
平成２５年度 専門高等学校生徒体験文・研究文・作文 入賞者（工業部会） 

 

 

「体験発表」 入賞者 〈応募作品 ７編〉 

成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

優良 豊川工高 電気 3 古瀬滉一朗 電気科で学んだこと 

佳作 岡崎工高 電気 3 織田 一希 挑戦から得たこと 

優秀 岡崎工高 電気 3 海藤翔太朗 高校生活で手にいれたもの 

優良 岡崎工高 電気 3 吉本 成隆 二つの夢を追いかけて 

最優秀 碧南工高 環境工学 3 内藤香菜子 工業高校の魅力 

佳作 一宮工高 土木 3 田中 康平 私が工業高校で学んだこと 

優秀 小牧工高 電気 3 真田 拓磨 なぜそうなるのかを理解する 

 

 

 

「研究文」 入賞者 〈応募作品 ２編〉 

成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

最優秀 豊田工高 電子工学 3 

伊藤 史峻 

上谷 一正 

岡  直希 

笹谷  将 

杉山 滉太 

田上  悠 

三輪真太郎 

スピンコート法を用いた 

色素増感太陽電池の 

発電効率向上を目指した研究 

優良 春日井工高 電気 3 

小嶋竜太郎 

河村 麻生 

納堂 凌一 

鉄道車両の研究 －事業用車両の働

きと模型の製作－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「作文」 入賞者 〈応募作品 20編〉 

成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

優良 春日井工高 電気 3 小島早夕美 マイコンカー 

優秀 刈谷工高 電気 3 嘉無木 昇 メリエ２０４号がつかんだもの 

優良 豊田工高 電子工学 2 水野 啓加 本気で変わるので 

優秀 岡崎工高 
機械 

デザイン 
3 岡田菜々香 ものづくりの楽しさ 

最優秀 岡崎工高 機械 3 糸原 大介 技能五輪予選大会に参加して 

優秀 豊田工高 機械 3 河原裕美子 成長を感じたものづくり 

優良 市立工芸高 
建築 

システム 
2 金村 理帆 「満足のいく家」 

佳作 碧南工高 建 築 3 岩田 大輝 建築家で育って 

優良 瀬戸窯業高 セラミック 3 加藤 ゆか 検定と私 

佳作 小牧工高 自動車科 3 森田 海平 部活動 

優良 小牧工高 自動車科 3 小川 智輝 高校生活で得られたもの 

佳作 碧南工高 環境化学 2 生田 香帆 「工業高校で学んだこと」 

佳作 起工高 化学工業 3 市川 恭平 「思い出の実習」 

優良 豊川工高 電子機械 3 坂田 和紀 技能士を通して学んだこと 

佳作 半田工高 電子機械 3 澤田  匠 夢を実現させるために・・・ 

優秀 半田工高 土木 3 市田 一樹 親の背を見て 

佳作 岡崎工高 土木 3 小倉 瑳乃 工業高校で学んで 

優秀 起工高 テキスタイル 3 中島 麻衣 
「最後のテキスタイル科の生徒とし

ての取り組み」 

佳作 愛知工高 デザイン 3 高山健太郎 工業高校で学んで 

優良 常滑高 

クリエイ 

ティブ 

デザイン 

3 野津 智美 デザイン科での記録 

佳作 豊川工高 
情報 

システム 
3 白谷 靖明 工業高校を体験して 

佳作 春日井工高 電子工学 2 宮本  武 総合競技大会を目指して 

佳作 小牧工高 電気 3 大山 弘貴 工業高校で学んで 

佳作 起工高 電子工学 3 荻本 凌平 工業の世界に入ってみて 

佳作 豊川工高 機械 3 井上 晃貴 溶接競技大会に参加して 

佳作 碧南工高 機械 3 壁谷澤輝郁 工業高校で学んで 

佳作 一宮工高 機械 3 松田 将成 達成感 

佳作 春日井工高 機械 3 川上 恭司 総合競技大会に参加して 



成績 学校名 学科名 学年 氏名 テーマ 

佳作 小牧工高 機械 3 溝江 光介 
ものづくりコンテストをとおして～

チャンスに挑む～ 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 田端 康人 設計事務所を体験して学んだこと 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 平田 有希 設計業務から学なんだこと 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 石田  怜 大工から学んだこと 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 松本 京華 医療施設の設計を学んで 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 山内 佑華 就業体験で学んだこと 

佳作 市立工芸高 
建築 

システム 
2 岡田 壮史 就業体験の貴重な３日間 

佳作 一宮工高 建 築 3 村川 一樹 工業高校で学んだこと 

佳作 一宮工高 建 築 3 辻  章吾 建築を学んで 

佳作 一宮工高 建 築 3 早川 翔太 工業高校で学んで 

佳作 瀬戸窯業高 セラミック 3 千﨑 美波 窯業高校で学んで 

佳作 常滑高 
セラミック 

アーツ 
3 斎田 翔平 セラミックアーツ科で学んだこと 

佳作 小牧工高 化学工業 3 柴田 拓人 「私の工高生活を振り返り」 

佳作 名南工高 化学工業 3 中村 光志 「工業高校で学んだこと」 

佳作 春日井工高 電子機械 3 中村 将基 工業高校で学んで 

佳作 豊橋工高 土木 3 山元紳太郎 工業高校が私を変えた 

佳作 豊橋工高 土木 3 杉浦 愁梨 工業高校で学んで 

佳作 岡崎工高 土木 3 吉口 桜樹 工業高校で学んで 

佳作 愛知工高 デザイン 3 西村  智 デザイン科で学んで 

佳作 愛知工高 デザイン 3 奥田 まい 三年間工業高校で学んで 

佳作 愛知工高 デザイン 3 田中 美唄 愛知工業高校で学んで 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 「産業教育に関する教員研究論文（工業部会）」 審査結果  ４校 ≪４編≫ 

 

成績 学校名 学科名 職名 氏名 テーマ 

優秀 瀬戸窯高 電子機械 教諭 武藤 正広 
価値づくりを目指した教育 

－インチキューブを用いた価値づくり－ 

優良 春日井工高 電子工学 教諭 寺岡 広樹 
サイエンスコンテストを活用した 

ものづくり教育の実践事例報告 

優秀 佐織工高 電子工学 
実習 

助手 
吉田  豊 

新しい制御実習の展開 

－Ａｒｄｕｉｎｏボードを使用した制御実習－ 

優良 岡崎工高 情報技術 教諭 鈴木 美樹 
品質管理を教材とした 

「ソフトウェア技術」の授業について 

 


