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高専／高校セミコン
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高専ロボコン出場マシン

ヤイヤ」「逆立ち」等、色々な動作がプログラミングしてあ
ります。松江高専では、１年生から本教材を使用してメカ

2009高専ロボコン全国大会へ出場したマシンを展示しま

トロニクスに必要な技術を楽しく学んでいます。

した。ペットボトル12本に圧縮空気をため1.5m の跳躍を行
うことが出来ます。
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くと別の切り口ができて、発見した気分です。こういった場を提供し
２００９高専ロボコン全国大会へ出場したマシンを展示。ペットボトル１２本に圧縮空気を
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分の研究を発表する大会のようなものがあり、自分の中ではベ

ます。

機会は絶対にありません。高専には自分の研究を発表する
大会のようなものがあり、自分の中ではベストなものを報
告することはできます。しかし、企業の方の話を聞くこと
も他校の方と話すチャンスもありません。人の意見を聞く
と別の切り口ができて、発見した気分です。こういった場
を提供していただき、感謝しております。
岩田和信
「The 高専＠ SEMICON」において、産業界の方々に対し
てプレゼンを行い、会話をする機会が持てたことは、非常

地域の小中学生に対してプレゼンすることは少なくないの
ですが、技術的な会話になることはまずありません。しかし、
今回提供していただいた場では、技術的な質問を数多くい
ただきました。専攻科へ進学してからは、直接的にロボッ
トの製作には関与していませんが、本科５年間で直面した
ものに関する考え方など、多種多様な内容でディスカッショ
ンすることができました。高専ロボコンはセミコンよりも

��行��法�国�高�専�学校機�� 小���へ説明する高�学生�
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「The 高専＠SEMICON」において、産業界の方々に対してプレゼンを行

持てたことは、非常に良い経験になったと思います。私は、主に“高専ロボ

引率教員
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たロボットの説明をしていました。普段、地域の小中学生に対してプレゼン

昨年度に引き通いて参加させていただきました。学生の

いのですが、技術的な会話になることはまずありません。しかし、今回提供

コンシューマーに近いものではありますが、当日多くの方々

様子を傍らから観ていましたが、学生たちは初日、人が近

に足を止めていただき、稚拙な説明を聞いていただけたこ

づいて来ると背中を向けてしまい、パンフレットを配れな

とは、私にとって大きな励みになったので、産業界に貢献

いのです。彼らは小中学校に行って子供達に説明すること

できるような技術者に成れるよう努力を続けていきたいと

は頻繁にありますが、今回のような企業の方々の中ではど

思います。

うすればよいのか、分からずにいます。説明を始めること

は、技術的な質問を数多くいただきました。専攻科へ進学してからは、直接

には関与していませんが、本科 5 年間で直面した問題や、設計や製作の手法

り”そのものに関する考え方など、多種多様な内容でディスカッションする

専ロボコンはセミコンよりもコンシューマーに近いものではありますが、当

止めていただき、稚拙な説明を聞いていただけたことは、私にとって大きな
ができれば、後はすらすらと話します。しかし顔を合わせ

小林大佑
先日行われたセミコンジャパン2009で、私たち松江高専

産業界に貢献できるような技術者に成れるよう努力を続けていきたいと思い
た瞬間にその場の雰囲気に対応する能力は不十分です。初
小�大�
日終了後にミーティングを行い、２日目はパンフレットを

はロボコンに出場したロボットや石見銀山の探査ロボットの

先日行われたセミコンジャパン 2009 で，私たち松江高専はロボコンに出
500枚配布することを目標としました。経験することで多く

展示を行いました。国内でも高い技術を持つ企業のブース

銀山の探査ロボットの展示を行いました．国内でも高い技術を持つ企業のブ
を学ぶため、こういった場を提供いただいたことはたいへ

に囲まれながらの展示だったため、来場者の方々が私たち

の展示だったため，来場者の方々が私たちの展示物に興味を持ってくれるか
ん嬉しいことです。

の展示物に興味を持ってくれるか不安でしたが、実際には

には多くの方々に来ていただけました．実際にブースを見学された方からは
私は数年前から東京エレクトロンの方々に、学生向けへ

多くの方々に来ていただけました。実際にブースを見学され

ることについて多くの質問をしていただき，中には学校を褒めてくださる方
の講演会や中小企業向けへの講演会での講師派遣を依頼し

た方からは展示物や学校に関することについて多くの質問

ています。その際、他の企業に比べてタレント性を持たれ
指す学生に向けてのアドバイスをしてくださる方もいました．外部の企業の

をしていただき、中には学校を褒めてくださる方や、エンジ

た方々が多くいらっしゃる様に感じました。このことは東
学生のことを知り，意見交換をしていただける機会はなかなか出来ないこと

ニアを目指す学生に向けてのアドバイスをしてくださる方も

京エレクトロンのふところの深さを表していると思います。
私自身も国内にどのような企業があり，その企業が何をしているかを知るこ

いました。外部の企業の方が私たちの学校や学生のことを

また「The 高専」参加校は５つの協賛企業様の各ブースの

知り、意見交換をしていただける機会はなかなか出来ない

一角に設けられていましたが、こういった企画力に企画者

ことだと思います。また、私自身も国内にどのような企業が

の「思い」を感じました。企業のブースは自然と多くの人

あり、その企業が何をしているかを知ることもでき、今回の

が集まります。The 高専だけが１カ所に集められていたと

セミコン出展ではたくさんのことが得られました。これから

すると、わざわざ来てくださる方は限られてきます。高専

も企業と高専が意見交換できる場を設け、共にこれからの

に配慮していただいたこのような企画に感謝致します。

日本の工業の発展を支えていけると良いと思います。
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