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学生の活躍 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　準優勝！

第44回全国高等専門学校ラグビー大会　準優勝！

【TOEICスコア表彰制度】　
平成23年度から、本校学生の英語力向上を図るため、TOEICスコアの
優秀者を表彰する制度を制定しました。平成25年度は計30名の学生
が、次の基準によって表彰を受けました。なお、平成26年度からは英
語検定の合格者も表彰する予定です。
TOEIC優秀賞…本科生・専攻科生のうち735点以上の者
TOEIC奨励賞…本科生・専攻科生のうち605点以上の者
TOEIC努力賞…本科生のみを対象とし、前年度末時点のTOEIC得点から
今年度11月末までのTOEIC得点の比が1.5倍以上の伸び率で成績が向
上した者・専攻科生のうち605点を超えた者。ただし、今年度のスコア
が400点以上の者とする。

平成25年度（後期）学生表彰者

平成25年度 TOEIC表彰者

優 秀 賞……在学5年間において、学業成績が優秀で、人物が優れている者に贈られます。
皆 勤 賞……在学期間中、欠席、欠課がなかった学生に与えられます。ただし、同一科目における遅刻、早退は3回で欠課1時間と
　　　　　　みなされます。
専攻科研究優秀賞……専攻科在学期間中、論文等の特に優れた学術研究活動が認めらた者に贈られます。
特別賞イ……在学期間中、全国高専大会に3回以上出場した者並びに課外活動等において特別な功績があった者に贈られます。
特別賞ロ……全国大会又はこれに準ずる大会において、優勝又は準優勝した個人又は団体に贈られます。
特別賞ニ……学校内外において特別な善行、学生の模範として推奨できる行為又は功労等のあった個人又は団体に贈られます。
　上記の他、特別賞ハ（ロに準ずる催し物において、それらと同等と認められる成績を挙げた個人又は団体に贈られます）があります
が、今回は該当者がありませんでした。

アワン君 ファルレイ君 第22回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会にて

電子制御工学科５年　井 上 智 章半年間を振り返って
　私たちのチームは「全国大会優勝」というただ１つの
目標に向かってロボット製作に励んできました。はじ
めは、ロボットの製作や調整が上手くいかず、その度
にチーム内で意見交換をして試行錯誤を繰り返してい
きました。つらいことも多々ありましたが、それ以上
に自分達が思い描いたロボットに近づいていく達成感
を感じた日々だったと思います。
　私たちが、半年間かけて製作したロボット「じゃん
ぺん」は、近畿地区大会で優勝し、11月24日に東京の
両国国技館で開催された全国大会に出場しました。結
果は、奈良高専として19年ぶりの準優勝となりました。

目標としていた優勝には一歩届きませんでしたが、私
たちが一生懸命製作してきたロボットが全国大会とい
う夢の舞台で結果を残せたことはとても嬉しく思って
います。
　今年度は目標を果たすことができなかったので、来
年こそは今年の悔しさをバネにして全国優勝を成し遂
げてほしいと思います。
　最後になりましたが、ロボコンプロジェクトメンバ
－の皆さん、私たちを支えてくださった先生方や事務
の方々、応援してくださった皆様に感謝致します。本
当にありがとうございました。

マネージャー　情報工学科３年　西 岡 祐 希　　　物質化学工学科３年　西 村 知 華

　1月4日から第44回全国高等専門学校ラグビー大会
が、神戸のユニバー競技場で開催されました。奈良高
専は8年連続13回目の出場です。
　初戦の相手は宇部高専でした。試合開始直後にトラ
イを決めましたが、その後2トライを許してしまいま
した。5-14で迎えた後半、奈良高専が2トライを返し
て17-14となり、苦戦しながらも初戦を突破しました。
　準決勝の相手は富山高専（射水）でした。22-5で勝利
を収めましたが、奈良高専が目指すラグビーを発揮で
きず、不完全燃焼の試合となりました。
　決勝の相手は、昨年の準決勝で戦った仙台高専(名
取)でした。前半は奈良高専が流れを掴みましたがあ
と一歩のところでトライに及ばす、得点には繋がりま

