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2.3　連携によるグローバル化
　「連携によるグローバル化」事業は「教育のグローバル化」事業を支える人材、コンテンツ、枠組みを
内外の教育機関の協力を用いて強化するための事業である。この中には地域人材、海外の人材の活用す
る取り組み、海外大学との連携による学生の受け入れ、派遣の取り組み、国内大学との連携による留学
生の活用、コンテンツの共同開発などが含まれる。

2.3.1　地域・国際連携型教育
　グローバル高専実現のために、他組織との連携を図り、情報交換、人材交流、ネットワーク構築を
進める。国際連携以外にも、地元企業も含めた地域連携や海外在住を経験したOB・OGからの情報収
集、海外大学との連携とそこから発展される国際人的ネットワークの活用等などへ広げていくことを
目指し、以下の事業を実施した。

（１）地元企業も含めた地域連携、OB・OGの活用

①　夏季集中講義「産業社会学」の講師にOBを起用
　社会経験の豊富な複数の茨城高専OBにより、２０１４年度から夏季集中講義「産業社会学」を実施し
ている。講師は、企業において海外に在住し海外プラント建設を経験した者、技術職、管理職とし
て企業活動のほかに社員教育を行ってきた者、地元で会社を起業し経営者として手腕を発揮してい
る者ら３人が担当し、インターンシップ、就職活動、社会人生活において、実際に役立つ基礎知識
や態度を教育した。
　学生からは、「高専を卒業した後にどんな職業についてどんな活動をするかを具体的に知ること
ができた」、「将来を考えるよい機会であった」などの感想が寄せられた。経験に裏打ちされた講義
であり、１１６人の学生が参加して学生の理解度も高かった。

②　機械系授業の中で講演会を実施
　２０１５年１０月から２０１６年２月にかけて、機械システム工学科の授業において、６人の客員教授に講
演をお願いした。表２－５に示すように各講演では、工場での実際の仕事、学んでおけばよかった
こと、経営者としての話など、多岐に亘るものであった。学生は、人工衛星、防衛関係、ロボット
スーツなど高い精度が要求される加工の実際の現場に、驚きと関心を持って集中して聴いていた。
精密加工ではチャッキングも重要、ただ作るだけでなく測定も必要など、意外な所にも気づかされ
ていたようである。また、感想も長文で書いていた学生が多く、「町工場の印象が変わった」、「今し
ている勉強の重要さがわかった」など、とても実りのある講演会であった。

 
表２−５　２０１５年度　機械系客員教授授業参画状況

今後の計画なども
含めたコメント

実施日
と時間

講義タイトル
（テーマ）など

H２７年度試行科目
（担当教員）

氏名№

ワイヤーロープ大手メーカーの工場長まで
務めた石井氏の話には、学生も得るところ
が多かったものと思われる。今後も継続す
べきである。

２０１５／１０／１６
３，４時限目

『ワイヤーロープの原料から
加工工程、一般的な用途と特
殊な用途』について、『高専で
は学べなかったこと』と、
『もっと深く学んでおけば良
かったと後悔したこと』等

５M
機械力学
（鯉渕弘資）

石井　恒男

１

世界中から注目され始めている新技術に関
する講演会。「エンジニアとして活躍する」
とはどういうことかが、学生もに分かった
と思う。学生全員に聞かせたい素晴らしい
講演であった。

２０１５／１２／１１
３，４時限目

会社を経営している今橋氏の
同業者である関プレス（株）
関社長の講演。内容は、最近
開発して売り出し中の「割裂
き」という塑性加工技術の紹
介。開発までの経緯、現在と
今後の展開など。

５M
機械力学
（鯉渕弘資）

今橋　正守

２
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③　学外の交流協会や友好協会との連携
　２０１４年度には、ひたちなか市国際交流協会、ひたちなかIT
協議会、茨城高専地域協働サポートセンターなどの留学生向
けイベントへ留学生が参加した。
　また、同年１月１４日に、茨城高専地域協働サポートセン
ターと共同で「留学生と客員教授の懇談会を開催し、留学生
８人とチューター２人、茨城高専地域協働サポートセンター
の客員教授３人が参加した。留学生が母国のために将来行い
たいことを語り、客員教授が企業経営者の視点から自身の体
験も踏まえてアドバイスを与えた。今後も継続して開催する
予定である。

④　地域連携による土曜日体験型授業（学年が異なる学生によるグループワーク）
　２０１４年１１月１日（土）に、茨城高専地域協働サポートセンターの協力を得て、土曜日体験型授業と
して「虎塚古墳の見学会」を実施した。
　本校OBでひたちなか市埋蔵文化財調査センター元所長の鴨志田篤二氏（現茨城県埋蔵文化財指導

