会（競技課題名：ベスト・ペット）で、徳山高
専Aチーム「ロボット名：メカレオン倶楽部」が準優勝を飾り、
全国大会出場が決定しました。Bチーム「ロボット名：TriDog」もパーフェクトゴールで勝利するなど、徳山高専の2台のロボットは、アイデアや技術的な完成度で高い評価を受けました。
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第20回衛星設計コンテストで、本校学生6名からなるチーム
(専攻科機械制御2年大山君、同1年有金君、森本君、本科機
械電気5年穐吉君、國次君、御手洗君)が応募した「月の
縦孔・溶岩チューブ探査機「Diana」」がアイデアの部の最高賞であるアイデア大賞と学協会からの賞として日本天文学会賞の2賞を受賞しました。
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全国高専デザインコンペティション2012 in 小山で、土木建築工
学科3年生4名(天川君、大藤君、上重さん、平山君)のチームが
応募した「豪雪地帯の家」が環境デザイン部門で優秀賞を
受賞しました。応募作品はペレットストーブの熱を用い
て屋根の雪を溶かし、余熱を床暖房に活用する装置
で、プレゼンテーションでは作品の実現可能
性(理論的裏付けと実証実験結果)が

高く評価されました。
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留学生6名、チューター4名、教職員6名で四国に1泊2日で留学
生見学旅行に行きました。初日は柳井からフェリーで松山に渡
り、昼食バイキングの後、高松に移動。栗林公園の散策を楽
しんだ後、ホテルで研修をしました。2日目は金刀比羅宮
の1368段もの石段を登った後、うどん学校に入学し、うどん打ちを体験しました。自分で打ったうどんはコシも強く、味も格別でした。
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10月5日(金)の夕方5時30分から徳山高専夢広場で、300回目の
「いんぐりっしゅ☆る～む」が開催されました。この活動は、英
会話の機会の提供や商店街の活性化を目的として8年半
前に始まりました。今回は70名以上もの参加者に
恵まれ、大きいケーキを分け合い、英会話を

楽しみながらのお祝いで、大成功
に終わりました。
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フィリピンの国家公務員や地方自治体の職員など約20人が本校を
訪れ、情報処理センターや電算室などの設備や、情報電子工学
科の授業の見学などをしました。これは国際協力機構(ＪＩＣ
Ａ)事業による世界青年徳山友の会主催の研修として行
われたもので、情報通信技術の施策を学ぶため、2
週間の滞在中、放送局の視察や市役所など

での研修が行われました。
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第67回国民体育大会
(ぎふ清流国体)テニ

ス競技の出場権を、寺
本

君(成年の部)、伊藤君
(少年の部)が得まし

た。テニスの山口県予

選会は、6月23日・24
日に開催され、両名と

も１位の成績で県

の代表権を得ました
。成年の部は、7月末

に開催された中

国ブロック大会の結
果、山口県チームの国

体出場が
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君は、昨年度も山口
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で成年の部の県代表
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第67回国民体育大会（ぎふ清流国体）ハンドボール競技少年男子
で準優勝した山口県選抜メンバーの池岡君(情報電子3年)、テ
ニス競技成年男子で活躍した寺本君(土木建築5年)、テニス競技少年男子で活躍した伊藤君(機械電気3年)に、山口県教育委員会教育長から感謝状が贈られました。（写真左から：池岡君 寺本君 伊藤君）
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(北九州市)で

高炉や熱間圧延工程
を見学し、建設分野

に欠かせ

ない鉄鋼製品の製
造に関する知識を深

め

ました。 (写真は八幡
製鐵所内)
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第１回校内見学会を開催しました。県内外から中学生、保護者等あ
わせて約400名の参加者がありました。参加者は、学校紹介、各
学科の特色を生かした企画・体験コーナー、学生食堂体験、
学寮見学等、キャンパスを自由に探検してまわり、どの企
画もたくさんの中学生で賑わいました。
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情報電子工学科2年生の学生が１泊２日で、岩国市由宇町に
ある山口県由宇青少年自然の家（通称：ふれあいパー
ク）で合宿研修を行いました。初日はドッジビー、卓球、
バスケットボールを、2日目は陶芸（信楽焼き）を
楽しみました。級友との交流を通して、楽
しい研修となりました。（写真は

陶芸風景）
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新入生歓迎クラスマッチが学生会主催で開催されました。当初予
定日が雨天順延となった今年度のクラスマッチですが、この日
は快晴に恵まれ、リレー、長縄跳び、バスケットボール、ドッジ
ボールなど計7種目で競いました。今回のクラスマッチは後輩の頑張りが先輩の力に勝り、見事機械電気工学科2年が総合優勝を飾り、この快挙に歓声と拍手が上がりました。
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