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だより
高専(KOSEN)＝高等専門学校は､中学校卒業後の早い段階から5年間(専攻科進学の場合は7年間)の一貫教育を行う高等教育機関です。

だより
高等専門学校は平成24年に
創設50周年を迎えます。
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平成23年度主要日程
１　会議、主要行事等

行事等名 主催等 期日 会場

校長・事務部長会議 機構本部（総）
平成23年６月17日（金） （未定）
平成23年10月21日（金） （未定）
平成24年３月23日（金） （未定）

教務主事会議 機構本部（学・教研室） （未定） （未定）
課長連絡会 機構本部（総） 平成23年4月25日（月） （未定）

２　研究集会等（教職員対象）
行事等名 主催等 期日 会場

全国高専教育フォーラム 機構本部（企）・鹿児島高専 平成23年８月23日（火）
～平成23年８月25日（木） 鹿児島大学教育センター

留学生・国際交流担当者研究集会 機構本部（国）・留学生交流促進センター／仙台
高専

平成23年７月28日（木）
～平成23年７月29日（金） （未定）

第９回全国高等専門学校テクノフォーラム 機構本部（企）・東京高専 平成23年８月４日（木） 学術総合センター
第５回国際工学教育研究集会

（International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE) 2011） 機構本部（国）・リパブリック・ポリテクニック 平成23年９月27日（火）
～平成23年９月29日（木） シンガポール

全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会 機構本部（学） 平成24年１月頃 （未定）
第17回高専シンポジウム（高専シンポジウム協議会主催） 高専シンポジウム協議会（熊本高専） 平成24年１月頃 （未定）

３　各種大会等（学生対象）
行事等名 主催等 期日 会場

第45回全国高等専門学校体育大会（ラグビー競技のみ） 専体協（機構本部（企）／茨城高専）

平成23年８月13日（土）
～平成23年９月４日（日） 関東信越地区

平成24年１月４日（水）
～平成24年１月９日（月） 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

全国高等専門学校第22回プログラミングコンテスト 連合会（機構本部（企）／一関高専） 平成23年10月15日（土）
～平成23年10月16日（日） 一関文化センター

全国高等専門学校デザインコンペティション2011 連合会（機構本部（企）／釧路高専） 平成23年11月12日（土）
～平成23年11月13日（日） 釧路市観光国際交流センター

全国高等専門学校ロボットコンテスト2011（全国大会） 連合会（機構本部（企））、NHKほか 平成23年11月20日（日） 両国国技館

第４回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト 連合会（機構本部（企）／岐阜高専）、全国高
等専門学校英語教育学会

平成24年１月28日（土）
～平成24年１月29日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）

アジアの理工系学生の高専体験プログラム 機構本部（国）・留学生交流促進センター/明
石高専

平成23年９月12日（月）
～平成23年９月17日（土） （未定）

International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS) 機構本部（国）・キングモンクット工科大学ラ
カバン

平成23年11月23日（水）
～平成23年11月26日（土） タイ・キングモンクット工科大学ラカバン

平成23年度海外インターンシップ 機構本部（国） ①平成23年夏
②平成24年春

米国・スイス・マレーシア・フィリピン・タイ・
インドネシア

科学・技術フェスタ2011～ 高専ロボコン in 京都 ～ 内閣府、総務省、文部科学省ほか 平成23年12月17日（土）
～平成23年12月18日（日） 国立京都国際会館

きのくにロボットフェスティバル2011 同実行委員会（和歌山高専） （未定） （未定）

４　研修会、説明会等（教職員対象）
行事等名 主催等 期日 会場

新任校長研修会 機構本部（人） 平成23年４月頃 （未定）
高等専門学校教員研修（管理職研修会） 機構本部（人） 平成23年９月頃 （未定）

高等専門学校教員研修（クラス経営・生活指導研修会） 機構本部（人） 平成23年８月頃 （未定）

新任教員研修会 機構本部（人）・群馬高専 平成23年８月29日（月）
～平成23年８月31日（水） 国立オリンピック記念青少年総合センター

高等専門学校ＩＴ活用実践研修会 機構本部（人） 平成23年８月頃 （未定）
新任部長研修会 機構本部（人） 平成23年７月頃 （未定）
新任課長研修会 機構本部（人） 平成23年７月頃 （未定）
新任課長補佐研修会 機構本部（人） 平成23年10月頃 （未定）
新任係長研修会 機構本部（人） 平成23年10月頃 （未定）
中堅職員研修会 機構本部（人） 平成23年11月頃 （未定）

初任職員研修会 機構本部（人） 平成23年６月19日（月）
～平成23年６月22日（水） 国立オリンピック記念青少年総合センター

技術職員特別研修会
東日本地域 機構本部（人）・小山高専 平成23年８月頃 （未定）
西日本地域 機構本部（人）・和歌山高専 平成23年８月頃 （未定）

情報関連説明会 機構本部（総） 平成23年６月６日（月）
～平成23年６月７日（火） 国立オリンピック記念青少年総合センター

人事事務担当者説明会 機構本部（人） （未定） （未定）

会計事務担当者説明会 機構本部（財） 平成23年４月13日（水）
～平成23年４月14日（木） 学術総合センター

独法会計簿記研修会
〔簿記３級受検用研修〕 機構本部（財） 平成23年９月26日（月）

～平成23年９月30日（金） 国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）

〔独法会計研修〕 機構本部（財） 平成23年10月12日（火）
～平成23年10月14日（金） 国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）

決算担当者研修（該当高専のみ） 機構本部（財） 平成23年10月24日（月）
～平成23年10月28日（金） 学術総合センター（未定）

知的財産講習会 機構本部（企） 平成23年９月頃 （未定）
学務関係職員研修会 機構本部（学） 平成23年12月頃 （未定）
施設担当職員研修会 機構本部（施） 平成23年11月頃 （未定）


