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巻頭言

ソーシャルデザイン工学科の
スタートとともに
（一社）高知高専テクノフェロー副会長
高知工業高等専門学校長

濵中…俊一

　平成 17 年に設立された高知高専テクノフェ

ローは、11 年目を迎えることが出来ました。こ

れも一重に関係者の皆様方のご支援・ご協力の

お蔭だと感謝しております。紙面をお借りして、

厚くお礼申し上げます。

　さて、高知高専は、長年の懸案であった学科

再編として新学科設置可能の回答を得、平成 28

年 4 月から既存の 4 学科（機械工学科、電気情報

工学科、物質工学科、環境都市デザイン工学科）

を 1 学科に大括り化し、ソーシャルデザイン工

学科として 5 コース制に移行します。「ソーシャ

ルデザイン」とは、既に産業界や大学など各方面

で用いられており、一般的には「社会において既

に発現している課題について、あるいは隠れて

いる課題を見つけ出し、その解決策を描くこと」

を意味しています。高知高専では、これからの

社会を自らデザインできる人材を育成するとい

う意味を込め、従来の学科の枠を超えた学際領

域や融合領域において活躍できる、実践的で研

究能力を備えた技術者を育成していきたいと考

えております。具体的には、1 年次及び 2 年次

で工学基礎知識および工学基礎技術の修得を図

り、3 年次からエネルギー・環境コース、ロボティ

クスコース、情報セキュリティコース、まちづ

くり・防災コース、新素材・生命コースの 5 コー

スに分かれて、幅広い知識・技術を活用できる

複合・融合型人材育成を目指します。

　今回の学科再編は、地域、産業界、あるいは

世界が抱える諸課題の解決に貢献できる人材と

して、「ハイブリッド型人材」を育成することが大

きな目標で、「工学」の知識を活用した「ソーシャ

ルデザイン」力を養うことを目的とした高度化学

科再編であり、「融合・複合」、「社会を生き抜く力

強さ」、「地域貢献」を改革のキーワードとして、

社会や地域のニーズに的確に対応しつつ、一層

魅力ある高専として地域社会に貢献していくた

めに、産業連携や複数技術分野の連携に対応で

きる人材の育成を目的とした地域社会貢献型の

教育カリキュラムを編成しています。

　このような考え方の下で、ソーシャルデザ

イン工学科の養成する人材像（ディプロマポリ

シー）を

①幅広い知識・技術を融合・協働・相乗できる

人材、国際的適応力の高いグローバル人材、

人間として倫理感と社会的責任感をもって行

動できる人材を養成する。

②コース分野における専門領域の知識・技術を

修得し、地域や世界が抱える諸課題に対して

創造力とソーシャルデザイン能力が発揮でき、

問題設定力、判断力、実行力、チーム力など

を備えた課題解決型人材を養成する。

③卒業後は、電力会社などの社会インフラを支
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展　望巻頭言