せんでした。両チーム無得点のまま迎えた後半はディ
フェンスの時間が長く、我慢の時間が続きました。互
いに譲らない状況の中、1トライを許してしまい、それ
が決勝点となり、0-5で試合が終了しました。ノーサイ
ドの瞬間まで優勝を諦めない、白熱した試合でした。
　5年生は常に厳しさをもって練習に取り組み、チーム
のみんなを引っ張ってくださいました。厳しさの中に
優しさを忘れず、後輩に慕われる最高の先輩方でした。
5年生から受け継いだラグビーに対する熱い思いを大
切にし、来季こそ全国制覇を果たしたいと思います。
　ご家族の方々、奈良高専OBの方々、先生方、また多
くの関係者の方々、ラグビー部の活動へのご理解とご
支援をいただきありがとうございました。

留学生の活動報告
平成25年度留学生の参加行事について

学会賞受賞・各種競技会
などの結果

第22回西日本地区高等専門学校アーチェリー競技会および
第32回高等専門学校アーチェリー競技会（通信制）

　平成25年度は、マレーシア・インドネシア・ベト
ナム・ブラジルからの留学生11名が在籍し、マレ
ーシア２名、インドネシア１名、ベトナム１名の留
学生が卒業しました。
　平成25年度は、近畿地区国立高等専門学校外国
人留学生交流会に参加し、奈良県の観光地等を他
校留学生と共に訪れ、交流しました。また、３年生
の留学生がスピーチ大会へ参加し、それぞれ「日本
人の英語の勉強法について」と「日本人の心遣いと
思いやり」というテーマにてスピーチを行いました。

○平成25年度国立高等専門学校機構
　理事長特別表彰
　（ロボカップジュニア2013世界大会
　レスキューAセカンダリ部門 2位）

電気工学科5年　村田 真奈美
○電気学会 平成25年優秀論文発表賞
　（基礎・材料・共通部門表彰）受賞

電子情報工学専攻2年　西村 佳那子
○皇后盃 第32回全国都道府県対抗
　女子駅伝出場（奈良県代表）

　物質化学工学科2年　西 川 真 由
○平成25年度奈良県高等学校新人大会  
　兼　学年別弓道大会
　個人戦  優勝

機械工学科1年　登 尾 将 樹
　個人戦  ２位

電気工学科3年　    横 川 浩 平
　団体戦  ３年生男子の部３位　

電気工学科3年　池 田 裕 一
電気工学科3年　横 川 浩 平

　団体戦  １年生男子の部３位　
機 械 工 学 科1年　登 尾 将 樹
電子制御工学科1年　大 矢 直 樹
物質化学工学科1年　野 瀨 大 資

　私にとって西日本地区大会は4度目の大会でしたが、個人優勝をした
ことがなく「今年こそは…」という思いで挑みました。前半では2位だっ
たものの、後半はいつも以上の成績を出すことができ、念願の女子個
人優勝を果たすことができました。
　各地区の成績を持ち寄った通信制大会でも、本校は男子団体優勝・
女子団体優勝、女子個人優勝などの好成績を残しました。この成績は、
一緒に頑張ってくれた部員、アーチェリーの技術を教えて下さったコー
チや先輩、顧問
の先生方、ずっ
と応援してくれ
ていた両親の
おかげです。感
謝の気持ちで
いっぱいです。
今後は後輩た
ちの活躍を期
待しています。

物質化学工学科４年　松 村 優里香

専攻科研究優秀賞
２ＭＳ　坂本 元希
２ＥＩ　小河 亮
２Ｃ　　大林 千紘

優秀賞
５Ｍ　北崎 慎哉、近藤 直樹
５Ｅ　東井 孝途、山田 諒明
５Ｓ　海本 祐真、古賀野 拳太
５Ｉ　西川 雅清、向井田 一平
５Ｃ　松下 由賀子、山本 敏幸

皆勤賞
５Ｍ　今西 賢、扇田 大生、中島 甲葵、藤本 孝洋、松野 博信、三谷 涼太郎、
　　　南 蒼一郎、森井 拓也、森本 由成、吉元 大輔
５Ｅ　倉田 沙紀、鷺阪 元太、篠原 弘樹、高橋 浩太、守口 要、山田 諒明
５Ｓ　大内 紳司、落合 涼、音田 恭宏、野村 孟、堀 松仁、宮崎 和真、山内 啓次
５Ｉ　佐藤 芳樹、西川 雅清、向井田 一平、吉田 拓弥
５Ｃ　上平 愛、瓜生 瑞穂、景山 真帆、黒田 寛人、近山 友梨、洪 道太

