
宇都宮工業高校生産システム研究部 2011 
活動：工業と生物の両分野にチャレンジしています。  Since 2000 

 
● ４月  新入生が入部 (^^♪   
  

新入生に対してプログラム教室を開きました♪ 

         

 

● ５月  ＧＷにＯＢが来室     ご指導有難うございました 

   
歴代の部長からの助言   → WRO2011 は RCX で十分との結論 伊藤部長とお母様からアイス 

 

  高校生用のコースも作って準備は万端！！ 

   

 

●５月２２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１１日  ロボット教室 宮の原地域コミュニティーセンター  

●６月１８日  電子ロボアイデアコンテスト発表会  優秀賞 

   

(a) WRO2007 (b) WRO2008

(c) WRO2009          (d) WRO2010

図11 WRO2007から４年連続入賞

 

●７月１日  部員がついに５５名に部員がついに５５名に部員がついに５５名に部員がついに５５名に……………………。。。。    部内コンテストを毎日開催部内コンテストを毎日開催部内コンテストを毎日開催部内コンテストを毎日開催    

   

    とにかく  狭い(+o+)                         人が多い   順番待ちの人人 

 

●７月２４日  第４回第４回第４回第４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 

    蓮田先生がセンサ類の動作精度に関する研究を発表 

 

●８月６日  第３回ＷＲＯ宇都宮  宇都宮市     日本決勝戦に２チーム進出 

   

  ブロックを抽選で決定      優勝・２位・３位など上位独占      富士重工賞・企業賞  

 

● ８月８日  第１３回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト   １日目    神奈川工科大学 

   

８０点満点 スタビライザ   ４０点  IMK      1 年生 final nova ロボメカ賞 

     厚木市長賞        ネッツトヨタ賞 



● ８月９日  第１３回電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト    ２日目    神奈川工科大学 

   

８０点満点 礎 いしずえ     3 年生 機龍 70 点           Sonic R 60 点  

      厚木市長賞 

   

１日目 (^^♪               ２日目 (^^♪     日本決勝戦に５チーム進出 

 

一口メモ：宇都宮大会は部長原田(WRO2010 ８位)が優勝・ライントレースの業師３年生川尻が準優勝、そして

神奈川では二人の副部長の藤野 (WRO2009 ２位 )と岸本 (WRO2009 ７位 )が大活躍。金柿

(WRO2009 ８位)・増永(WRO2009 ７位)を含め、世界大会を経験した 3 年生の手堅い攻略が光る。

神奈川 2010 優勝の船山・加藤も good でした。日本決勝戦では別のマシンを登場させます。 

 

● ８月１２日 部室のプチ移動部室のプチ移動部室のプチ移動部室のプチ移動 思い出の制御実習室から物理室に戦略的転進 

   

● ８月１２日 NHKNHKNHKNHK ラジオ番組ラジオ番組ラジオ番組ラジオ番組    生出演生出演生出演生出演 

♥ 美人アナウンサー 浦野遥様 ♥ とロボコンへの豊富を語る  

  



● ８月２７・２８日 日本産業技術教育学会 第 54 回全国大会（宇都宮大学） 

蓮田先生が工業高校における先端の機械加工に関する研究を発表 

 

● ８月２９日 新校舎に設営開始新校舎に設営開始新校舎に設営開始新校舎に設営開始 新しい学校・新しい部室・新たな活動 

   

 

● ９月５日  WRO-Japan を目指して朝練を開始    朝 7 時から… 

   

    コースも２台に増設         ７チームが日本大会へ         技術 ＜ 気力 

 

● ９月１１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） 

電子機械科 3 年 佐藤功基・電子科 2 年 宮本直樹 が優秀賞を受賞優秀賞を受賞優秀賞を受賞優秀賞を受賞 

   

光センサを用いたカゲロウ幼虫の自動計測装置システムに関する研究成果を発表しました。 

 

● ９月１６日  日本機械学会学術論文講演会    帝京大学理工学部（宇都宮市） 

11:00～12:15 [GS9] 技術教育・工学教育の取り組み   [座長: 渡辺 信一(宇都宮大)]  

506 工業高校における制御学習とロボット製作 ·················· 183  

蓮田 裕一(宇都宮工業高), ○渡邉 雅人(宇都宮工業高・学), 中田 達也(宇都宮工業高・学), 原田 洋

行(宇都宮工業高・学), 半田 旭(宇都宮工業高・学), 古澤 利明(帝京大) 

