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6. 地域・国際連携型教育 

 茨城高専で従来から進めていた地元企業も含めた地域連携、OB・OG の活用の

更なる活性化を狙いに、夏季集中講義「産業社会学」の講師に OB を起用すると

ともに茨城高専地域協働サポートセンターの協力を得て、土曜日体験型授業を

実施した。また、海外大学との連携・国際的人的ネットワークを形成するために、

外国研究者および国内外国人研究者の招聘を各学科の協力で進めた。 

(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、夏季集中講義「産業社会学」を

9月 1日（月）から 5日（金）に実施した。企業において、海外在住による海外

プラント建設、新人研修および企業経験等のある宮路守氏、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こられた石井恒男氏、地元で会社を起業

し経営者として手腕を発揮されている新井孝司氏の 3 名の講師に新たに担当し

ていただき、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ていただいた。 

学生の感想としては、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、また 将来を考えるよい機会であったと

のことである。経験に裏打ちされた講義であり、116 名の学生が参加して学生の

理解度も高かった。来年度についても、さらに講師を充実して実施する予定であ

る。 

（２）土曜日体験型授業として「虎塚古墳の見学会」を実施 

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 11 月 1 日（土）に実施した。 

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員）の解説による見学会とした。当日は雨の中、18 名の参

加希望学生全員が集まり、虎塚古墳の壁画について工学的な観点から鴨志田元

所長に解説していただきました。学生は当時の技術力の高さに皆、驚きを隠せな

い様子でした。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。第 2 部にもほとんどの学生が参加して、鴨志田元所長の熱心な解説に興味

深く耳を傾けていた。 

学生から感想は次のようであった。虎塚古墳の中の石室は思っていたよりも

構造がしっかりしていて古代の人々の技術力の高さに驚きました。また、埋蔵文

化財調査センターの展示では自分の家の近所から発掘されたものが展示されて
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いて、身近なところから発掘されていたことに驚きました。壁画だけでなく、古

墳内部に用いられていた古代の建造技術についても知ることができた。崩れそ

うに見えるが崩れない当時の技術の素晴らしさとそれを守る人々の努力を感じ

ることができた。なかなか見ることのできない虎塚古墳の石室を見学し、詳細な

解説をしてもらい、多くの驚き・発見があり、とても実りのある見学会でした。 

文化財の解釈はもとより文化財保存という観点でも工学的視点が重要である

ことを勉強できている。来年度についても、さらにプログラムを充実して実施す

る予定である。 

 

（３）海外大学との連携・国際的人的ネットワークの活用 

本年度は海外大学等との連携をはかり、情報交換、人事交流、ネットワーク構

築の推進するために、各学科で外国人研究者（国内外を含む）を招聘し、学生あ

るいは教員への講義を行った。これらの交流を通して国際的人的ネットワーク

の形成を進めた。本年度後期に表 1に示す 10名の方に茨城高専に来ていただき、

講演を行ってもらった。 

  外国研究者：インド、中国、ベトナム、英国(2 名)、ロシア 

  国内外国人研究者：北海道大学(2 名)、筑波大学、京都大学 

 学生の感想として次のようなものであった。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。また、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。 

今後、これらの海外大学等との交流を深めて、インターンシップ、長期研修等の

実現を図る。 

講演の代表例として、（１）中国の車先生（武漢大学）、（２）英国のウェスレイ 

ラム氏（Cyth Limited, Oxford）、（３）京都大学白眉センターのピエール＝イ

ヴ・ドンゼ先生の講演概要を以下に示す。 
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平成２６年度グローバル教育講演会一覧 

 

（１）中国の車先生（武漢大学） 

1. 日  時  平成 26 年 12 月 5 日(金) 10 時 45 分から 11 時 35 分 

2. 会  場  第Ⅲ教室棟 大教室 

3. 対象学生  3E、4E、5E の学生 

4. 講演題目  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～ 

No. 題名 日時 対象者 講師 国

1

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」

平成２６年１２月３日（水）

９：００～１０：３０
専攻科生

 Kamala Kanta Satpathy（サト

パスィー）　氏

Head, Environment & Safety

Division,

Indira Gandhi Centre for

Atomic Research

インド

2

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～

平成２６年１２月５日（金）

１０：４５～１１：４５

電気電子システ

ム工学科３，４，

５年生及び教職

員

車　孝軒　先生

教授

武漢大学先進能源研究所副

所長

中国

3 太陽光発電の基礎的な原理、最新の研究動
平成２６年１２月１６日（火）

１６：１０～１７：３０

電子情報工学科

３，４，５年生及

び教職員

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

バングラデ

シュ

4

Engineering 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）

平成２７年１月７日（水）

１４：１０～１５：００
３年生

Wesley Ramm(ウェスレイ　ラ

ム)　氏

業務執行取締役

Cyth Limited, Oxford, United

Kingdom

英国

5 時計産業におけるスイスと日本の競合（1980
平成２７年１月１４日（水）

１５：１０～１７：００
４年生

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

スイス

6

The 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）

平成２７年２月２０日（金）

１５：３０～１６：４５
全学生希望者

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

米国

7

ベトナムの高等教育の現状

「An overview of the higher educational

system in Vietnam」

平成２７年3月12日(木)

