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はじめに 

2014 年度は、わが国が教育のグローバル化へ向けて大きく舵を取った年となった。年

度当初には、スーパーグローバル高等学校（SGH）の指定、秋にはスーパーグローバル

大学（SGU）の選定が行われた。国立高等専門学校機構においても 2014 年 6 月にグロ

ーバル高専モデル校として明石工業高等専門学校、茨城工業高等背専門学校の 2 高専

を指定した。来年度さらなる SGH の拡大計画が予算計上されている。 

本校は、モデル校の指定に先立ち 2014 年 5 月に国立高等専門学校機構本部に対して 3

ヵ年にわたるグローバル高専モデル事業計画書を策定・提出した。2014 年度は 3 年計

画の初年度の準備の年であり、配分された予算内で実施可能な事業を展開してきた。 

本報告書では、国際広報、英語を交えた授業等、異文化・地球課題理解、情報発信力

強化、アクティブ。ラーニング、キャンパス環境の整備、地域・国際連携型教育、海

外留学・インターンシップ派遣、および他高専等との連携の 9項目について、準備の

進捗状況も含め実施内容を要約して記載している。事業内容には本校がすでに実施し

てきた項目を拡充するものおよび新規に立ち上げた事業項目が含まれている。 

本年度は初年度であるため、予算配分時から事業実施時までの時間的制約や、連携先

等とのさまざまな調整事項のため、また実行可能性の観点から再検討を行った結果か

ら、当初計画を一部修正して実施して行った事業もあるが、総じてほぼ当初計画に沿

った事業が行われ、2015 年に計画されている一部試行段階への準備が整ったと総括さ

れよう。 

本報告書に記載されてはいないが、本事業によって進められている教育環境整備の進

捗が学生の意識変革に影響を及ぼしつつあること、またグローバル高専モデル校へ向

けたさまざまな研修を通じて、教職員の意識変革が進んでいることも、本年度の成果

として挙げられる。 

本事業計画ではグローバル高専モデルの本格実施には、本科の学科改組を想定してい

るため、本校では、グローバル高専モデル事業推進とともに改組の議論が並列して進

行している。 

グローバル高専モデル事業の成果は、今後学生たちがどのように成長し、グローバル

人材としてどのように活躍するかによって評価されるが、3年計画の 2年目となる

2015 年に向けて教職員の本年度以上の努力が要求されている。 

 

茨城工業高等専門学校長 日下部 治 
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1. 国際広報 

 グローバル高専モデル事業では、グローバル高専を社会に広く認知してもら

うと共に、留学生の獲得を向けて広報活動を充実させる。今年度は、学校要覧

の多言語化等による(1)広報コンテンツの拡充と、これらを活用して(2)広報活

動を行った。 

 

(1)広報コンテンツ拡充  

 当事業では学校要覧の多言語化を推進し、現在、日英対応版、韓国語版、中

国語版、モンゴル語版、ベトナム語版、スペイン語版、ポルトガル語版、フラ

ンス語版を作成した。また、当事業のコンセプトや平成 26 年度の取組内容等を

掲載したリーフレットを作成した。 

  

学校要覧               リーフレット 

 本校 Web サイトに当事業の専用サイトを設け、当事業の計画等を公開した。

また、Facebook を立ち上げて取組状況等を逐次公開した。平成 26 年度９月に行

った本校 We サイトのリニューアルに際しては、これまでの英語版サイトに加え

て、韓国語サイト、中国語サイト、モンゴル語サイトもオープンした。 

Facebook 

動画コンテンツは、テキストや画像主流の広報からワンランク上の理解に導
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く効果的なツールである。平成 26 年度は、手始めに 1 分ものの PR ビデオ（日

本語版）を作成し、本校 HP 上で公開した。また、5分ものの PR ビデオ（英語版）

の製作に着手し、現在、シナリオと素材の製作を行っている。 

PR ビデオ 

 