える企業や新エネルギーの技術開発で先進し

ている企業、ロボット及びメカトロ機器の開

発やロボットを活用した生産技術エンジニ

アリングで先進している企業、情報セキュリ

ティ、情報通信及び情報ネットワーク技術を

専業とする企業、構造物や建物の設計を行う

建設コンサルタントや設計事務所、総合化学

メーカー・食品関連企業等に就職することが

でき、地域の即戦力として活躍でき、将来は

国際社会でも活躍できる人材を養成する。

と定めています。

　このディプロマポリシーを具現化するために、

全コース共通の新たな取り組みとして、

（a） 低学年における「理数系科目」の基礎学力の

向上

（b） 英語教育の体系的配置

（c） 地域ニーズや最新の科学技術の動向を考慮

したコースの設定

（d） 地域と連携したキャリアデザイン教育を実施

（e） ICT を使った実験・実習教育

（f） 全科目アクティブラーニング教育

などを実践することにしています。

　特に、地域と連携したキャリアデザイン教育

の実施にあたっては、1 年次「ソーシャルデザイ

ン入門」、2 年次「ソーシャルデザイン基礎」、4

年次「地域学」「キャリアと生活デザイン」「地域協

働演習（校外実習）」などの科目を新設し、地域企

業の見学や研究及び地域企業や自治体と連携し、

地域をフィールドにした PBL 活動を行うことに

しています。

　高知高専テクノフェローの目的は、「高知高専

の卒業生及び教職員、県内企業等が連携し、高

知県内における産業技術の向上を図るとともに、

高知高専の教育研究活動を支援し、もって地域

社会の発展に寄与することを目的とする。」と書

かれており、人材交流支援の実施、産業振興に

係る技術協力及び技術交流の推進、産業技術の

向上を図るための講習会、講演会等の開催、人

材の育成を図るための講演会、研修会等の開催、

高知高専の教育研究活動の支援、機関誌の発行

などの事業を展開して来ておりますが、ソー

シャルデザイン工学科のスタートとともに地域

企業との更なる連携を強化し、キャリアデザイ

ン教育に寄与して頂きたいと考えています。

　また、産学連携のみでなく広く地域連携を目

指して産学官民の連携を推進する機関としての

産学官民連携センターが昨年タイミングよく設

置され、高知県が設置主体となり、県内の高等

教育機関の知見や学生の活力を活かし、産学官

民が行う産業振興や地域の課題解決に向けた

様々な取組を推進しており、「知の拠点」、「交流の

拠点」、「人材育成の拠点」を目指した活動の中で、

高知高専は準備段階から主要機関の一つとして

参加し、今後、特に産学連携の部分での発展が

期待されています。

　今回の学科再編は、地域社会や日本にとって必

要な分野や課題を設定していますが、数年先には

予想できないような新たな課題が出現する可能性

もあると思います。高知高専テクノフェロー会員

及び関係者の皆様には、高知高専を見守っていた

だき、厳しいご指摘と温かいご支援・ご協力を賜

りますようよろしくお願いいたします。
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学校紹介

■研究分野
　センサ工学、半導体物性工学
■研究テーマ
 ・水耕栽培における環境パラメータの制御方法

と最適条件の検討
 ・半導体ガス（水素、一酸化炭素、酸素、オゾン）

センサの評価試験
■キーワード
　養液栽培、植物工場、ガスセンサ

　高知高専の今と、28 年度から実施する学科改
組についてご紹介します。
　本校はこれまでの４学科（機械工学科、電気情
報工学科、物質工学科、環境都市デザイン工学科）
を、１学科（ソーシャルデザイン工学科）５コース

（エネルギー・環境、ロボティクス、情報セキュ
リティ、まちづくり・防災、新素材・生命）に改
組します。１・２年生では広く専門基礎を、３年

生から各コースで専門を深く学習するため、キャ
リア教育や地域に向き合ったカリキュラムも特徴
としています。学科名にはこれからの社会を自ら
デザインできる人材を育成するという意味も込
め、実践的で研究能力を備えた技術者をさらに育
成していきたいと考えています。

今後の取り組みについて
　今回の学科再編は、「工学」の知識を活用した

「ソーシャルデザイン」力を養うことを目的として
います。「融合・複合」、「社会を生き抜く力強さ」、
および「地域貢献」を改革のキーワードとして、社
会や地域のニーズに的確に対応しつつ、一層魅力
ある高専として地域社会に貢献していくために、
産業連携や複数技術分野の連携に対応できる人材
の育成を目的とした地域社会貢献型の教育カリ
キュラムで取り組んでいきます。

高知高専の学科改組について
高知工業高等専門学校
地域連携センター長
機械工学科　教授

岸本…誠一
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研究シーズ

■研究分野
　光応用計測 、 生体計測 、 ロボット工学
■研究テーマ
 ・時間分解分光計測に関する研究
 ・生体光計測に関する研究
■キーワード
　アバランシェフォトダイオード、蛍光寿命、
　カオス解析、自律神経

研究内容
　手のひらを太陽にかざしてみると、手指が赤
く透けて見えます。これは手を透過してきた赤
色光を見ているからです。
　生体計測の光学窓という 600nm ～ 1300nm の
波長域の光が生体内に入ると、吸収より散乱が
強くなり、散乱を繰り返しながら生体内を伝播
するので、結果的に生体内の深くまで光が入り
ます。この伝播してきた光は、途中の経路で影
響を受けるのでさまざまな内部情報を持ってお
り、体外に出てきた光を解析すれば生体内部の
状態を知ることができます。
　生体光計測とは、このような光と物質の間で
生じる相互作用（吸収、散乱、反射、回折、発光、

