
宇都宮工業高校生産システム研究部 2013 
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１０名入部 (^^♪  新入生に対してプログラム教室を開きました♪ 

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３日  OB の方々に見学＆ご指導して頂きました。 

    

中学・小学校のロボットについて助言を頂きました 

● ５月１９日 フェスタ ｍｙ うつのみやで、ロボット教室を開きました。 

ロボット教室に３４名、世界大会コースと攻略対策に６２名の小中学生が参加しました 

    

 小中学校の生徒さんたちにロボット教室を開きました。   難関の中学生用コースの攻略対策 

● ６月９日  電子ロボアイデアコンテスト発表会   

   
世界大会に向けての取組みを発表しました。 最優秀賞を受賞  蓮田裕一先生のロボット特別授業 

 

● ７月２０日から９月１日  子ども科学館にて子ども科学館にて子ども科学館にて子ども科学館にてロボットロボットロボットロボット展示＆カピバラさん操作体験展示＆カピバラさん操作体験展示＆カピバラさん操作体験展示＆カピバラさん操作体験 

カピバラさんロボットを出品   設計 蓮田裕一先生・製作 電子機械３年吉原裕人 

 

● ７月２０日  神奈川工科大学金井教授による講義神奈川工科大学金井教授による講義神奈川工科大学金井教授による講義神奈川工科大学金井教授による講義    ロボット教育ロボット教育ロボット教育ロボット教育    



● ８月９日  第１５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 

    優勝優勝優勝優勝・・・・準優勝準優勝準優勝準優勝しましたしましたしましたしました                日本決勝戦に２チーム進出します。 

   

優勝優勝優勝優勝「「「「アキュラシーアキュラシーアキュラシーアキュラシー」」」」                                                    大会大会大会大会９９９９連覇達成連覇達成連覇達成連覇達成 !! !! !! !!    

   

１１１１年生年生年生年生・・・・２２２２年生年生年生年生もももも大活躍大活躍大活躍大活躍            夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中もももも毎日毎日毎日毎日、、、、練習練習練習練習        準優勝準優勝準優勝準優勝「「「「インストールインストールインストールインストール」」」」    

    

● ８月１０日  第５回ＷＲＯ宇都宮  宇都宮市 ５５５５連覇達成連覇達成連覇達成連覇達成    アイデア賞・神奈川工科大学賞アイデア賞・神奈川工科大学賞アイデア賞・神奈川工科大学賞アイデア賞・神奈川工科大学賞    

     

    優勝優勝優勝優勝・・・・準優勝準優勝準優勝準優勝しましましましましたしたしたした                                優勝優勝優勝優勝    ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ    

            

アイデアアイデアアイデアアイデア賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞                    準優勝準優勝準優勝準優勝    スタビライザースタビライザースタビライザースタビライザー        １１１１年生年生年生年生もももも頑張頑張頑張頑張ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました    

● ８月２５日  ＯＢの皆様からご指導頂きました 

   



● ８月２６日  日本工業大学ＦＤ研究会 日本工業大学（埼玉県）  蓮田裕一先生が講演 

● ８月２７日  国際シンポジウム 神奈川工科大学（厚木市）  杵渕真一・蓮田裕一先生が講演 

   

● ９月４日  魂の横断幕をいただきました 保護者の皆様から寄贈して頂きました。 

● ９月８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）優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞 

  

 

● ９月８日  ＷＲＯ－Japan 準優勝・優秀賞を授賞しました  

         2222 チームがジャカルタ大会に選出されました。チームがジャカルタ大会に選出されました。チームがジャカルタ大会に選出されました。チームがジャカルタ大会に選出されました。応援を頂いた保護者の皆様・応援を頂いた保護者の皆様・応援を頂いた保護者の皆様・応援を頂いた保護者の皆様・

ＯＢの皆様、有難うございました。ＯＢの皆様、有難うございました。ＯＢの皆様、有難うございました。ＯＢの皆様、有難うございました。    

   

１０１０１０１０

thththth

    大会大会大会大会                    予定の４０分前に到着予定の４０分前に到着予定の４０分前に到着予定の４０分前に到着                            国内最大のロボコン会場国内最大のロボコン会場国内最大のロボコン会場国内最大のロボコン会場    

        競技部門：第２位競技部門：第２位競技部門：第２位競技部門：第２位    インストールインストールインストールインストール        保護者の皆様からの熱烈な応援に後押しされました保護者の皆様からの熱烈な応援に後押しされました保護者の皆様からの熱烈な応援に後押しされました保護者の皆様からの熱烈な応援に後押しされました    