１１：００～１２：００

学生、教職員及

び一般市民

Pho Duc Tai　先生

講師

Department of Mathematics,

VNU University of Science

ベトナム

8
Robotics for challenging environments -

experiences in the nuclear industry

平成２７年２月６日（金）

１６：３０～１７：３０
全学生希望者

Robert Buckingham（ロバー

ト　バッキンガム）氏

ディレクター

UK Atomic Energy Authority

英国

9

New Algorithms of Computational Fluid

Dynamics（数値流体力学の新しい計算アル

ゴリズム）

Lecture 1

平成２７年２月２４日（火）

１０：００～１１：００

Lecture２

平成２７年２月２５日（水）

１０：００～１１：００

Lecture３

平成２７年２月２６日（木）

１０：００～１１：００

教職員

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

ロシア
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5. 講  師  武漢大学 教授 車 孝軒 先生 

6. 講演内容   

  3E、4E、5E 学生を対象として、誰にでも分かる内容で、武漢大学の車先生

に、中国における太陽光発電技術について、ご講演を頂いた。具体的な内容は、

中国・武漢市の概要、中国における PV システムの導入量、太陽電池モジュール、

パワーコンディショナシステム、スマートボックスおよび PV システムについて

の最新技術についてであった。特に、太陽電池モジュールについては、従来のバ

イパスダイオードに変わり、直流最適化装置をセルストリング毎に設置するこ

とで、モジュールの一部が影になっても、出力を 20％ＵＰとする技術や、モジ

ュールストリングの電圧を変換しシステム全体の効率を増加するためのマジッ

クボックスの技術など、大変興味深い講演であった。また、武漢大学先進能源研

究所に設置された蓄電池付き PV システムの概要の説明もあった。最後に、武漢

大学の概要説明があり、2014 年中国大学ランキングでは第 5位、学生数 54,000

人で、このうち留学生は約 1,500 人で、香港、マカオ、台湾からの留学生が 1,000

人との説明があった。 

 質疑応答では、武漢大学の学費はいくらか、また、2 軸 PV システムと固定式

PV システムの出力を比較すると、どちらが有利かなどの質問があり、大変有意

義な講演会であった。 

 

    

（２）英国のウェスレイ ラム氏（Cyth Limited, Oxford） 

1. 日  時  平成 27 年 1 月 7 日(水) 14 時 10 分から 15 時 00 分 

2. 会  場  第Ⅲ教室棟 大教室 

3. 対象学生  3 年生、専攻科の学生 

4. 講演題目  Engineering 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） 

5. 講  師  Cyth Limited, Oxford, United Kingdom 
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Wesley Ramm(ウェスレイ ラム) 氏 

6. 講演内容  

 地球から火星へ探査機を輸送するロケット、および、探索ローバーのロボット

アームの開発に関する、技術的、学術的な面白さについて、高校３年生のレベル

で興味を持ちうる範囲で講演いただいた。 宇宙空間、そして火星がいかに過酷

な環境であるか、そしてそこで耐えうる装置の開発がいかに大変かについて、非

常に良くまとめられた講演であった。 

（参加者の感想） 

 一時間近く英語を聞き続けることはとても大変だったが、思ったより言って

いることが分かって良かった。 

 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。 

 

 

（３）京都大学白眉センターのピエール＝イヴ・ドンゼ先生 

1. 日  時  平成 27 年 1 月 14 日(水) 15 時 10 分から 17 時 00 分 

2. 会  場  第Ⅲ教室棟 大教室 

3. 対象学生  4 年生 

4. 講演題目  「時計産業におけるスイスと日本の競合（1980年以降）」 

5. 講  師  ピエール=イヴ･ドンゼ先生(スイス) 

京都大学白眉センター特定准教授 

6. 講演内容  

京都大学よりドンゼ氏を招聘して上記の講演会を実施した。ドンセ氏は、ネシ

ャテル州立大学（スイス）を卒業後、ローザンヌ大学（スイス）医学部医療史研

究科助手、ネシャテル大学人文学助手を経て、平成 18 年に京都大学経済学研究

科招聘外国人研究者として来日、日本学術振興会外国人特別研究員を経て、平成

24 年度に京都大学白眉センター特定准教授に採用された。ネシャテル州立大学

より人文学博士（歴史学）の学位を与えられている。2014 年に Macmillan より、
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A Business History of the Swatch Group: The Rebirth of Swiss Watchmaking 

and the Globalization of the Luxury Industry と称する著書を公刊した。今

回の講演会ではこの著作の骨子に沿った発表をお願いした。 

1970 年代に、エレクトロニクス技術を活用することで従来の機械式時計より

も格段に正確に時を刻むクウォーツ時計を引っ提げて日本製の腕時計が世界市

場へ進出して来た。当時の日本の「電卓戦争」の影響で半導体価格が急速に低落

したために、クウォーツ時計の低価格化が一気に進み、スイスの時計産業は日本

のクウォーツ時計に息の根を止められたかに思われた。クウォーツ技術の普及

で、時計が正確であることは至極当然とみなされるようになって、「時を刻む正

確さ」がさしたる競争力を意味しなくなり、腕時計は実用品から Luxury アイテ

ムへと変質した。1983 年に創業した Swatch 社は比較的安価なクウォーツ時計の

製造販売で成功し、他の時計メーカーへもクウォーツのムーブメントを供給す

るようになった。スイス時計産業は、主要企業が集合して大規模グループを構成

するようになり、また、グループ内での機械式時計への資源の集中を進め、

Luxury 産業として急速に回復していった。現在、世界の腕時計生産の半分がス

イス製であり、時計産業は化学、機械に次ぐスイス第三の輸出産業である。 

企画者である箱山先生による約20分のスイス経済の概説と講演者の紹介の後、

約 60 分の講演をいただいた。最後に学生と約 30 分の質疑を行った。約 140 名

の学生の出席を得、また、積極的な質問も出された。概ね予定通りに進行し、盛

会であった。 

学生の感想としては、とても興

味深い講演であったとのことで、

特に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とのことであ

る。 

  