拡散、偏光など）を積極的に利用して、生体内部
の可視化やダイナミクスの解明をするものです。
本研究室では、ウェアラブルな生体光計測装置
開発を主たる目的とし、光電脈波の計測からそ
の解析までを一貫して行っています。現在は、
ストレス−リラックス時系列遷移を可視化する
“時間分解ヒストグラムパターン” を提唱し、こ
れを利用した計測システムの開発について取り
組んでいます。これは、ストレス緩和効果のあ
る機能性食品やフレグランスの評価に有用です。
また、医療においても新たな診断法を提案する
ものです。

今後の取り組みについて
　四国地区高専生命倫理委員会（平成 22 年 4 月
設立）の活用について PR しつつ、医工連携を推
進する予定です。

メッセージ
　県内大学とのさらなる学学連携を進めたいと
思っています。ご興味のある方はぜひご連絡く
ださい。

光で体を診る
高知工業高等専門学校
機械工学科　准教授

宮田…剛

生体内光伝播と生体内物質計測 光電脈波の解析 時間分解ヒストグラムパターンによる
ストレスの可視化
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研究シーズ

ファインバブル 水産業での活用事例（酸欠防止）

■研究分野
　微細気泡、乳化、混相流、非線形力学
■研究テーマ
 ・第一次産業の現場におけるファインバブル利

用に関する研究
 ・液−液２相混流を用いた新しい乳化分散技術

に関する研究
■キーワード
　ファインバブル（マイクロバブル・ナノバブル）、
　マイクロエマルション

研究内容
　ファインバブルとは約 100 μ m 以下の大きさ
の気泡を指し、以前からマイクロバブルやナノ
バブルと呼ばれていた微細気泡の総称です。こ
のファインバブルは大きな気泡と違い浮力が小
さく長時間水中に漂って存在し続けます。また、
ファンバブルは自己加圧効果によって収縮する
ため、内包する気体を水中に効率良く溶存させ
ることができます。そのため、空気や純酸素を
使って作ったファインバブルは水中の溶存酸素
を劇的に向上させることができ、水産業の養殖
現場において薬浴作業や輸送、加工前の活魚槽
など、大量の魚が集約されることで生じる酸欠
の防止に活用できます。
　他にもファインバブルを利用することで色々
な効果がみられます。農産業の現場ではファイ

ンバブルの水を与えることで生姜やメロンの成
長が促進され、収量の増加や病気・悪天候に強
くなるなどの効果がありました。また、ファイ
ンバブル水を使うことによって普通の水よりも
洗浄効果が高くなる事例や水質浄化に活用した
事例もあります。更にファインバブルの気体を
窒素や二酸化炭素に替えることによって逆に溶
存酸素を無くすことができ、それが食品の酸化
や腐敗を防ぐ効果として期待できます。

今後の取り組みについて
　実験室においてファインバブル水がどのよう
な特性を持つのか研究するだけでなく、実際に
産業の現場で利用したときにどのような効果を
生むかなど、引き続き検証して行く予定です。
また、新しいファインバブルの応用技術の開発
にも取り組み、様々な分野において、ファイン
バブルの活用方法、効果検証方法、応用装置な
どの開発をおこなう予定です。

メッセージ
　ファインバブルは非常に応用分野が広く、
我々も知らない利用方法がまだまだ存在すると
思われます。利活用や装置開発についての意見
交換、技術相談、共同研究などについても、お
気軽にお声掛け下さい。