  
自由製作部門：自由製作部門：自由製作部門：自由製作部門：優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    火消し組も最高のプレゼンを披露火消し組も最高のプレゼンを披露火消し組も最高のプレゼンを披露火消し組も最高のプレゼンを披露    

    



● ９月２０日  日本機械学会日本機械学会日本機械学会日本機械学会東北東北東北東北支部研究論文支部研究論文支部研究論文支部研究論文● ９月２０日  日本機械学会東北支部  「工業高

校における特殊加工を用いたものづくりの実践と教育的効果」を発表  岩手大学工学部 

○半田 旭 ・齊藤 光一 ・蓮田 裕一・古澤 利明・波江野 勉  (帝京大学理工学部) 

   

WRO２０１３日本決勝戦から 10 日後に学会発表  岩手大学工学部正門前   前沢牛＆冷麺 

       

● ９月２９日  南図書館まつりでカピバラさんロボットを体験して頂きました  

      いつも人気抜群のカピバラさんロボに子供たちも大喜びいつも人気抜群のカピバラさんロボに子供たちも大喜びいつも人気抜群のカピバラさんロボに子供たちも大喜びいつも人気抜群のカピバラさんロボに子供たちも大喜び    

      

ここここ    ここここ    こいつ動こいつ動こいつ動こいつ動くぞくぞくぞくぞ!!!!!!!!    カピバラ部隊の生徒と蓮田裕一先生によるロボット体験コーナーカピバラ部隊の生徒と蓮田裕一先生によるロボット体験コーナーカピバラ部隊の生徒と蓮田裕一先生によるロボット体験コーナーカピバラ部隊の生徒と蓮田裕一先生によるロボット体験コーナー    

    

● １０月１９日        ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ世界大会選手世界大会選手世界大会選手世界大会選手＆＆＆＆コーチのコーチのコーチのコーチの壮行会壮行会壮行会壮行会をををを挙行挙行挙行挙行してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました        

お忙しい中、壮行会を開いて頂き有難うございました。 ジャカルタでもいつも通りがんばります 

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６６６６人を激励人を激励人を激励人を激励    宇都宮地産ホテル １７：３０から 

      

チサンホテルチサンホテルチサンホテルチサンホテル                            総合司会総合司会総合司会総合司会                                今日今日今日今日はははは焼焼焼焼きそばじゃないらしいきそばじゃないらしいきそばじゃないらしいきそばじゃないらしい        

     

    何何何何だかだかだかだか楽楽楽楽しいしいしいしい～～～～♪♪♪♪            食食食食べますべますべますべます    飲飲飲飲みますみますみますみます    食食食食べましたべましたべましたべました        生徒生徒生徒生徒６６６６名名名名＆＆＆＆蓮田蓮田蓮田蓮田・・・・杵渕先生杵渕先生杵渕先生杵渕先生     



● １０月２０日  宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮工業高校９０周年記念学校祭工業高校９０周年記念学校祭工業高校９０周年記念学校祭工業高校９０周年記念学校祭     雨の中、たくさんのご来場頂きました。     

   

ロボコンロボコンロボコンロボコン世界大会歴代世界大会歴代世界大会歴代世界大会歴代マシンマシンマシンマシン＆＆＆＆カピバラさんカピバラさんカピバラさんカピバラさん            体験体験体験体験電子顕微鏡体験電子顕微鏡体験電子顕微鏡体験電子顕微鏡体験コーナーコーナーコーナーコーナー    英会話英会話英会話英会話をををを披露披露披露披露 

 

● １１月７・８日    International robots high school International robots high school International robots high school International robots high school でででで Best report award Best report award Best report award Best report award をををを受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました    

   

聖地ビックサイト      百戦錬磨のプレゼン     知久君の英語が光る 

    

● １１月９日 雀宮中央小学校でカピバラさんロボットを登場  

   

●●●●    １１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日        東京都立科学技術東京都立科学技術東京都立科学技術東京都立科学技術センターでセンターでセンターでセンターで活動発表活動発表活動発表活動発表をををを行行行行いましたいましたいましたいました        

                

● １１月１３－１９日     WRO2013WRO2013WRO2013WRO2013    ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ大会大会大会大会にににに２２２２チームがチームがチームがチームが参戦参戦参戦参戦ししししましたましたましたました    

                

成田成田成田成田にてにてにてにて夕食食夕食食夕食食夕食食べべべべ放題放題放題放題    13131313 日日日日            ７７７７時間時間時間時間３０３０３０３０分分分分のフライトのフライトのフライトのフライト        14141414 日日日日 15:30  15:30  15:30  15:30 ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ着着着着    



            

オープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリー準備完了準備完了準備完了準備完了        追加追加追加追加ルールのルールのルールのルールの唐突唐突唐突唐突なななな発表発表発表発表にににに深夜深夜深夜深夜までまでまでまで対応対応対応対応にににに追追追追われるレギュラーわれるレギュラーわれるレギュラーわれるレギュラー    

        

36363636 カカカカ国国国国 72727272 チームチームチームチーム中中中中    レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー1111３３３３位位位位                                    オープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリーオープンカテゴリー「「「「１１１１１１１１位位位位」」」」    

    

● １１月１１月１１月１１月２４２４２４２４日日日日    ロボＴＲＹ日本一決定戦ロボＴＲＹ日本一決定戦ロボＴＲＹ日本一決定戦ロボＴＲＹ日本一決定戦でででで善戦しました。善戦しました。善戦しました。善戦しました。        

多数応募多数応募多数応募多数応募のののの中中中中、、、、選出選出選出選出されたされたされたされた唯一唯一唯一唯一のののの高校生高校生高校生高校生チームでしたがチームでしたがチームでしたがチームでしたが、、、、企業企業企業企業のののの方方方方やややや大学大学大学大学チームとのチームとのチームとのチームとの技術力技術力技術力技術力のののの違違違違いをいをいをいを感感感感じじじじ

ましたましたましたました。。。。１１１１位位位位    「「「「一菜一菜一菜一菜」」」」社会人社会人社会人社会人        ２２２２位位位位「「「「ASONDEMITAASONDEMITAASONDEMITAASONDEMITA」」」」社会人社会人社会人社会人        ３３３３位位位位「「「「みやけんみやけんみやけんみやけん」」」」大阪大学大阪大学大阪大学大阪大学    

   

厳厳厳厳しいしいしいしい発表練習発表練習発表練習発表練習のののの成果成果成果成果をををを発揮発揮発揮発揮            発表発表発表発表ブースのブースのブースのブースの前前前前でででで                    出品したロボット出品したロボット出品したロボット出品したロボット    

● １１月２６日 下野新聞下野新聞下野新聞下野新聞よりよりよりより取材取材取材取材がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    International robots high school International robots high school International robots high school International robots high school 「「「「Best Best Best Best 

report award report award report award report award 」」」」受賞受賞受賞受賞のののの件件件件    

●●●●１１１１２２２２月月月月６６６６日日日日        中央中央中央中央女子高科学部女子高科学部女子高科学部女子高科学部・・・・生物部生物部生物部生物部のののの皆様皆様皆様皆様ががががＳＥＭＳＥＭＳＥＭＳＥＭ体験体験体験体験にいらっしゃいにいらっしゃいにいらっしゃいにいらっしゃいましたましたましたました    

    

    取材取材取材取材へのへのへのへの対応対応対応対応                                ロボコンロボコンロボコンロボコン世界大会世界大会世界大会世界大会マシンマシンマシンマシン見学見学見学見学                授業授業授業授業でのでのでのでの活用事例活用事例活用事例活用事例をををを紹介紹介紹介紹介    



● １２月２１日 ３年生、１２名の進路決定しました    就職 ４名・進学８名 

    就職就職就職就職    キヤノンキヤノンキヤノンキヤノン        東東東東プレプレプレプレ        ジョンジョンジョンジョンソンソンソンソンマッセイマッセイマッセイマッセイ        日本日本日本日本ビルコンビルコンビルコンビルコン    

    進学進学進学進学    福島大学福島大学福島大学福島大学        筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学        千葉工大千葉工大千葉工大千葉工大        神奈川工科大神奈川工科大神奈川工科大神奈川工科大        関東能力開発大関東能力開発大関東能力開発大関東能力開発大    ４４４４名名名名    

    

２０１２０１２０１２０１４４４４年年年年    

● １月２５・２６日 ＷＲＯ 世界大会用コース製作始めました   

   

厳しいチェック!!           コース設営部隊を編成  何とか２日間で完成しましたね！！  

●●●●    ２月２月２月２月１５１５１５１５日日日日    記録的な大雪記録的な大雪記録的な大雪記録的な大雪    人づくりフォーラムでのロボット教室が中止人づくりフォーラムでのロボット教室が中止人づくりフォーラムでのロボット教室が中止人づくりフォーラムでのロボット教室が中止    

            

前日前日前日前日にににに準備万端準備万端準備万端準備万端！！！！！！！！                あれれあれれあれれあれれ大雪大雪大雪大雪がががが    ６６６６時時時時３０３０３０３０分分分分にににに中止中止中止中止    ↑↑↑↑    配布予定配布予定配布予定配布予定のののの資料資料資料資料    