渡辺君が制御学習とロボット製作に関する研究成果を発表しました。 

 



● ９月１８日     WROWROWROWRO    JapanJapanJapanJapan    2012012012011111 決勝大会決勝大会決勝大会決勝大会    東京スポーツ会館 

    

オープンカテゴリー｢優秀賞｣  レギュラーカテゴリー「第３位」で５年連続世界大会に進出 

「礎」と「生産システム研究部」が１１月の世界大会 UAE に選出 

 

● １０月１４日  宇都宮市長表敬訪問宇都宮市長表敬訪問宇都宮市長表敬訪問宇都宮市長表敬訪問        ＷＲＯ日本大会報告ＷＲＯ日本大会報告ＷＲＯ日本大会報告ＷＲＯ日本大会報告  

  宇都宮市役所  

 

● １０月２２日  日本機械学会山梨支部日本機械学会山梨支部日本機械学会山梨支部日本機械学会山梨支部研究論文研究論文研究論文研究論文      電子機械科３年小池君が講演  

  山梨大学工学部（甲府市）  510 ロール用高クロム鋼の研削加工に及ぼす合金成分の影響 

○小池叡史, 岸本健吾, 藤野慎也, 蓮田裕一(宇都宮工業高), 古澤利明(帝京大)、針谷安男(宇都宮大) 

  

 

 

 

 

 

 



 ● １０月２２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    

  アピアアピアアピアアピア    上海ガーデン上海ガーデン上海ガーデン上海ガーデン        ５２名が参加５２名が参加５２名が参加５２名が参加        蓮田先生と選手６人を激励蓮田先生と選手６人を激励蓮田先生と選手６人を激励蓮田先生と選手６人を激励    

    

幹事長の杉本様幹事長の杉本様幹事長の杉本様幹事長の杉本様    有難うございました有難うございました有難うございました有難うございました        選手に花束贈呈選手に花束贈呈選手に花束贈呈選手に花束贈呈                食べ放題・飲み放題食べ放題・飲み放題食べ放題・飲み放題食べ放題・飲み放題    

   

 蓮田先生ものんびりと会食蓮田先生ものんびりと会食蓮田先生ものんびりと会食蓮田先生ものんびりと会食                保護者の皆様保護者の皆様保護者の皆様保護者の皆様    お忙しい中、有難う御座いましたお忙しい中、有難う御座いましたお忙しい中、有難う御座いましたお忙しい中、有難う御座いました    

 

● １０月２９日  学校公開学校公開学校公開学校公開          世界大会出場ロボットの展示と説明    

  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    

            

 大人気のお茶運びロボット大人気のお茶運びロボット大人気のお茶運びロボット大人気のお茶運びロボット        自律型ロボットとは何か自律型ロボットとは何か自律型ロボットとは何か自律型ロボットとは何か            世界大会歴代マシンも動いた世界大会歴代マシンも動いた世界大会歴代マシンも動いた世界大会歴代マシンも動いた    

 

● １１月１２日  大学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） 

電子科 2 年 宮本直樹 が出場。奨励賞を受賞 

   

 

 

 

 



● １１月１８－２２日     ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012011111    ＵＡＥＵＡＥＵＡＥＵＡＥ            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    

ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ    2012012012011111 アアアアブダビブダビブダビブダビ大会大会大会大会        オープンカテオープンカテオープンカテオープンカテゴゴゴゴリー「第６位」を受賞リー「第６位」を受賞リー「第６位」を受賞リー「第６位」を受賞    

● 日本大会を「３位」、５度目の世界大会出場  ５大会連続９個目の受賞 

 

 

 

 

 

   

成田からＵＡＥにフライト成田からＵＡＥにフライト成田からＵＡＥにフライト成田からＵＡＥにフライト        日本選手団と共に日本選手団と共に日本選手団と共に日本選手団と共に                            夜のアブダビ夜のアブダビ夜のアブダビ夜のアブダビ    

  

   
インターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へインターコンチネンタルホテルから会場へ                オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始オープンカテゴリー：ブースに設営開始    

    

  

レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始レギュラーカテゴリー：戦闘開始    

    

チーム：礎 ＆ 生産システム研究部     成績：「世界第「世界第「世界第「世界第６６６６位」位」位」位」     

選手：松井 幹太 (３年)・小堀 祐生（２年）・日向野 拓人（２年） 

選手：藤野 慎也 (３年)・関口 賢也（１年）・津端 大樹（１年） 

コーチ：蓮田 裕一・杵渕 真一  保護者：松井ご両親・関口ご両親 

 