(2)広報活動 

 国内の広報活動では、茨城新聞で当事業が報道され、その結果、当事業に関

する問い合わせがある等の反響があった。 

（平成 26 年８月 29 日 茨城新聞掲載） 

 中学校向けの広報活動では、従来までに実施してきた県内入試説明会や中学

校訪問において、当事業を説明した。また、東日本エリアの他県の 121 の中学

校に対しても、当事業の説明資料や本校 PR 誌等を送付した。本校は、帰国子女

特別選抜を実施しており、海外経験のある学生をより積極的に受け入れること

はグローバル化の推進につながる。このため、アジア圏を中心に 23 の日本人学

校に同様の資料を送付した。同様に、留学生数の拡大も広報の狙いの一つであ

る。平成 26年度は国内の 65の日本語学校に学校要覧の多言語版等を送付した。 

 海外の広報活動では、平成 26 年８月にインドで開催された JSPS アルミナイ

会議において、本校のブースを設けて高専制度や茨城高専のグローバル化の取

組等を説明し好評を得た。また、９月、シンガポールに開催された ISATE2014

において、本校の日下部校長は基調講演のなかで当事業を紹介した。 

 次年度以降は、海外広報をより一層強化する予定である。 
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別選抜を実施しており、海外経験のある学生をより積極的に受け入れることは
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 海外の広報活動では、平成 26 年８月にインドで開催された JSPS アルミナイ
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2. 英語を交えた授業に関する取組み 

 本校は以前よりネイティブ講師による英語による専門科目を開講するだけで

なく、専攻科の一部科目において英語を交えた授業を展開してきた。グローバル

高専モデル事業においては、こうした英語を交えた授業の一層の拡大を図るこ

ととしており、今年度は主に(1)英語を交えた授業のための教員研修の実施、(2)

英語版シラバスの作成に向けた準備、(3)英文図書の充実という 3つの取組みを

推進した。 

 

(1)英語を交えた授業のための教員研修の実施 

 英語を交えた授業の質的向上と量的拡大の第 1 ステップとして、外部の専門

講師による研修を企画・実施した。 

 英語を交えた授業の拡大に際して考慮すべきことの 1 つは、授業スタイルの

問題である。典型的な授業スタイルであるというべき「板書中心・受け身型授業」

をそのまま「英語化」するのは教員・学生双方にとって負荷が大きいだけでなく、

教育効果の点でも有益ではない。「板書中心・受け身型授業」を「主体的参加・

発信型授業」にした上で、それを英語を交えたかたちで展開するというプロセス

が重要となる。 

 こうしたコンセプトの下、平成 25 年度から実施されている八戸高専主催「英

語授業講義力強化プログラム」をベースに、①「主体的参加・発信型授業」の構

築と②その英語化のための訓練という 2 つの柱からなる研修を企画・実施する

こととした。 

 

 第 1 回 第 2回 第 3回 

 
授業力強化研修 

(CBT 講習) 
授業力強化研修 

(PBT 講習) 
教育英語の習得と 

実践練習 

日時 

2014/ 
11/19(水)

9:00 
～ 

15:00 
2015/ 

1/29(木) 
1/30(金) 

9:00 
～ 

17:00 

2015/ 
3/5(木) 
3/6(金) 

9:00 
～ 

17:00 2014/ 
11/20(木)

9:00 
～ 

17:00 

場所 
19(水)専棟 A講義室 
20(木)大会議室 

専攻科棟 
A-1 ゼミ室 
A-2 ゼミ室 

専攻科棟 
A 講義室 

人数 14 名 

 研修の概要は上記表の通りである。研修は大きく 3 回にわたって行われた。

英語を交えた授業研修の概要
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第 1、2 回目の研修では上述の「参加・発信型」授業スタイルへの転換を図るた

めの知識及びスキルの修得を図った。第 3 回目の研修では英語を交えた授業に

不可欠なクラスルーム・イングリッシュの練習や、英語による授業の実践を行っ

た。 

 第 1、2 回目の研修の目的である「参

加・発信型」授業スタイルへの転換は、

国際的インストラクター資格である

CTT+ Classroom Trainer の取得に向

けた学習・演習を通じて達成されるも

のである。今回の研修により、既に取

得済みの教員と合わせて 15 名程度が

同資格保持者となる予定であるが、こ

れは他の多くの高専あるいは教育機

関にはみられないレベルの数字であ

ると考えられる。 

 なお、以上の研修内容のエッセンス版として、本校の全教員向けの講習会を開

催し、情報の共有化や意識改革を図っている。 

 

