
宇都宮工業高校生産システム研究部 2012 
活動：工業と生物の両分野にチャレンジしています。  Since 2000 

● ３月  高校生用コースを製作 

   
● ４月  新入生が１５名入部 (^^♪  新入生に対してプログラム教室を開きました♪ 

４月２９日  新入生のライントレースコンテストを開催  
ライントレース＋カラーセンサの使い方を習得しました 

            

● ５月  ＧＷにＯＢが来室  おみやげ＆近況報告＆進路アドバイス  有り難うございました 

● ５月１３日  WRO うつのみや大会 コース製作  小学生・中学生コースを作りました 

      
 

● ５月１８日  第１６回東北大学高等教育フォーラム  蓮田先生が発表 

 
● ５月２６・２７日  フェスタ my 宇都宮  宇都宮市と連携したロボット教室 

  



● ６月１０日  電子ロボアイデアコンテスト発表会   最優秀賞を獲得しました 

   

 

● ７月２１日  第第第第５５５５回回回回    科学技術におけるロボット教育シンポジウム科学技術におけるロボット教育シンポジウム科学技術におけるロボット教育シンポジウム科学技術におけるロボット教育シンポジウム 

    ロボット教育に関する研究を発表 歴代の世界大会参加について言及 

    

2007 年 台北大会 4 位  2008 年 横浜大会 4 位  2009 年 浦項大会２位  2010 年 マニラ大会８位 

● ８月４日  第４回ＷＲＯ宇都宮  宇都宮市      

   ４連覇達成 優勝 ３位・技術賞・努力賞・アイデア賞・神奈川工科大学賞など上位独占    

  
● ８月１２日  OB よりご指導いただきました。   神奈川大会必勝に向け練習 

   
 

● ８月２０・２１日  第１４回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト  WRO 予選会 神奈川工科大学 

今年は日本決勝戦に４チーム進出されました。 しかし… 

     
優勝旗返還 チーム礎  69 チーム 170 人が集結   



   
第２位 礎      優勝 Sonick R      第４位 UR 

2011 年大会優勝チーム   2010 年大会優勝チーム    WRO2010 マニラ８位チーム 

 

優勝優勝優勝優勝    Sonick RSonick RSonick RSonick R：：：：12th12th12th12th 大会大会大会大会 NXTNXTNXTNXT 優勝チームが優勝チームが優勝チームが優勝チームが 1111 年ぶりの雪辱を果たす年ぶりの雪辱を果たす年ぶりの雪辱を果たす年ぶりの雪辱を果たす    

２位２位２位２位    礎礎礎礎    ：：：：13th13th13th13th 大会優勝チーム大会優勝チーム大会優勝チーム大会優勝チーム    WRO2011inUAEWRO2011inUAEWRO2011inUAEWRO2011inUAE 参加参加参加参加チームチームチームチーム 3333 年生に勝ちを譲る年生に勝ちを譲る年生に勝ちを譲る年生に勝ちを譲る    

４位４位４位４位    URURURUR    ::::2010201020102010 宇都宮大会優勝チームが神奈川初参加宇都宮大会優勝チームが神奈川初参加宇都宮大会優勝チームが神奈川初参加宇都宮大会優勝チームが神奈川初参加    

５位５位５位５位    WEPWEPWEPWEP：：：：12th12th12th12th 大会大会大会大会 RCXRCXRCXRCX 優勝チームが優勝チームが優勝チームが優勝チームが 1111 年ぶりの雪年ぶりの雪年ぶりの雪年ぶりの雪辱を果たす辱を果たす辱を果たす辱を果たす    

以上４チームが日本決勝戦に選出されました 

 

● ９月１日  学校祭学校祭学校祭学校祭    ＆＆＆＆    南図書館南図書館南図書館南図書館まつりまつりまつりまつり  世界大会出場ロボットの展示と説明    

  

カピバラさん 登場 !!      大人気でした   トテテテて 歩く  キュルつと鳴く 

  地域の皆様地域の皆様地域の皆様地域の皆様＆＆＆＆生徒たちが大勢見学されました生徒たちが大勢見学されました生徒たちが大勢見学されました生徒たちが大勢見学されました    

   
 