特許
西内悠祐：微細気泡発生器, 特願 2014-029578

書籍
「微細気泡の最新技術 Vol.2
 ～進展するマイクロ・ナノバブルの基礎研究と
　  拡がる産業利用～」
エヌ・ティー・エス（共著）

ファインバブルの基礎と
産業的な活用について
高知工業高等専門学校
電気情報工学科　准教授

西内…悠祐
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研究シーズ

■研究分野
　歴史的環境保全、都市計画、建築設計
■研究テーマ
 ・歴史的建造物の保全・活用に関する実践的研究
 ・景観保全制度の運用実態と課題（自主制度・文

化財制度等）
 ・町並み景観における外観特性の把握
■キーワード
　歴史的環境保全、歴史的町並み、景観、
　登録有形文化財、町家再生

研究内容
　北山研究室では、歴史的建造物とその周辺環
境が一体となって構成される景観の維持・保全
に関する調査・研究や実践を行っています。２
つの事例から歴史的景観資源の保全の重要性に
ついて報告します。まず、中国・雲南省の世界
遺産都市「麗江旧市街地」における観光地化の影
響を紹介します。人類共通の財産を登録し、そ
の価値を共有する UNESCO 世界遺産は、登録に
よって知名度が上がることから、地域活性化や
遺産保護に対する費用の確保にもつながります。
一方で、急激な観光客の増加により、経済目的
でやってくる外部人口の増加、暮らしにくさに
より原住民が外部へ流出するといった事態を招
いています。さらには、建築物にも変容が見ら
れることから、世界遺産としての価値の低下が
危惧されています。この事例から、地域住民が
自律的に何を守るべきかを考え、自らが観光を
コントロールすることの重要性がみえてきます。
　次に、現在行っている歴史的建造物の再生活
用を通した人材育成の試みについて紹介します。
2014 年 12 月から、香南市・赤岡町にある初代
村長の邸宅「赤れんが商家」を対象として、建築

士や職人・住民の方々が学生の指導・支援にあ
たりながら再生・活用を目指しています。高専
生の専門性を生かして、地域に貢献できる学び
のあり方を模索しています。
　また今年度から、歴史的資産を発見し活用で
きる人材を育成する「高知県ヘリテージマネー
ジャー養成講座」が開催されています。2016 年 5
月頃には第二期養成講座の募集も予定していま
す。私たちと一緒に活動してみませんか？

今後の取り組みについて
　高知県内の歴史的建造物の保全・活用実態に
関する調査を行い、その現状と課題を明らかに
していきたいと考えています。また、まだ気づ
かれていない地域資源の発見や、地域に愛着を
持った人材育成に取り組みます。

メッセージ
　これからは、地域内に留まらない、多様な主体
によって地域の歴史的資産を守っていくことが重
要となります。みんなで力を合わせて高知県の魅
力を次の世代に引き継いでいきましょう！