特別賞イ
５Ｍ　畑中 　涼 

第40、41､42､43､44回 全国高等専門学校 ラグビーフットボール大会出場
　　　南浦 宏樹 

　　　西　 勇也 第45､46､47､48回 全国高等専門学校体育大会 陸上競技の部出場

　　　近藤 直樹 副寮長2期、寮長1期

　　　三谷 涼太郎 学生会副会長2期

５Ｅ　山田 諒明 学生会会長2期

５Ｓ　武村 亮宣 第40、41、42、43、44回 全国高等専門学校 ラグビーフットボール大会出場

５Ｉ　奥村 直大 第40、41、42、43、44回 全国高等専門学校 ラグビーフットボール大会出場

５Ｃ　景山 真帆
 第45、47回 全国高等専門学校体育大会 バドミントンの部出場

 第35、36回 全日本高等専門学校バドミントン選手権出場

特別賞ロ
○第44回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会　準優勝
　５Ｍ 畑中 涼、５Ｍ 南浦 宏樹、５Ｓ 武村 亮宣、５Ｉ 奥村 直大、４Ｍ 小野 耕司、
　４Ｅ 上原 良介、４Ｅ 津上 凌、４Ｓ 陳 日賢、４Ｉ 向井 悠人、３Ｍ 武村 賀幸、３Ｍ 畑中 悟、
　３Ｅ 齊藤 啓貴、３Ｅ 藤井 椋大、３Ｓ 高城 凱、３Ｉ 黒川 慶、３Ｉ 中村 優太、３Ｃ 中西 創、
　２Ｍ 上田 誠也、２Ｍ 長谷川 夏樹、２Ｅ 塚本 涼太、２Ｉ 熊本 祐馬、２Ｃ 小野 翔平、
　１Ｍ 瀬川 紘生、１Ｍ 藤田 直土、１Ｃ 田中 咲磨
○平成25年度 第32回高等専門学校アーチェリー競技会（通信制）男子団体戦（50m・30m） 優勝
　３Ｓ 小林 航、２Ｓ 白坂 直也、２Ｉ 森岡 湧希
○平成25年度 第32回高等専門学校アーチェリー競技会（通信制）女子団体戦（50m・30m） 優勝
　４Ｃ 緒方 七海、４Ｃ 松村 優里香、２Ｍ 大嶋 さつき
○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　準優勝
　５Ｓ 井上 智章、３Ｍ 鈴木 耕太、３Ｍ 山西 僚介、３Ｅ 小田 博章、３Ｓ 菅田 唯仁、
　２Ｓ 外山 仁大、２Ｓ 高岸 涼平、２Ｓ 森下 大輝

特別賞ニ
○フジテレビ「ほこ×たて ドリル vs 金属『高専頂上決
　戦』」出場、大和郡山市主催「大和郡山産業フェア2013 
　PICAメッセ」出展
　５Ｍ　近藤 直樹、扇田 大生、北崎 慎哉、中澤 順平、
　　　　中島 甲葵、永久 陽介、吉元 大輔

優秀賞
２ＭＳ 田中 隆寛、２ＥＩ 山内 勇司、５Ｓ 佐古 翔汰、
５Ｉ 山門 彩

奨励賞
２ＭＳ 山崎  翔太、１ＭＳ 荒川 周造、１ＭＳ 金崎 和馬、
５Ｍ 齊藤 聡基、５Ｅ 井元  剛志、５Ｅ 小松 和暉、
５Ｅ 西本 浩也、５Ｓ 古賀野 拳太、５Ｉ 幾谷 吉晴、
５Ｉ 奥村 直大、５Ｉ 木根 悠、５Ｃ 近山 友梨、
５Ｃ 松下 由賀子、４Ｓ 勝村 友博、３Ｅ 山本 幸弘、
３Ｓ 三上 拓朗、３Ｃ 石見 あかね

努力賞
５Ｍ 今西 賢、５Ｍ 永久 陽介、５Ｍ 宮川 伸男、
５Ｉ 池田 祥平、５Ｉ 片山 七海、５Ｉ 中野 啓太、
４Ｅ 四方 潤一郎、４Ｅ 西岡 正悟、４Ｅ 山本 常春


