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理事長挨拶
　50 年の歴史を礎にさらなる発展を目指して　理事長  小畑  秀文
就任にあたって

　理事　兼　東京工業高等専門学校長  古屋  一仁
運営協議会を開催

創設50周年
　■高専制度創設50周年記念シンポジウムおよび式典を開催　　■高専制度創設50周年記念学生交流会　報告　　■昭和37年度設置校における創立50周年記念式典の開催状況

Ｉｍａｇｉｎｅ Ｃｕｐ 2012世界大会で第２位　　　　　　　　　　　　　　　イノベーション・ジャパン2012- 大学見本市に出展
高専制度創設50周年記念  平成24年度全国高専教育フォーラムを開催　　　高専生に対する奨学金のご寄附をいただいた企業等へ感謝状を贈呈
第９回全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会　　　　　　　　　台湾５大学と学術交流協定を締結
スラバヤ電子工学ポリテクニック（ＥＥＰＩＳ）と包括的学術交流協定を締結

国際交流室NEWS
　■国立高専教員が香港職業訓練協議会（VTC）を視察　　■アジアの学生の高専体験プログラム2012を開催　
　■第６回国際工学教育研究集会（ISATE2012）を開催　　■国立高専機構主催平成24年度海外インターンシップ第２次日程（春季）派遣者を決定
　■第２回「持続可能な社会構築への貢献のための科学技術」に関する国際シンポジウム（ISTS2012）を開催　　■KMITL(タイ ) にリエゾンオフィスを開設しました
　■2013年度国立高等専門学校第３学年編入学試験（外国人対象）を実施　　■日本学生支援機構主催2012年度日本留学フェア等に参加

コンテスト開催報告
　■アイデア対決・全国高等専門学校ロボット・コンテスト　　■全国高等専門学校デザイン・コンペティション　　■全国高等専門学校プログラミング・コンテスト

日本原子力研究開発機構と連携・協力の推進に関する協定を締結　　　コラボ産学官と連携・協力の推進に関する協定を締結
第10回全国高専テクノフォーラムを開催　　　　　　　　　　　　　　全国高等専門学校専攻科長会議を開催

教育研究調査室NEWS
　■モデルコアカリキュラム（試案）導入ワークショップ
　■高専・技科大連携ワークショップ「グローバル化に対応する高専－技科大の新たな取り組み」
　■科目間連携ワークショップ　「一般科目と専門科目の連携」　　■平成24年度　教務主事会議
　大きく展開する　オムロン株式会社と国立高専機構の共同教育事業
　■教員から企業人へ、企業人から教員へ～オムロン社員と高専教員の人事交流～
　■教員と企業技術者による実践的制御技術者育成　最新機器を用いた制御技術教育キャンプ～回転寿司プロジェクト2012 ～
　■高専教職員向け制御技術セミナ

高専における男女共同参画の推進

高専トピックス
　■ＲｏｂｏＣｕｐ  2012世界大会で第３位入賞　　■都道府県対抗全国ダンススポーツ大会で文部科学大臣賞を受賞　　■第59回 NHK 杯全国高校放送コンテストにて準優勝！
　■Interop Tokyo2012 の ShowNet Team Member Programに参加　　■第67回国民体育大会（2012ぎふ清流国体）　セーリング競技　少年女子セーリングスピリッツ級で優勝
　■第８回全日本学生室内飛行ロボットコンテストに参加して　　■第９回高校化学グランドコンテストで２連覇を達成　　■2012 Ｅｎｅ-１ ＧＰ ＭＯＴＥＧＩでクラス優勝
　■パソコン甲子園2012「モバイル部門」・「デジタルコンテンツ部門」でグランプリを受賞　　■第20回衛星設計コンテストでアイデア大賞を受賞
　■第16回スターリングテクノラリー２部門で日本一を獲得　　■第33回Ｕ-20プログラミング・コンテストで経済産業省商務情報政策局長賞を受賞　　■スマートグリッド展2012に出展
　■第42回国際電子回路産業展に出展　　■ＴＥＣＨＮＯ-ＦＲＯＮＴＩＥＲ2012に出展　　■国際フロンティア産業メッセ2012に出展　　■九州沖縄地区高専新技術マッチングフェア2012を開催
　■展示会出展を通した産学連携・情報発信の取組　　■建設技術フェア2012ｉｎ中部に出展　　■第7回モノづくり連携大賞で特別賞を受賞
　■第２回次世代ものづくり基盤技術産業展に出展　　■関西三都ビジネスフェア2012 に出展
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高専制度創設50周年記念
シンポジウム
～記念講演～

高専制度創設50周年記念
シンポジウム
～パネル討論～

高専制度創設50周年記念
祝賀会

高専制度創設50周年記念
学生交流会

独立行政法人
国立高等専門学校機構

平成24年度主要日程（平成24年10月１日～平成25年3月31日）
1 会議、主要行事等

行事等名　　　　　　　　　　　　　主催等　　　　　　　　　　　　　　 期日　　　　　　　　　　 会場
高専制度創設50周年記念式典 
第２回　校長・事務部長会議 
第３回　校長・事務部長会議 
運営協議会

地区校長会議 　　　　　　　　北海道地区

 　　　　　　　　東北地区
 　　　　　　　　関東信越地区

 　　　　　　　　東海北陸地区

 　　　　　　　　近畿地区

 　　　　　　　　中国地区

 　　　　　　　　四国地区

 　　　　　　　　九州沖縄地区

商船校長会議 
高専機構・技大協議会 
平成２５年度入学者選抜学力検査 
平成２４年度国立高等専門学校学習到達度試験
                                                  （数学、物理） 
平成２４年度国立高等専門学校第３学年編入学試験
（外国人対象）面接試験