(2)英語版シラバスの作成に向けた準備 

 英語を交えた授業の拡大に向けた

意識改革や留学生の獲得、単位互換等

に向けた取組みの一環として、平成

27 年度版シラバスより、従来の日本

語版だけでなく英語版も同時に作成

することを決定した。 

 既存のシラバスの単なる英訳では

なく、授業内容に関連する MOOCs 動画

の紹介等、日本語版シラバスにはない

情報も盛り込む予定である。 

 英語を交えた授業を実施している科目だけでなく、全ての開講科目を対象と

することから、プルダウンメニューを埋め込んだテンプレートを準備し、作成負

担の軽減を図っている。 

英語を交えた授業研修の様子 

英語版シラバス テンプレート 
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(3)英文図書の充実 

 英語を交えた授業の実践や学生の語学力強化に不可欠な英文図書等を大規模

に追加整備した。 

 第 1 は、開講科目に関連する図書の充実である。専攻科の全科目と本科専門

科目の全必修科目について、当該科目に適した標準的な英文教科書・参考書を担

当教員自らが選定し図書館に配備するとともに、平成 27 年度シラバスに記載を

することで学生への周知を図ることとした。 

 第 2は、学生の異文化理解や地球課題理解の促進に資する図書の配備である。

世界的に有名な観光ガイドブックである Lonely Planet シリーズをほぼ全巻揃

えただけでなく、OECD による社会経済問題や科学技術政策等に関する主要な報

告書等についても重点的に購入し、さらに国連コーナーも設置した。 

 第 3 は、学生の留学や語学力向上に資する図書の配備である。最近の英語の

外部試験導入に関する議論の動向等を踏まえつつ TOEFL 及び IELTS 対策本の大

幅な拡充を行うとともに、第二外国語の修得のための語学本も揃えた。あわせて、

イギリスの IGCSE、GCE O-level、A level 対策向けのテキストも購入した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以上 3 つの取組みに加えて、英語による授業の実践に不可欠な学生の

英語力向上支援策について検討を行い、来年度よりリスニング力やスピーキン

グ力の強化に資する e-learning システムの活用を図ることとした。 

茨城高専図書館 英文図書コーナー
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3. 異文化・地球課題理解／情報発信力強化 

 本件については、平成 29 年度の教育体制確立に向けた検討、準備として、次

の 3つの取組みを推進した。 

 

(1) 筑波大学大学院システム情報工学研究科との連携 

 連携によるグローバル化の一環として、本校は平成 27 年 3 月 16 日に筑波大

学大学院システム情報工学研究科と教育研究等の分野で包括的連携協定を締結

した。この協定と併せて、平成 27 年度から茨城高専の授業で筑波大学大学院の

留学生が英語により茨城高専学生に教育指導を行うため「大学院留学生による

高専チューター制度の実施に関する覚書」を締結した。 

今後は、茨城高専学生の筑波大大学院へのインターンシップ派遣や共同研究

等を推進して行く予定である。 

（平成 27 年 3 月 17 日 茨城新聞掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調印式の様子 
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(2) 広島大学大学院国際協力研究科との協力関係の構築 

 平成 26 年 8 月、グローバル教育

で先駆的実績を誇る広島大学大学

院国際協力研究科の藤原章正研究

科長を招へいし、同研究科における

グローバル教育の実践について講

演をいただいた。 

 その後、同年 12 月には本校教員 3

名で同研究科を訪問し、教育資源の

の共有化等について意見交換を行

うとともに、引き続き情報交換をは

じめとした協力関係を維持してい

くことを確認した。 

 

(3) 学内での検討 

 平成 27 年 2 月、常磐大学人間科学部の小関一也准教授を招へいし、本校教職

員の FD 研修としてグローバル教育の概要や課題について講演をいただいた（※

別予算）。 

 この研修内容も踏まえつつ、平成 29 年度に予定する改組に向けた議論の一環

として、グローバル教育の具体的展開について学内での検討を進めた。 

 今後は異文化理解や地球課題理解、あるいは発信力強化に関して、科目の新

設と既存科目内での取り扱いの両面から検討の具体化を進めていく。 

  

藤原研究科長による講演の様子 
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4. アクティブラーニング 