日立の電力システム事業のモノづくり技術
の紹介がなされた。特に、モノづくりの考
え方や流れやCAD/CAM/CAEの最前技術
等は大変興味深いものであった。一方、時
間の関係でじっくり説明が出来なかったの
が残念である。時間を延長するか、ポイン
トを絞った講義が良いように感じる。

２０１６／１／２１
３時限目

電力システム事業を支える日
立のモノづくり技術
－CAD/CAM/CAE技術の最
前線－

５M
CAD・CAM・
CAEII
（冨永学）

平井　純一

３

この分野は重要でもあるに関わらず、本科
の教育に不足している内容である。全学科
に展開していければよいと考える。

２０１６／２／５
２～４時限目

リスクマネージメント入門４M
機械システム工学
実験
（冨永学）

宮地　　守

４

実物とスライドなど充実した準備をしてい
ただき、説得力ある講演で、学生は興味を
もって聴いていた。プリンタヘッドやイン
クジェットで印刷、作成した製品を持参し
て見せてくれたが、教室では会場が手狭で
十分に手に取ってみることができなかった。
また、授業時間内の５０分だけでは時間が不
足であった。

２０１５／１０／９
５時限目

インクジェットプリンター技
術と材料力学

３M
材料力学Ⅰ
（押久保武）

久貝　健一

５

人工衛星、防衛関係、ロボットスーツなど、
高い精度が要求される加工の実際の現場に、
驚きと関心を持って学生は集中して聴いて
いた。精密加工ではチャッキングも重要、
ただ作るだけでなく測定も必要など、意外
な所にも気づかされていたようである。「寸
法は当たり前、難しいのは幾何公差」など、
キャッチコピーのような言葉も学生の印象
に残り良かった。また、実物も長テーブル
一杯に用意していただき、それを手に取る
時間も十分取っていただき、講演後も実物
を手に取りながら質問をする学生が多かっ
た。感想も長文で書いていた学生が多く、
町工場の印象が変わった、今している勉強
の重要さがわかったなど、２年生は実習で
の加工が始まったばかりで加工への関心が
高まる中、本講演は大変素晴らしい刺激と
なった。２Mでは来年度も継続していただ
きたいし、来年度４・５年生にも同様の講演
をお願いしたい。

２０１５／１０／２９
１時限目

切削加工の仕事　♦旋盤加工
から３次元加工まで♦

２M
機械システム基礎
（澁澤健二）

鴨志田隆司

６

留学生と客員教授の懇談会にて
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員）の解説による見学会とした。当日は、虎塚古墳の壁画について工学的な観点から鴨志田元所長
が解説。また、第２部として、埋蔵文化財調査センターの展示を見学した。
　学生たちは、文化財保存という観点でも工学的視点が重要であることを学ぶことができていた。

（２）海外大学との連携・国際的人的ネットワークの活用
　２０１４年度、２０１５年度には、海外大学等との連携をはかり、情報交
換、人材交流、ネットワーク構築を推進するために、各学科で外国
人研究者（国内外を含む）を招聘し、表２－６の通り、学生あるい
は教員への講義を行った。

表２−６　グローバル教育講演会の実施一覧

国講師対象者開催日題名№

インドKamala Kanta Satpathy（サト
パスィー）氏
Head, Environment & Safety 
Division, Indira Gandhi 
Centre for Atomic Research

専攻科生２０１４／１２／３カルパッカムでの地上生物多様性に関す
る活動　－原子力サイトとして
「Land Bio-diversity activities at 
Kalpakkam - A nuclear site」

１

中国車　孝軒　先生
教授
武漢大学先進能源研究所副所長

電気電子システム
工学科３，４，５
年生および教職員

２０１４／１２／５中国における太陽光発電技術の最新動向
　～グローバル化に対応するために必要
なこと～

２

バングラ
デシュ

Islam Muhammad Monirul（イ
スラム　ムハマド　モニルル）　
先生
助教
筑波大学大学院数理物質科学研
究科　北アフリカ研究センター

電子情報工学科
３，４，５年生お
よび教職員

２０１４／１２／１６太陽光発電の基礎的な原理、最新の研究
動向について

３

英国Wesley Ramm（ウェスレイ　ラ
ム）氏
業務執行取締役
Cyth Limited, Oxford, United 
Kingdom

３年生２０１５／１／７Engineering Challenges for 
Interplanetary Hardware : Mars 
Exploration Rovers (MER)
（火星探索ローバーなどの惑星間探索装
置における技術的な挑戦）

４

スイスPierre-Yves Donze（ピエール＝
イヴ・ドンゼ）先生
特定准教授
京都大学白眉センター

４年生２０１５／１／１４時計産業におけるスイスと日本の競合
（１９８０年以降）

５

英国Robert Buckingham（ロバート
　バッキンガム）氏
ディレクター
UK Atomic Energy Authority

全学生希望者２０１５／２／６Robotics for challenging 
environments - experiences in the 
nuclear industry

