
電技研ってなんだ!?

電技研はズハリ!!! “やりたいを応援する部活”  です。

電技研の研究者は、研究と貢献をモットーに、自らの

”やりたい”を徹底的に追及しています。電技研の多種

多様な備品・先輩・顧問の先生方が、皆さんのやりたい

をサポートします。
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- 電技研の行事 -
~行事も電技研らしく~

帰りのミーティング

部活毎に実施

その日の出来事や、成果、
お知らせなどを共有する、

電技研の情報共有の場です。

電技研合宿

毎年8月に実施

自動車工場やエンジン
工場などに行き、日本の

技術を間近で学びます。

クリスマス会

毎年12月に実施

電技研のお楽しみ会です。
ビンゴゲームなどが行われ、景品

は電技研らしいものばかりです。

電技研会議

不定期に実施

電技研の各プロジェクトの
進捗状況をプレゼンし、先生方

や部員からアドバイスをもらいます。

- 電技研の歴史 -

~12年の歩み~

2009年 電子技術研究部 誕生

2014年 全国中高webコンテスト銀賞

2015年 Afrel Spring Cup 準優勝

2016年 Afrel Spring Cup 準優勝

2017年 WROプレゼン部門 中高優勝

ロボットのサッカー大会に、
完全自作ロボットで臨みました!!!

マイコン同好会から昇格し、電子技術研究部に!!!

現在web制作はBBCoachという大会に出場中です

レゴマインドストームを用いたロボット制御の大会です

2年連続、惜しい結果となりました...

なんと、中高ともに同部門を優勝しました!!!

2018年 水中ロボコン優勝
水中でロボットが課題をこなす大会です

2020年 水中ロボコン優勝

水中ロボコン、2度目の優勝です!!!

2021年 RoboCup Jr.
ポスター賞受賞

- 電技研の活動 -

~”やりたい”の追及~

webサイト制作
プログラミング言語、
HTMLを用いてweb
サイトを制作します

ゲーム制作
プログラミング言語、

C♯や、unityを用いて
ゲームを制作します

動画制作
最新のカメラやドローン
を用いて映像を撮影し

動画編集をします

エンターテイメント
電技研の技術を統合し
文化祭などで展示する

エンタメ施設を制作します

オリジナルロボ制作
CADや3Dプリンタを

使い、オリジナルロボを
設計、制作します

大会用ロボ制作
WROやRoboCupに

向けて、EV3やプリンタで
ロボットを制作します

電子機器の制作
電子基板やArduinoを
用い電子機器を制作、

プログラミングします

教材制作
ドローンやEV3を用いた
教材を制作、学校教育

に貢献しています

アプリ開発
プログラミング言語、
Javaなどを用いて

アプリの開発をします

広報
Webページや文化祭
を通じて、電技研の

情報を発信しています

AIの研究
プログラミング言語、

Pythonを用い自動運転
の研究などをしています

作曲
Vocaloidなどを使い
作曲をし、電技研の

エンタメに生かしています

アニメーション制作
Blenderやunityを用い

3Dのアニメーションを
制作しています

ポスター制作
PowerPointや

PhotoShopで様々な
ポスターを制作しています

備品管理
電技研で使う部品や

学校教育で使う備品を
整理、管理しています



- 電技研プロセス -
~電技研のやり方~

研究テーマの決定

自分の”やりたい”を考え
思案を膨らませます

研究計画書の作成

設計,仮説,予算などをまとめ
“やりたい”を具現化します

研究概要の発表

電技研会議等で研究概要を
発表、企画承認を得ます

研究

予算を獲得し、研究活動が
開始されます

研究成果の活用

WS,大会,文化祭などを通し
研究成果を活用します

改善

研究成果の活用から問題点
をまとめ改善に努めます

電技研では、部活でありつつ、
企業のようなプロセスを設定
しています。研究活動の中で
学生とは思えない知識と経験
を得ることが出来るでしょう。
電技研は、将来へとつながる
部活なんです!!!

- 電技研のツール -

~企業に劣らない研究道具~

ノート

パソコン

デスクトップ

パソコン

タブレット

端末

３D

プリンター
ドローン

レゴマインド

ストーム(Ev3)

プロジェクタ VRゴーグル 撮影機材

電技研に入れば、こんな
ものが使いこなせるように
なります!!!