 英語を交えた講義を効率的に行うため、学生が自主的に学習を出来る環境並

びに、従来型の講義だけではなく、能動的学習を行う必要がある。そのために、

先進事例の調査を行い、一部の授業で英語ICT資源を用いた講義形態を試行し、

さらに次年度以降に実施するための環境の整備を行った。 

(1)アクティブラーニングの実際についての調査 

アクティブラーニングの実践校の一つとしてシンガポールのポリテクの状況を

視察した。シンガポールにおいては、対面的な授業以外に学生がグループで討議

を行ったり、問題解決型の講義を取り入れている。一部のポリテクでは講義時間

の大半をアクティブラーニング的な授業で構成されており、学生の動機付けの

点では目を見張るものがあった。必要な施設としてはレイアウトが自由に変え

られる机、十分な広さの教室、討議用のホワイトボード、計算機用のネットワー

ク、電源等のインフラがある。また、その一方で能動的であるための授業の方法

論の開発も積極的に行っていた。 

国内では函館高専において仙台高専が主管するアクティブラーニング研修会に

参加し、授業の方法論を学ぶと共に函館高専における現状の視察を行い、設備等

の可用性について調査をおこなった。 

 

(2)アクティブラーニング・ICT 教育資源利用の試行 

アクティブラーニングを次年度以

降実施し、広げていくためにいくつ

かの試行的な授業を行った。 

学生が自主的に学ぶために、一部の

講義・実験において講義・実験方法・

演習の解等を録画し共有した。その

結果、講義や演習の解説等のビデオ

については、家での復習の用途に利

用されていることが解析の結果わ

かった。また、実験動画についても、実験の途中などで学生が確認し活用してい

ることが確認できた。授業動画の尺については数分程度にまとめることが効果

的であることも確認できた。 

 

共有された講義動画例 
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また、低学年向けの授業コンテン

ツとして、海外の中等教育機関で

広 く 利 用 さ れ て い る Khan 

academy を利用した専門講義も行

った。具体的にはプログラミング

を自習で学ぶコンテンツを使い、

基礎的なプログラミングが自主

的に行えるよう、演習室で質疑応

答をしながら行った。自習型コン

テンツを利用することで、進度が大きく異なることが多いプログラミングとい

う課題について、多くの学生が積極的に参加することができた。また、英語で作

られたコンテンツにもかかわらず、問題なく作業を進めることが出来たことも

確認された。 

 

(3)アクティブラーニング環境整備 

アクティブラーニングを次年度以降、全学的に広げるために、さまざまな環境の

整備を行った。まず、教室の確保として現状使用頻度の低い実験室をラーニング

コモンズ的に利用できるように改修を行った。実験室としての機能も残し、実習

工場と隣接地に整備することにより、実験、実習、講義を有機的に組み合わせる

教室として利用が出来る。 

多くのアクティブラーニング先進事例で実施されているグループワークが行え

る設備については既設のホワイトボードとテーブルをパソコンの画面として使

えるインタラクティブ機能付プロジェクタに加えて、共同で一つの作業を行え

るように大型ディスプレイの端末を同時想定グループ数だけ整備を行い、グル

ープ毎に実験等の説明や ICT 教育資源等が即時に作業する場所を選ばずに利用

できるようにした。 

動画の作成環境についても、最大３学年の講義を同時に撮影できる機材を準備

し、次年度以降全ての講義を録画し、学生と共有することで、予習、復習の用途

に利用したり、将来学ぶ科目について先取りで学ぶことができるようにする。次

年度は 1～３年生の全ての講義を撮影する予定である。 

一方で通常の講義においてもアクティブ性を取り入れるためにクリッカーを購

入し、導入に向けた準備を進めている。 

  

Khan academy を用いたプログラミング演習



12 

5. キャンパス環境の整備 

(1)外国籍スタッフの獲得 

 短中期滞在者受入れのための制度の検討を開始した。今後、具体的な制度設計

を行い、7章で報告する海外大学等との連携の一環として研究者の短中期滞在を

図る。 

 