● ９月９日  高校生プログラミングコンテスト 帝京大学理工学部（宇都宮市）最優秀賞を受賞 

   



● ９月２３日     WROWROWROWRO    JapanJapanJapanJapan    2012012012012222 決勝大会決勝大会決勝大会決勝大会    東京スポーツ会館 

レギュラーカテゴリー「優勝」「第３位」で６年連続世界大会に進出 

オープンカテゴリー｢優秀賞｣ ２年連続世界大会へ３チームがマレーシアに行きます 

  

  
表彰式                          ３チームが世界大会に 

● １０月２１日  WROWROWROWRO 壮行会壮行会壮行会壮行会  恒例の世界大会出場選手の大激励会を開催    

          ５５５５００００名が参加名が参加名が参加名が参加        蓮田蓮田蓮田蓮田・杵渕・杵渕・杵渕・杵渕先生と選手先生と選手先生と選手先生と選手９９９９人を激励人を激励人を激励人を激励        

      

                花束贈呈花束贈呈花束贈呈花束贈呈世界大会選手            ３年生より進路報告           万歳三唱    

    

● １０月２７日  日本機械学会山梨支部研究論文日本機械学会山梨支部研究論文日本機械学会山梨支部研究論文日本機械学会山梨支部研究論文       

 「「「「703703703703教育用ロボットに用いられるセンサ類の精度と効果的使用例教育用ロボットに用いられるセンサ類の精度と効果的使用例教育用ロボットに用いられるセンサ類の精度と効果的使用例教育用ロボットに用いられるセンサ類の精度と効果的使用例」」」」加藤誉久,菊地雄斗,大島巧実, 

蓮田裕一,渡邉茜(宇都宮工業高校)」を発表 山梨大学工学部（甲府市）  

● １０月２８日  福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器アイデアコンテストアイデアコンテストアイデアコンテストアイデアコンテスト        優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞   日本福祉大学（愛知県半田市） 

   
● １０月２９日１０月２９日１０月２９日１０月２９日        ロボコンマガジン誌ロボコンマガジン誌ロボコンマガジン誌ロボコンマガジン誌    美人記者より取材美人記者より取材美人記者より取材美人記者より取材          

  世界大会メンバーと蓮田先生が抱負を語る Ⅰ 

●１０月３０日  栃木テレビより取材栃木テレビより取材栃木テレビより取材栃木テレビより取材     ●１１月２日  栃木テレビ栃木テレビ栃木テレビ栃木テレビ放映放映放映放映  

世界大会メンバーと蓮田先生が抱負を語る Ⅱ 

● １０月３１日  宇都宮市長訪問宇都宮市長訪問宇都宮市長訪問宇都宮市長訪問 世界大会メンバーと蓮田先生が抱負を語る Ⅲ 



   

     
● １１月１０日 大学生プログラミングコンテスト    帝京大学理工学部 最優秀賞を受賞  

高校生プログラミングコンテスト（高校生プログラミングコンテスト（高校生プログラミングコンテスト（高校生プログラミングコンテスト（9/99/99/99/9 実施）の最優秀受賞者として選出され、研究成果を発表実施）の最優秀受賞者として選出され、研究成果を発表実施）の最優秀受賞者として選出され、研究成果を発表実施）の最優秀受賞者として選出され、研究成果を発表    

   
● １１月９－１３日     ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2020202012121212    マレーシア大会マレーシア大会マレーシア大会マレーシア大会            ３４カ国３４カ国３４カ国３４カ国    １５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結１５００人が集結    

６年 連 続 ７６年 連 続 ７６年 連 続 ７６年 連 続 ７度目の世界大会出場度目の世界大会出場度目の世界大会出場度目の世界大会出場    善戦しました善戦しました善戦しました善戦しました!!!!!!!!        礎：１５位礎：１５位礎：１５位礎：１５位    スタビライザスタビライザスタビライザスタビライザーーーー：２５位：２５位：２５位：２５位    ７４チーム中７４チーム中７４チーム中７４チーム中    

   

            

        オープンも準備万端オープンも準備万端オープンも準備万端オープンも準備万端                抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露抜群の安定性を披露    

   
        Istana Negara                                    ペトロナスツインタワー    

  応援に来て下さいました保護者の皆様、有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、有難うございました応援に来て下さいました保護者の皆様、有難うございました    来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります来年のジャカルタ大会に向けて頑張ります!! !! !! !!     