        

大会当日の朝大会当日の朝大会当日の朝大会当日の朝        ホテル駐車場ホテル駐車場ホテル駐車場ホテル駐車場    

    

  
隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと隣のブースのギリシャのチームと                                オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」オープンカテゴリー「世界第６位」    

 

     

Gold SouqGold SouqGold SouqGold Souq    金の専門店街金の専門店街金の専門店街金の専門店街                    ドバイの町並みドバイの町並みドバイの町並みドバイの町並み    砂漠に高層ビル砂漠に高層ビル砂漠に高層ビル砂漠に高層ビル    

 

  

Burj khakifaBurj khakifaBurj khakifaBurj khakifa 世界一高いの展望台から世界一高いの展望台から世界一高いの展望台から世界一高いの展望台から                世界最大の世界最大の世界最大の世界最大のショッピングモール内の水族館でショッピングモール内の水族館でショッピングモール内の水族館でショッピングモール内の水族館で    



● １２月５日 3 年生 全員進路決定 (*^_^*) 

富士ゼロックス・宇都宮大学工学部富士ゼロックス・宇都宮大学工学部富士ゼロックス・宇都宮大学工学部富士ゼロックス・宇都宮大学工学部 2222 名・秋田県立大学・名・秋田県立大学・名・秋田県立大学・名・秋田県立大学・群馬大学工学部群馬大学工学部群馬大学工学部群馬大学工学部・・・・芝浦工大芝浦工大芝浦工大芝浦工大・・・・日本工業日本工業日本工業日本工業

大学・宇都宮ビジネス電子専門学校大学・宇都宮ビジネス電子専門学校大学・宇都宮ビジネス電子専門学校大学・宇都宮ビジネス電子専門学校・・・・関東職業能力開発大学校関東職業能力開発大学校関東職業能力開発大学校関東職業能力開発大学校 3333 名名名名・・・・東放学園音響専門学校東放学園音響専門学校東放学園音響専門学校東放学園音響専門学校    

 

● １２月３・４日    Eco テック＆ライフとちぎ２０１１    

５チームが出場。５チームが出場。５チームが出場。５チームが出場。「第３位」「第４位」「「第３位」「第４位」「「第３位」「第４位」「「第３位」「第４位」「アイデア賞アイデア賞アイデア賞アイデア賞」を受賞」を受賞」を受賞」を受賞    

   

  

 

● １２月６日から９日    ２年生が修学旅行    広島・神戸・大阪 

 

● １２月２６日  中高生の科学部活動振興事業中間発表   東京・日本科学未来館 

蓮田先生が蓮田先生が蓮田先生が蓮田先生が「「「「精密機械加工を通したグローバルエンジニアの育成精密機械加工を通したグローバルエンジニアの育成精密機械加工を通したグローバルエンジニアの育成精密機械加工を通したグローバルエンジニアの育成」」」」を発表を発表を発表を発表    

  

 

● １２月２７日   日本産業技術教育学会誌に論文掲載日本産業技術教育学会誌に論文掲載日本産業技術教育学会誌に論文掲載日本産業技術教育学会誌に論文掲載 

蓮田先生が蓮田先生が蓮田先生が蓮田先生が「「「「光センサを用いたカゲロウ幼虫の流下個体数の自動計測システム光センサを用いたカゲロウ幼虫の流下個体数の自動計測システム光センサを用いたカゲロウ幼虫の流下個体数の自動計測システム光センサを用いたカゲロウ幼虫の流下個体数の自動計測システム」」」」を発表を発表を発表を発表    

  

 

２０１２年 

● ２月１９日   うつのみや人づくりフォーラムうつのみや人づくりフォーラムうつのみや人づくりフォーラムうつのみや人づくりフォーラム 

ロボット教室を開催ロボット教室を開催ロボット教室を開催ロボット教室を開催        本校２階・電子機械基礎実習室本校２階・電子機械基礎実習室本校２階・電子機械基礎実習室本校２階・電子機械基礎実習室    



            

    

            

    

２０１２年 

● 3 月１日  時代を作った１１人が巣立ちました   卒業式 ３月１日 

  

卒業生からＮＸＴが恵与 有り難う御座います  原田部長から蓮田先生にカピバラさんを贈呈 

  
 花束の贈呈           蓮田先生から卒業生にお別れの言葉が…   



 

偉大な先輩方の功績を引きついて行きます。 ご卒業 おめでとう御座います    

    