(2)外国籍学生の獲得 

海外の高等教育機関との協定に基づくインターン学生/留学生の受入れについ

て検討した。本稿「8.」で報告する INSA Rouen とのインターン交換、IAESTE 等

の交流プログラム利用、日越大学からの学生受入れが考えられる。また、

Guanajuato 大高専から留学生受入れを含む協定に関する議論を開始した。 

グローバルコース設立時に、1年次から外国人本科生の受入れに向けて検討を開

始した。在日外国人子女の獲得のために、茨城県国際交流協会に赴き、現状での

在日外国人高校受験者への説明について調査した。外国人学生対象の入試方式

の導入、日本語教育等の外国人留学生向け科目の増強、チュータ/コース担当教

員/専門学科担当教員の支援等について議論中である。制度設計を行い国内外の

外国人に広報する予定である。 

茨城県国際交流協会主催の「外国人親子高校進学ガイダンス」2地域（土浦:11/9）、

水戸:11/15）で茨城高専の説明を行った。 

２０１７年度外国人１年生入学生を獲得するために、在日外国人を主対象とし

た「外国人特別選抜試験」実施を検討中である。定員の内数として募集をして、

現在実施している「帰国子女特別選抜」と同様に、社会を除く４科目の学力入試

と面接を予定している。その際の在日経過年数等の受験資格について現在検討

中である。 

 

(3)学寮の活用 

日本人学生と外国人学生が混住している利点を活かし、学寮をグローバル教育

を推進する場として利用する。寮の一部を個人空間と共有空間が共存するシェ

アハウス型に改修する（来年度予定）ために設計を行った。 
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(4)学外の外国人との日常的な交流 

筑波大学大学院システム情報工学研究科と包括的連携に関する協定書、および、

大学院留学生による高専チューター制度の実施に関する覚書を締結した。現在、

学内で、チューター制度を活用した科目の設計について検討を進めている。 

 

(5)学外の交流協会や友好協会との連携 

ひたちなか市国際交流協会、ひたちなか市 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の留学生が参加した。 

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名と

チューター２名、茨城高専地域協働サ

ポートセンターの客員教授３名が参加

した。留学生が母国のための企業など

の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。茨城高

専地域協働サポートセンターの留学生

に対する支援の一環として、今後も継

続して開催する予定である。 

 

  

「留学生と客員教授の懇談会」 
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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。 
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7. 海外留学・インターン派遣 

本校のグローバル化にあたり、学生がグローバルな環境で学習をする、また学

んだ事を実践する機会を確保する事は必要不可欠である。そのため、短期・長

期の留学や海外インターンの情報を収集し、学生をサポートする体制を構築す

る準備を行った。 

 

（１）留学について 

 (i) Waiariki 工科大学との Memorandum の更新 

 本校では平成１８年度より Waiariki 工科大学へ語学研修・異文化体験の目

的で学生を派遣しているが、今後このプログラムの内容をより充実させ、期間

も長期化するために、今年度 Memorandum の更新を行った。 

 来年度は、具体的なプログラムの内容の検討・先方との交渉を行う予定であ

る。内容としては、(i) マオリ族の文化についての講義, (ii) 地熱発電所の

見学、等の異文化理解や地球環境に関連するものが想定される。課題として

は、期間や内容を充実させた場合の学生負担の増加にどう対処するかが挙げら

れる。 

 (ii) 留学コーナーの設置の準備 

 学生が短期・長期の留学をするにあたり、各種団体の留学プログラムを利用

するのが簡単であるが、どのプログラムを利用するのが良いかなどを検討する

難しさがある。学生が留学の可能性を身近に感じると共に、情報収集をしやす

い様に「留学コーナー」を設置する準備を行った。具体的には、AFS, YFU, 

Ayusa International 等の団体や留学に利用できる奨学金についての情報収集

を行った。 

 来年度は、留学情報をまとめた冊子を作成し、留学関連の書籍などを揃え、

留学情報を気軽に入手出来るコーナーを設置する予定である。また、「トビタ

テ!留学 Japan」についての説明会等の実施も検討中である。 

 

（２）インターンについて 

  (i) INSA Rouen の視察 

 本校は仏国の INSA Rouen とインターンの交換を行っているが、例年派遣が

２〜３名、受け入はここ数年されていない。この規模を拡大するため、INSA 

Rouen に教員を 3名派遣し、インターン派遣の拡大の可能性についての調査を

行う予定である（3月実施予定）。今後それと並行し、インターンの受け入れに

ついて、地域協働サポートセンターやひたちなか市 IT 企業協議会などと協議

をし、受け入れ態勢を整える計画である。 

  (ii) IAESTE 等のインターン交流プログラム 
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 インターンの派遣先のさらなる確保を目指して IAESTE や isep 等の海外イン