歴史的資源を活かした
まちづくりを事例から考える
高知工業高等専門学校
環境都市デザイン工学科　助教

北山…めぐみ
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テクノフェローだより人材登録者一覧

M：機械工学科　E：電気工学科　C：工業化学科　Z：土木工学科　　　計 67名　平成 28年 3月現在

NO 科卒 氏名 掲載号 NO 科卒 氏名 掲載号 NO 科卒 氏名 掲載号

1 M1 入野　　弘 Vol.6 24 E2 松岡　慎二 Vol.6 47 C3 武政　俊二 Vol.7

2 M1 西川　忠洋 Vol.8 25 E3 岩河　和雄 Vol.6 48 C3 東巻原　功 Vol.6

3 M2 石黒　道紀 Vol.6 26 E3 西岡　　進 Vol.6 49 C4 吉岡牧二郎 Vol.6

4 M2 奥田　泰造 Vol.6 27 E3 弘内喜代志 Vol.6 50 C5 西尾　武純 Vol.6

5 M2 田村　隆善 Vol.6 28 E3 和田　啓一 Vol.8 51 C7 中瀬　郁夫 Vol.9

6 M2 中村　隼雄 Vol.7 29 E4 上村　　誠 Vol.6 52 C12 森岡　正志 Vol.7

7 M2 浜田　健一 Vol.7 30 E4 山崎　　修 Vol.6 53 C6 佐々木康成 Vol.10

8 M2 細木　　一 Vol.7 31 E5 戸田　　彰 Vol.7 54 C 教 戸部　廣康 Vol.6

9 M3 篠原　豊範 Vol.7 32 E5 西村　速雄 Vol.7 55 C 教 前田　公夫 Vol.6

10 M5 藤田　健樹 Vol.7 33 E7 宇田　幸正 Vol.8 56 C 教 岡林　南洋 Vol.9

11 M5 横田　静男 Vol.6 34 E7 岡村　憲夫 Vol.9 57 Z1 北村　利男 Vol.6

12 M7 澤村　敏彦 Vol.6 35 E8 西岡　　良 Vol.6 58 Z2 福山　福二 Vol.6

13 M7 橋本　正仁 Vol.6 36 E9 咲川　厚樹 Vol.6 59 Z3 長谷川正市 Vol.9

14 M8 松崎　永志 Vol.6 37 E9 田辺　一夫 Vol.6 60 Z3 溝渕　辰夫 Vol.6

15 M7 濱田　憲一 Vol.10 38 E9 濱口　英男 Vol.6 61 Z4 大井　隆資 Vol.8

16 M28 稲葉　大記 Vol.10 39 E13 大久保雅隆 Vol.7 62 Z6 黒川　武俊 Vol.7

17 M教 林　　節八 Vol.6 40 E16 都築　徹郎 Vol.8 63 Z9 河野　一郎 Vol.7

18 E1 大崎　敏行 Vol.7 41 E16 森山　　博 Vol.9 64 Z9 野口　真一 Vol.6

19 E1 中谷　　博 Vol.6 42 E6 森本　武彦 Vol.10 65 Z 教 多賀谷宏三 Vol.6

20 E1 浜田　佐敏 Vol.6 43 E33 武田　弘己 Vol.10 66 Z 教 寺田　幸博 Vol.8

21 E1 山本恵委市 Vol.8 44 E 教 野村　　弘 Vol.6 67 Z 教 小田　憲史 Vol.9

22 E2 谷岡　　孝 Vol.7 45 E 教 藤原憲一郎 Vol.8

23 E2 細川　和利 Vol.8 46 C1 中村　和夫 Vol.6

人材登録者一覧
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事務局より

平成27年度事業報告

1. 総会・理事会
【1】第1回理事会

日　時：平成 27 年 5 月 20 日（水）

　　　　14：00 ～ 15：30

場　所：高知高専専攻科棟 4F　大会議室

議　題：平成 26 年度決算報告および会計監査報

告、公益目的支出計画実施報告書の件、

定款の変更の件、平成 27 年度事業計画

および予算計画、役員の改選の件、入

退会の件、平成 27 年度通常総会の件

【2】通常総会

日　時：平成 27 年 6 月 5 日（金）

　　　　14：30 ～ 15：30

場　所：サザンシティホテル 3F

　　　　「クリスタルホール」

議　題：平成 26 年度事業報告、平成 26 年度決

算報告・監査報告、定款の変更の件、

平成 27 年度事業計画、平成 27 年度予

算計画、役員の改選の件

■総会終了後に、記念講演会（下記）および懇親

会（サザンシティホテル）を開催した。

【3】第2回理事会（書面による）

日　時：平成 27 年 6 月 5 日（金）

議　題：一般社団法人高知高専テクノフェロー

の代表理事（会長）として山﨑道生氏、

副会長として谷脇　明氏、濵中俊一氏

を選任する件

【4】第3回理事会（予定）

日　時：平成 28 年 3 月 16 日（水）　14 時～

議　題：平成 27 年度事業報告、その他

2. 講演会
日　時：平成 27 年 6 月 5 日（金） 

　　　　15：40 ～ 17：00

場　所：サザンシティホテル 3 階

　　　　「クリスタルホール」

演　題：「石谷家文書にみる長宗我部元親の実像」 

講　師：高知県立歴史民族資料館

　　　　野本　亮　氏

3. 資格試験対策講座
講師の一部にテクノフェローの人材を起用して、

下記の講座を高知高専と共催した。

【1】エネルギー管理士（熱分野）受験講座

日　時：平成 27 年 5 月 30 日（土）、 6 月 6 日（土）、 

13 日（土）　13：00 ～ 16：10

場　所：高知高専　専攻科棟 4 階 第 2 講義室

講　師：永橋優純（機械工学科・教授）

　　　　竹島敬志（機械工学科・教授）

総会　山本…吾一会長挨拶

講演する野本…亮氏
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テクノフェローだより事務局より