● ２月２２日 ３年生とのお食事会  サイゼリア  

    

●●●●    ３３３３月月月月３３３３日日日日            卒業式卒業式卒業式卒業式    平成平成平成平成２６２６２６２６年３月１日年３月１日年３月１日年３月１日 平成平成平成平成 25252525 年度卒業式年度卒業式年度卒業式年度卒業式 

  
大活躍した先輩方、たくさんの思い出を有難うございました。 

  

卒業生代表から拡張パーツを恵与卒業生代表から拡張パーツを恵与卒業生代表から拡張パーツを恵与卒業生代表から拡張パーツを恵与        顧問の蓮田先生・杵淵先生・小泉先生に記念品を贈呈顧問の蓮田先生・杵淵先生・小泉先生に記念品を贈呈顧問の蓮田先生・杵淵先生・小泉先生に記念品を贈呈顧問の蓮田先生・杵淵先生・小泉先生に記念品を贈呈    

いつも温かく私たちを見守っていただいた保護者の皆様に感謝いたします。いつも温かく私たちを見守っていただいた保護者の皆様に感謝いたします。いつも温かく私たちを見守っていただいた保護者の皆様に感謝いたします。いつも温かく私たちを見守っていただいた保護者の皆様に感謝いたします。    

 



● ３月８・９日 合宿所で活動しました   

●３月１９日●３月１９日●３月１９日●３月１９日        沖縄県立美来工科高校さまがロボット製作を見学にいらっしゃいました沖縄県立美来工科高校さまがロボット製作を見学にいらっしゃいました沖縄県立美来工科高校さまがロボット製作を見学にいらっしゃいました沖縄県立美来工科高校さまがロボット製作を見学にいらっしゃいました 

   
WRO２０１４の攻略、難しい!! アフレルカップシンも完成しないと コースをコースをコースをコースを前前前前にににに大会概要大会概要大会概要大会概要をををを説明説明説明説明    

 

●●●●３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日        平成平成平成平成 25252525 年度成果報告会年度成果報告会年度成果報告会年度成果報告会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました        

宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮チサンホテルチサンホテルチサンホテルチサンホテル    生生生生徒徒徒徒・・・・保護者保護者保護者保護者・・・・卒業生卒業生卒業生卒業生    ６０６０６０６０名名名名がががが参加参加参加参加    

  

ＷＲＯＷＲＯＷＲＯＷＲＯ大会大会大会大会のののの動画動画動画動画もももも上映上映上映上映                                    表彰式表彰式表彰式表彰式：：：：ロボットロボットロボットロボット国際会議国際会議国際会議国際会議「「「「最高賞最高賞最高賞最高賞」」」」受賞受賞受賞受賞    

   
杵渕先生杵渕先生杵渕先生杵渕先生ごごごご退官退官退官退官    花束贈呈花束贈呈花束贈呈花束贈呈        １０名のＯＢも参加、１０名のＯＢも参加、１０名のＯＢも参加、１０名のＯＢも参加、近況近況近況近況報告頂報告頂報告頂報告頂        女子会も絶好調女子会も絶好調女子会も絶好調女子会も絶好調    きゅるきゅるきゅるきゅる    

    

●●●●３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日    Afrel Spring Cup 2014Afrel Spring Cup 2014Afrel Spring Cup 2014Afrel Spring Cup 2014 でででで１１１１年生年生年生年生チームがチームがチームがチームが優勝優勝優勝優勝・・・・3333 位位位位をををを受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました。。。。    

１１１１位位位位    宇都宮工業高校宇都宮工業高校宇都宮工業高校宇都宮工業高校「「「「SUCCESSSUCCESSSUCCESSSUCCESS」」」」        ３３３３位位位位    宇都宮工業高校宇都宮工業高校宇都宮工業高校宇都宮工業高校「「「「FireworksFireworksFireworksFireworks」」」」    

  

付きっ切りで指導頂いた蓮田先生＆熊田部長、有難うございました付きっ切りで指導頂いた蓮田先生＆熊田部長、有難うございました付きっ切りで指導頂いた蓮田先生＆熊田部長、有難うございました付きっ切りで指導頂いた蓮田先生＆熊田部長、有難うございました    

引率頂いた小泉先生・為永先生にも深引率頂いた小泉先生・為永先生にも深引率頂いた小泉先生・為永先生にも深引率頂いた小泉先生・為永先生にも深く感謝いたします。く感謝いたします。く感謝いたします。く感謝いたします。        2013201320132013 年度も絶好調でした年度も絶好調でした年度も絶好調でした年度も絶好調でした    