- 主な活動場所 -

~電技研の研究所~

PC室

ロボット
技術室

機械用工具 電子部品 ソフトウェア

加工
技術室

ワークショップとは？

ワークショップとは、電技研の社会貢献活動の
一つです。電技研で培った知識と経験をもとに
ロボットやプログラムの製作体験を行い、子供
たちにものづくりの楽しさを教えています。

レゴマインドストーム
製作体験

2足歩行ロボット
製作体験

3Dオブジェクト
製作体験

ワークショップの例

※芝浦工業大学のホームページでご確認下さい

×20 ×100 ×50

×10 ×50 ×50

×3 ×2

電技研の部員は、やりたい作業や研究に応じて
活動場所を使い分けています。それぞれの部屋に
それぞれの役割があるのです。

100台にも及ぶパソコンがあります。
研究に役立つ様々なソフトウェアが
導入されており、研究資料の作成や
動画編集、ゲーム制作などが簡単に
出来ます。

ロボットの制作に必要不可欠な、
３Dプリンターや電子部品、工具が
あります。机は可動式で、グループ
ワークやスペースを使う作業に最適
です。

材料加工に関する様々な工具が
あります。大規模な制作物がある
とき、工作技術研究部に場所を
借りて、材料の切断や接着、研磨
などを行っています。

×2

https://www.shibaura-
it.ac.jp/visitor/public/extensions/otk



岩田亮 先生

顧問

写真ギャラリー
電技研の日常をご覧ください!!!
そこには、研究者の眼差しがあります。

顧問メッセージ 電技研の先生方は、社会を経験しています。
そして、私たちに社会で生きる術を教えてくれます。

PCでプログラミングをする部員プロジェクトを説明する部員 CADで3Dデータを作る部員

撮影機材をチェックする部員 ロボットを組み立てる部員 ミーティングで先生の話を聞く部員

夜，空を見上げると月が見えます．ざっと月までの距離は38万km．車（時速80km）だと６ヶ月，

新幹線（時速300km）だと53日，飛行機（時速1,000km）だとずっと飛び続けて16日間かかる

そうです．その前に燃料が持ちませんが．．．．ちなみに史上初めて人類を月に着陸させることに成功

したアポロ11号は４日間と６時間で月に到着しました．あるいは休まず歩いていくと約11年はかかるそう

です．気が遠くなります．．ね．そんな夜空に美しくきれいに浮かぶ月ですが，実のところ数値に表すと

近くて遠い存在だということがよくわかると思います．ここで突然ですが，問題です．地球と月の環境の

違いを３つ答えられるでしょうか？ １）重力（1/6）
２）一日の長さ（月の一日は地球の29.5日分）
３）温度差（月の気温は昼110℃，夜−170℃，その差およそ300℃）

さて，地球とまるっきり違う環境の月に，なんと!?基地を建設しようというプロジェクトが進んでいるって知っていますか？その名も「アルテミス計画」と

言います．アメリカ航空宇宙局（NASA）は，2024年に有人月面着陸を目指し，2028年までに月面基地の建設を開始するという壮大なミッ

ションがスタートしました．アポロ計画とは大きく異なることは，アメリカだけではなく，日本（JAXA）をはじめカナダやヨーロッパの国々と協力すると

いう点です.

そして，このアルテミス計画にはJAXAだけではなく，多くの日本企業が参画している点があります． アルテミス計画に協力する企業は，一体何の

ために協力するのでしょうか？歴史を振り返れば，企業も絶えず科学技術の進化のために挑戦し続けてきました．何か新しいものを開発するため

に研究を行ってきました．そして，その研究成果をもって新しい何かを開発し，人々のために貢献してきたのです．

この電子技術研究部の部訓はまさに「研究と貢献」です．自らのやりたいことを徹底的に掘り進め（研究），得た知見や技術でWS（ワーク

ショップ）や後輩へレクチャーしたりして，貢献することを目的に活動しています．ワクワクと楽しさの中で，日々，活動をしているほんの１ページを

このリーフレットに詰め込みました．「難しそうだなぁ？は，やってみたなぁ〜！」の裏返しだと思います．どんどん挑戦する部員を電技研では募集し

ています！

さて，最後に私の目標は，芝浦工大附属中高電子技術研究部が，このアルテミス計画に参加することです(^^)v

難しそうだなぁ〜（笑）

答え

編集長：目黒敬久（副部長）、発行者：芝浦工業大学附属中学高等学校 電子技術研究部、発行日：2021年10月