　　　　宮田　剛（機械工学科・准教授）

　　　　武内秀樹（機械工学科・准教授）

　　　　柏原俊規（機械工学科・名誉教授）

　　　　松木直哉（機械・電気工学専攻修了、

　　　　　　　　 エネルギー管理士）

受講料：無料

受講者：8 名

4. 共同研究等
（1）テクノフェローの仲介により、荒川電工株式

会社（荒川浩一社長）との間で下記の共同研究

が成立し、実施した。

研究題目：①太陽光発電所における余剰電力の

回収とその有効利用法の検討

　　　　　②影の影響を最小化した太陽光発電プ

ラントの発電量予測と経済性の検討

研究概要：①発電可能電力と売電電力との差で

ある「余剰電力」の実態調査、回収

方法、蓄積方法および有効利用法

等について調査や実験を通して検

討する。

　　　　　②昨年度の共同研究の成果をもとに、

太陽光発電において影等の生じた

場合と、ストリングコンバータの

導入効果を導入した場合の発電量

を求め、費用対効果を予測するプ

ログラムを開発する。 

研究期間：平成 27 年 7 月 7 日から

　　　　　平成 28 年 3 月 31 日

研究担当者：吉田正伸（研究代表者）

　　　　　　（電気情報工学科・准教授）

　　　　　　中田祐樹（電気情報工学科・助教）

　　　　　　森山　博（荒川電工㈱

　　　　　　　　　　  R&D グループ・グループ長）

　　　　　　西尾　誠（荒川電工㈱O&Mグループ）

技術指導： 野村　弘（電気情報工学科・名誉教授）

　　　　　藤原憲一郎（電気情報工学科・名誉教授）

5.OB人材の活用
OB 人材を活用して、本年度も下表のような実

績を納めた。

平成27年度…OB人材活用実績
No. 行　事　名 OB 人数

1 受験講座（エネルギー管理士） 1 名

2 クラブ活動指導員 7 名

3 共同研究指導 2 名

合計 10 名

6. その他
【1】共催・後援事業

①高知高専・高知銀行連携第 10 回シーズ発表会

日　時：平成 27 年 12 月 7 日（月）

　　　　13：30 ～ 17：00

会　場：高知銀行本店 5 階大会議室

参加者：39 名

②県内企業合同説明会

日　時：平成 28 年 3 月 4 日（金）

　　　　10：00 ～ 11：30

場　所：高知高専専攻科棟 4 階会議室

参加企業：19 社

③企業合同説明会

日　時：平成 28 年 3 月 4 日（金） 

　　　　13：30 ～ 16：00

場　所：高知高専第 1・2 体育館

参加企業：124 社

【2】機関誌Vol.11の発行　

平成 28 年 3 月 11 日（発行予定）
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高知高専テクノフェローホームページ
http://techno.kochi-ct.jp/

高知工業高等専門学校ホームページ
https://www.kochi-ct.ac.jp/
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●下記の企業や団体の皆様に、団体会員としてご支援頂いております●
（平成28年 2月現在）

No. 団　体　名 No. 団　体　名
1 荒川電工（株） 21 （株）第一コンサルタンツ
2 （株）泉井鐵工所 22 （株）太陽
3 宇治電化学工業（株） 23 田中石灰工業（株）
4 （株）栄光工業 24 ツカサ重機（株）
5 （株）エフティオー 25 （株）テイクシステムズ
6 （株）エム・システム技研 26 東洋電化工業（株）
7 （株）オルタステクノロジー 27 （株）特殊製鋼所
8 兼松エンジニアリング（株） 28 都市開発コンサルタント（株）
9 （株）技研製作所 29 南海化学（株）土佐工場
10 （株）高知銀行 30 （株）西日本科学技術研究所
11 高知高専校友会 31 ニッポン高度紙工業（株）
12 高知信用金庫 32 パシフィックソフトウエア開発（株）
13 （株）高知電子計算センター 33 （株）響建設
14 （株）高知リサイクルセンター 34 廣瀬製紙（株）
15 （株）坂本技研 35 （株）宝照水産
16 （株）サン土木コンサルタント 36 明星産商（株）
17 （株）四国銀行 37 （株）ミロク製作所
18 四国電力（株）高知支店 38 （株）山崎機械製作所室戸工場
19 白石工業（株）土佐工場 39 （株）山崎技研
20 （株）スカイ電子 40 ヤンマー農機製造（株）高知工場

あいうえお順

テ ク ノ フ ェ ロ ー 団 体 会 員

機関誌 “Techno Fellow” 第 11 号をお届けします。『巻頭言』では、濵中校長に４月からの学科改組

について寄稿いただきました。高度成長期に「実践的中堅技術者の育成」を目指して創立され６千名以

上の卒業生を輩出してきた高知高専は、新たに「これからの社会に現れる、今は見えていない課題も解

決できる実践的技術者」の育成をめざします。濵中校長も書かれていますが、学科改組の柱の一つとして、

これからますます地域との関わりも強めていきます。県内でも高知大学を中心に３大学・高専が仕掛け

るＣＯＣ＋事業や、国が進める地方創生の動きなど、地域が改めて注目されている状況にあります。新

たなステージに進む高知高専を、テクノフェローも応援していきます。

最後となりましたが、ご多忙にもかかわらず記事をお寄せくださった皆様に厚くお礼申し上げます。

（平成 28 年 2 月 23 日　S.K. 記）

編 集 後 記
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顧　問 中井　貞雄
会　長（理事） 山﨑　道生
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