● １１月１０日 ロボット教室    雀宮中央小学校（宇都宮市） 

あのカピバラさんが群生地を披露したでキュルきゅるあのカピバラさんが群生地を披露したでキュルきゅるあのカピバラさんが群生地を披露したでキュルきゅるあのカピバラさんが群生地を披露したでキュルきゅる        

   

 

● １１月１７日 日本生体医工学会    東京都市大学 優秀論文発表賞を受賞優秀論文発表賞を受賞優秀論文発表賞を受賞優秀論文発表賞を受賞 

ハイテク白杖の開発に関する研究成果を高校生として唯一発表、最高賞を受賞しました 

          
４７件の４７件の４７件の４７件の最前線の最前線の最前線の最前線の発表発表発表発表に参加に参加に参加に参加            関東支部長関東支部長関東支部長関東支部長    福井康裕博士から福井康裕博士から福井康裕博士から福井康裕博士から優秀論文発表賞を頂きました。優秀論文発表賞を頂きました。優秀論文発表賞を頂きました。優秀論文発表賞を頂きました。        

● １１月２４日 デザイン回路コンテスト   神奈川工科大学 

「銀賞」を受賞    PIC マイコンを応用した回路と自慢の作品を発表。  

   

３週連続のコンテスト発表３週連続のコンテスト発表３週連続のコンテスト発表３週連続のコンテスト発表                    第２位第２位第２位第２位    銀賞銀賞銀賞銀賞                                参加者記念撮影参加者記念撮影参加者記念撮影参加者記念撮影    

● １２月４日 ３年生、２０名の進路決定しました    就職 ８名・進学１２名 

 （株）テイエステック・東武ビルマネジメント㈱・ＪＲ東日本・㈱東プレ・関東エコリサイ（株）テイエステック・東武ビルマネジメント㈱・ＪＲ東日本・㈱東プレ・関東エコリサイ（株）テイエステック・東武ビルマネジメント㈱・ＪＲ東日本・㈱東プレ・関東エコリサイ（株）テイエステック・東武ビルマネジメント㈱・ＪＲ東日本・㈱東プレ・関東エコリサイクル㈱・日クル㈱・日クル㈱・日クル㈱・日

立アプライアンス㈱・レオン自動機㈱・立アプライアンス㈱・レオン自動機㈱・立アプライアンス㈱・レオン自動機㈱・立アプライアンス㈱・レオン自動機㈱・キヤノン㈱キヤノン㈱キヤノン㈱キヤノン㈱    

山形大学工学部・宇都宮大学工学部２名・宇都宮大学教育学部・福島大学理工学４名・秋田県立大学・東山形大学工学部・宇都宮大学工学部２名・宇都宮大学教育学部・福島大学理工学４名・秋田県立大学・東山形大学工学部・宇都宮大学工学部２名・宇都宮大学教育学部・福島大学理工学４名・秋田県立大学・東山形大学工学部・宇都宮大学工学部２名・宇都宮大学教育学部・福島大学理工学４名・秋田県立大学・東

京工科大学・関東職業能力開発大学校２名京工科大学・関東職業能力開発大学校２名京工科大学・関東職業能力開発大学校２名京工科大学・関東職業能力開発大学校２名    

    

● １２月１５日 ロボット教室  簗簗簗簗瀬瀬瀬瀬小学校（宇都宮市）小学校（宇都宮市）小学校（宇都宮市）小学校（宇都宮市） 

あのカピバラさんが群生地を披露あのカピバラさんが群生地を披露あのカピバラさんが群生地を披露あのカピバラさんが群生地を披露しましましましましたしたしたした。。。。    キュルキュルキュルキュル    きゅるきゅるきゅるきゅる    