ターン交換プログラムについて情報を収集し検討した。これらのプログラムで

も派遣と受け入れがセットになっている場合が多く、本校でのインターン受け

入れの可能性についての調査を実施し、計 6学科から受け入れ可能との回答を

得た。今後の課題としては、海外から受け入れた場合の宿泊先の確保、給与の

原資の確保等をどうするか検討する必要がある。これらの課題が解決された

後、IAESTE 等の団体に登録を行う予定である。 

 

（３）その他 

  (i) ベトナムの高等教育についての情報収集 

 ベトナムより Pho Duc Tai 先生を招聘し、３月１２日にベトナムの高等教育

の現状について講演をしていただく予定である。特に日越大学（Vietnam-

Japan University）についての情報提供をしてもらい、今後、インターンの派

遣先として利用可能かどうかの検討を行い、相互交流を行う事を目指す。VJU

は日本の大学・企業に人材を送り出す事を目的としており、提携先としては適

当であると考えられる。 

  

H26 年度語学研修集合写真。Waiariki 工科大学 International Center 前にて。 
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8. 他高専等との連携 

 茨城高専と同じくグローバル高専モデル校となった、明石高専との連携を密

にして、双方の高度化計画、異文化理解に関しての協同事業等を検討した。一方

で、ブロック化が検討されている関信越＋沼津の各高専には三主事会議等を利

用して、また福島高専とは双方訪問にて情報共有をおこなった。特に福島高専来

校時は、小山、木更津高専にも来校いただいてグローバル化の進捗状況等の他、

地域高専連携においても情報共有を行った。 

 

（１）明石高専との連携 

  今回のグローバル高専モデル校事業は、東日本で茨城高専が、西日本で明石

高専が選ばれている。これは同じことを双方で行うのではなく各校のオリジ

ナリティーを出して、ある部分では協力しまたある部分では競争をしてお互

いを切磋琢磨していくことが必要となる。 

  初年度はお互いの計画概要を提示して情報の共有化を図った。９月５日に

は本校が明石高専を訪問、双方の意見交換を行った。それに先駆けて８月２０

日には、広島大学藤原先生にご来校頂き、異文化理解に関してのご講演と、こ

のグローバル事業に関して連携が持てるかの相談を行った。この広島大学と

の連携を茨城・明石協同で実施ができるかについても意見を交わした。 

 

（２）近隣高専との連携 

  近隣高専との連携については、６月２１日に本校が福島高専を訪問、グロー

バル事業の紹介と連携強化について意見交換を行った。また９月４～５日に

小山で行われた関信越＋沼津の三主事会議においても本校のグルーバル高専

モデル事業について概略説明を行った。この関信越＋沼津は、高専機構が計画

しているブロック化の８高専となる予定で、その中で本校の特色を出すには

良い材料となる。 

  １月１９～２０日には、グローバル教育

推進、地域高専連携等の会議として、茨城

高専に福島高専、小山高専、木更津高専の

各校長、役職者を招いて意見交換を行った。

グローバル高専モデル事業以外にも、入試

連携、専攻科連携、国際学会 ISTS2016 での

連携等近隣で協力できる体制作りを試み

た。その成果として ISTS2016 は小山との共

同開催の方向で準備が進んでいる。 
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校長

事務部
総務課

学生課
グローバル化

推進室

（WG＋国際セン
ター+支援室）

9. 事務支援体制の整備 

 平成２７年度は、グローバル教育事業に特化した事務支援体制を構築するた

め、総務課長をトップにグローバル化支援室を設置して、総務課と学生課の主要

な職員を室員に任命し、事務支援体制の充実を図る。 

 さらに、教員組織であった「国際センター」・「グローバル・ワーキンググルー

プ（校長直轄）」を包括した仮称「グローバル化推進室」を平成２８年度に設置

する予定である。 

 

  

 

 

 

 

平成２７年度 

平成２８年度 