同実行委員会（国公私の共同主催）
機構本部
機構本部
機構本部
函館高専
釧路高専
鶴岡高専
茨城高専
富山高専

豊田高専

和歌山高専

呉高専
香川高専
香川高専

大分高専

弓削商船
長岡技術科学大学
－

機構本部・各校

機構本部

機構本部・仙台高専

機構本部

高専シンポジウム協議会（仙台高専名取キャンパス）

全国高等専門学校連合会
（機構本部／米子高専）
全国高等専門学校連合会
（機構本部／有明高専）
全国高等専門学校連合会
（機構本部／小山高専）
全国高等専門学校連合会
（機構本部）、ＮＨＫほか
全国高等専門学校連合会（機構本部／和歌山高専）、
全国高等専門学校英語教育学会
機構本部・明石高専

機構本部・仙台高専

機構本部

内閣府、総務省、文部科学省ほか

平成２４年１１月　１日（木）
　　　　～１１月　２日（金）
平成２４年１１月　１日（木）
　　　　～１１月　２日（金）
平成２５年　１月２６日（土）

仙台高専

国立オリンピック記念青少年総合センター

仙台高専名取キャンパス

平成２４年１０月３０日（火）
平成２４年１０月３１日（水）
平成２５年　３月２２日（金）
平成２５年　２月１４日（木）
平成２４年１２月１９日（水）
平成２５年　３月10日（日）
平成２５年　１月３０日（水）
平成２４年１２月１４日（金）
平成２４年１０月１８日（木）
　　　　～１０月１９日（金）
平成２５年　２月１４日（木）
　　　　　～2月１5日（金）
平成２４年１２月２０日（木）
　　　　～１2月21日（金）
平成２５年　２月　４日（月）
平成２４年１２月１５日（土）
平成２５年　２月　８日（金）
平成２５年 １月３１日（木）
　　　　　　～2月　１日（金）
平成２５年　２月 ５日（火）
平成２４年１２月２１日（金）
平成２５年　２月２４日（日）

平成２５年　１月１０日（木）

平成２５年　１月２５日（金）

学術総合センター
学術総合センター
学士会館
学士会館
ＫＫＲホテル札幌
KKRホテル札幌
仙台ガーデンパレス
茨城高専

富山高専本郷キャンパス

ウィンクあいち

和歌山高専

ピュアリティまきび（岡山市）
ホテルサンルート瀬戸大橋
香川高専詫間キャンパス

大分高専

マリナーズコート東京
ホテル東京ガーデンパレス
各校等

各校

学術総合センター

２ 研究集会等（教職員対象）

教員研究集会（東日本担当） 　　　東北地区

全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会 

第１８回高専シンポジウム ｉｎ 仙台

第４７回全国高等専門学校体育大会
　　　　　　　　　　　　　　（ラグビー競技のみ）

全国高等専門学校第２３回プログラミングコンテスト

全国高等専門学校デザインコンペティション２０１２

全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国大会）
第６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 
学生の３次元ディジタル設計造形コンテスト
International Symposium on Technology
for Sustainability(ISTS)2012 

平成２４年度海外インターンシップ

科学・技術フェスタ２０１２
～ 高専ロボコン in 京都 ～

３ 各種大会等（学生対象）

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

大牟田文化会館

白鴎大学東キャンパス

両国国技館

国立オリンピック記念青少年総合センター

明石市立産業交流センター

キングモンクット工科大学ラカバン（タイ）

派遣国・地域：マレーシア、フィリピン、インドネシア、
ベトナム、シンガポール、中国（香港）、台湾

京都パルスプラザ

平成２５年　１月　４日（金）
　　　　～　１月　９日（水）
平成２４年１０月１３日（土）
　　　　～１０月１４日（日）
平成２４年１１月１０日（土）
　　　 ～１１月１１日（日）

平成２４年１１月２５日（日）

平成２５年　１月２６日（土）
　　　　～　１月２７日（日）
平成２４年１２月１６日（日）
平成２４年１１月２１日（水）
　　　 ～１１月２４日（土）

平成２５年　春

平成２５年　３月１６日（土）
　　　　～ ３月１７日（日）

機構本部

機構本部

機構本部

機構本部

機構本部

機構本部

中堅職員研修会

情報担当者研修会

独法会計簿記研修会〔独法会計研修〕

監査研修会

学務関係職員研修会

施設担当職員研修会

ＴＫＰ新宿ビジネスセンター

国立オリンピック記念青少年総合センター

国立オリンピック記念青少年総合センター

田町ＣＩＣ

学術総合センター

国立オリンピック記念青少年総合センター

平成２４年１１月１４日（水）
　　　 ～１１月１６日（金）
平成２５年　１月　９日（水）
　　　 ～ １月１１日（金）
平成２４年１２月１９日（水）
　　　 ～１２月２１日（金）
平成２４年１０月２５日（木）
　　　 ～１０月２６日（金）
平成２４年１２月　４日（火）
　　　 ～１２月　５日（水）
平成２４年１１月　１日（木）
　　　 ～１１月　２日（金）

４ 研修会、説明会等（教職員対象）

5 その他
平成２５年　３月２２日（金）

平成２４年１１月２４日（土）

学士会館

お茶の水ホテルジュラク

全国高等専門学校連合会
全国高専同窓会連絡会
（機構本部）

一般社団法人全国高等専門学校連合会総会

全国高専同窓会連絡会

http://www.kosen-k.go.jp/

　本部
〒193-0834  東京都八王子市東浅川町701-2
ＴＥＬ 042-662-3120　ＦＡＸ 042-662-3131

　竹橋オフィス
〒101- 0003  千代田区一ツ橋２丁目１番２号　学術総合センター 10階
TEL 03-4212- 6817（代表）　FAX 03-4212- 6810

平成25年3月31日発行