      
世界大会の走行世界大会の走行世界大会の走行世界大会の走行を披露を披露を披露を披露        すごい人気のカピバラさんすごい人気のカピバラさんすごい人気のカピバラさんすごい人気のカピバラさん            燃料電池車を体験燃料電池車を体験燃料電池車を体験燃料電池車を体験    

    



２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年    

●●●●    １月１月１月１月２０２０２０２０日日日日                EEEEccccoooo テック＆ライフとちぎテック＆ライフとちぎテック＆ライフとちぎテック＆ライフとちぎ２０１２２０１２２０１２２０１２    「デザイン賞」を受賞「デザイン賞」を受賞「デザイン賞」を受賞「デザイン賞」を受賞    

  

チーム「リベリ」が受賞 スタビライザーチームスタビライザーチームスタビライザーチームスタビライザーチーム        煙が決めて  チーム「マシンラバー」 

● ２月１３日 栃木県全国大会優勝者等表彰  ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ2012201220122012 日本優勝スタビライザーチームが受賞日本優勝スタビライザーチームが受賞日本優勝スタビライザーチームが受賞日本優勝スタビライザーチームが受賞            

●第 14 回精密加工に関する国際会議に論文発表 

 論文 Grinding of superalloys using metal-bonded CBN wheel    を発表を発表を発表を発表 

   
    

● ２月２４日 うつのみや人づくりフォーラム  ロボット教室  107 名が参加されました  

   
半田部長からの説明半田部長からの説明半田部長からの説明半田部長からの説明                    ライントレース開始ライントレース開始ライントレース開始ライントレース開始!!!!!!!!                            カピバラさんも活躍カピバラさんも活躍カピバラさんも活躍カピバラさんも活躍         

● ２月２８日 教育新聞にプラモデルつくりが掲載されました 

● ３月２日 朝日新聞にハイテク磁気白杖の開発が掲載    

  
●●●●    3333 月１日月１日月１日月１日            卒業式卒業式卒業式卒業式    多大な功績を残して２０名の歴戦の勇士が卒業しました多大な功績を残して２０名の歴戦の勇士が卒業しました多大な功績を残して２０名の歴戦の勇士が卒業しました多大な功績を残して２０名の歴戦の勇士が卒業しました    

     



卒業生代表から卒業生代表から卒業生代表から卒業生代表から拡張パーツが拡張パーツが拡張パーツが拡張パーツが恵与恵与恵与恵与        顧問の蓮田顧問の蓮田顧問の蓮田顧問の蓮田裕一裕一裕一裕一先生に花束とマッサージ機を贈呈先生に花束とマッサージ機を贈呈先生に花束とマッサージ機を贈呈先生に花束とマッサージ機を贈呈    

ＷＲＯ宇都宮・電子ロボアイデアコンテスト・ＷＲＯ-Japan の全てで優勝した歴戦の 

先輩方、たくさんの思い出を有難うございました。 

 

●●●●        全国高校生理科科学論文大賞全国高校生理科科学論文大賞全国高校生理科科学論文大賞全国高校生理科科学論文大賞    「努「努「努「努力賞」力賞」力賞」力賞」    ３月１７日３月１７日３月１７日３月１７日    表彰式表彰式表彰式表彰式    

        

● ３月２３日  平成２４年度成果報告会を開催しました 宇都宮チサンホテル 

    
  ＯＢからのご指導      バスまでご用意頂きました           万歳三唱 

     

卒業した３年生も歓談     今日は焼きそばじゃないぞ  ＯＢ近況報告Ｈ20 卒 白杖研究５件表彰 

     

ＯＢ近況報告 Ｈ21 卒  ＯＢ近況報告 Ｈ23 卒 ＷＲＯ-Ｊａｐａｎ優勝表彰  ロボコン世界大会表彰 