６

米国Andrew Komasinski（ア ン ド
リュー・コマシンスキ）氏
グローバル　プログラム　アド
バイザー
北海道教育大学旭川校　

全学生希望者２０１５／２／２０The Secret to Improving your 
Language Skills: Moving from 
Learning Foreign Languages to 
Doing things you like in Foreign 
Languages
（英語上達の秘密：学ぶことからの脱却）

７

ロシアAndrey Shobukhov（アンドレ
イ・ショブコフ）先生
教授
モスクワ国立大学計算数学・サイ
バネティクス学部

教職員Lecture 1
2015/2/24
Lecture 2
2015/2/25
Lecture 3
２０１５／２／２６

New Algorithms of Computational 
Fluid Dynamics（数値流体力学の新しい
計算アルゴリズム）

８

講演会の様子
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　学生の感想としては、「単語が難しかったがスライドと比較して理解することができた」、「急に自己紹
介を英語でさせられて、よい経験になった」、「火星探査ローバーの話では、宇宙開発は、天体が常に動
いているし、何年も先のことを考えて計画を立てなければいけないという難しさが伝わってきた」、「時
計の話では、日本は時計に正確さを追求し、スイスではファッションとしての役割を与えるなど文化の
違いを改めて認識させられた」などの感想があった。
　また２０１５年度にニュージーランド・ワイアリキ工科大学より招聘したGraeme　Holdaway先生、
Noeline　Lewis先生からは、本校の学生の英語力、英語の授業、英語に触れやすい環境等について以下
のような指摘を頂いた。学生に関しては多くが相手と打ち解け、ペアワーク等のアウトプットも行える
力をもっている。その一方で、一部の学生は流暢さや正確さにこだわりすぎるあまり、それが授業の進
度を遅らせていると指摘した。そのため、学生のパートナーを変えてペアワーク等を行うことがよいと
のアドバイスを頂いた。校内の英語化についてもアイディアを頂き、一部については今後の検討課題と
した。

ベトナムPho Duc Tai先生
講師
Department of Mathematics, 
VNU University of Science

学生、教職員およ
び一般市民

２０１５／３／１２ベトナムの高等教育の現状
「An overview of the higher 
educational system in Vietnam」

９

米国川路　正裕　教授
ニューヨークシティー大学

６／１：５M学生
６／２：専攻科１
AM、１AEの学生
対象および教員
６／３：教員
６／４：３M学生

２０１５／６／１～
６／４

講演１：「気液二相流の計測法」
講演２：「米国における最新のエネル
ギー研究」と「自動車への蓄熱技術の
応用」

講演３：「北米の大学・大学院における工
学教育・研究・学科の運営について」

講演４：「気液二相流の計測について」
「気液二相流の計測法」

１０

イタリアジャンカルロ・ジャグ教授
科学・高等工学部
インスブリア大学
科学・高等工学部

講演１：４M、機
械工学科教員希望
者
講演２：５年（動
力学クラス）、専
攻科１年AMコー
ス、専 攻 科AM
コース教員希望者

２０１５／９／１５～
９／１６　

講演１：Low temperature physics of 
glasses and the role of harmonic 
and an-harmonic oscillations
講演２：Theories of the glass 
transition and the role of the 
classical mechanics

１１

メキシコERASTO ARMANDO 
ZARAGOZA CONTRERAS
（アルマンド）　先生
シニアりサーチャー
長岡技術科学大学

C科学生および教
員

２０１５／１１／１９　１．講演会：Amphiphilic anilinium 
salts for the synthesis of 
Polyanilines（ポリアニリンの合成に
おける両親媒性アニリニウム塩）

２．英語による３分間スピーチへの参加
３．セミナー

１２

インドDr. Kamala Kanta Satpathy
（カマラ　カンタ　サトパシー）
博士
Indira Gandhi Centre for 
Atomic Research（インディラ
　ガンジー原子研究センター）

講演１：専攻科生
講演２：３年生全
員

２０１５／１１／１９～
１１／２０

講演１：Bio-fouling and its control 
in power plant cooling system
講演２：Environmental studies and 
its importance at nuclear power 
plant site- a case study

１３

ニ ュ ー
ジーラン
ド

Noeline Lewis先 生・Graeme 
Holdaway先生
ワイアリキ工科大学英語セン
ター　

講義（計５回）：本
科２年生（計５ク
ラス）

２０１６／２／８～
２／１３

１ニュージーランドの文化と言語
 （２年生対象）
２ニュージーランド語学研修の事前研修
（研修参加者対象）

１４

英国井上　勝晶　氏
Diamond light source Inc.

講演１：専攻科１
年生
講演２：学生、教
職員、一般市民

２０１６／２／１２　講演１：Structural Study of Protein 
Molecules with Small Angle X-ray 
Scattering（X線小角散乱によるタン
パク質の構造解析）」

講演２：「Working and Living in 
Abroad（日本を離れて働くこと、暮
らすこと）」

１５




