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阿南高専生の未来はここにあるでないで

▲H29年度プログラミングコンテスト企業賞
　（日立、富士通）受賞



機械コース便り

▲長岡技大2nd STI-GIGAKU 
Best Poster Award

▲機械コース３年生 工場見学旅行



電気コース便り

▲３Ｅ研修旅行

▲５Ｅ体育大会



情報コース便り

▲交換留学生研究発表会
（情報棟Computer Science Zone）

▲ＩＴ企業訪問
（東京内幸町ＪＢＳテクノロジー）

▲全国プロコンH29
（富士通・日立製作所企業賞ダブル受賞）

▲東京ゲームショウ参加（４年生研修旅行）



建設コース便り

遠 山  　秀遠山 秀

▲徳島県技術士会による出前講座

▲建設コース配属歓迎会



化学コース便り

▲研修旅行 理研 京（３年生）

▲2018年度新２年生白衣着用式

▲NMRを使用する卒業研究（５年生）

▲分析化学実験（２年生）



創造工学授業風景

専攻科便り



オストファリア応用科学大学（ドイツ）：２名、中央電気短大（ベトナム）：２名、
國立聯合大学中国語教育実習生（台湾）：２名

リパブリック・ポリテクニック（シンガポール）：32名　

Politeknik Caltex Riau（インドネシア）：６名

リパブリック・ポリテクニック（シンガポール）：専攻科生４名（約２か月）
國立聯合大学（台湾）：専攻科生４名（約２か月）
キングモンクット工科大学（タイ）：本科４年生３名（約１か月）・専攻科生２名（約２か月）
オストファリア応用科学大学（ドイツ）：専攻科生３名（約３か月）
中央電気短大（ベトナム）：専攻科生７名（約２か月）
Institute of Canterbury（ニュージーランド）：本科３・４年生７名（５週間）
研修旅行（台湾）：本科２・３年生30名（４日間）

リパブリック・ポリテクニック（シンガポール）：３名、
オスナブリュック応用科学大学 大学院生（ドイツ）：２名、
中央電気短大（ベトナム）：１名

学学寮（明正明正寮）からから学寮（明正寮）から

国際交流室国際交流室便り便り国際交流室便り 留学生と英会話部留学生と英会話部留学生と英会話部 たこ焼きPartyたこ焼きPartyたこ焼きParty

北の脇クリーン作戦北の脇クリーン作戦北の脇クリーン作戦

役員研修（ゴミ処理）役員研修（ゴミ処理）役員研修（ゴミ処理）

学寮特別講演学寮特別講演学寮特別講演

朝のラジオ体操朝のラジオ体操朝のラジオ体操

１号館３階自習スペース１号館３階自習スペース１号館３階自習スペース
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▲第40回全国高専テニス選手権大会
　男子団体優勝　平成29年８月25日

▲第41回全国高専テニス選手権大会
　男子団体優勝　平成30年８月23日





平成30年度 前期の行事報告

新入生研修

体育大会

　平成30年５月11日㈮に海部郡海陽町の『ま
ぜのおか』にて新入生研修を実施しました。
　本年度は宿泊をしない日帰りのプログラムと
なり、チームビルディング研修とオリエンテーリ
ングを行いました。
　チームビルディング研修では、チーム内でコ
ミュニケーションを密にし、課題に向かって協
力する大切さを学びました。
　オリエンテーリングでは、天候にも恵まれ、
大自然の中で学生同士の親交を深めることがで
きました。
　研修を通して、これからの学校生活で必要な
姿勢と人間関係の基礎を築くことができたと思
います。

　平成30年５月18日㈮に春季体育大会を実施しま
した。天候に恵まれ、学生たちは熱戦を繰り広げま
した。
　例年通り、ソフトボール・サッカー・バレーボール・
バスケットボールと、フリースポーツとしてペタンクと
バドミントンを実施しました。
　また、大会開催中には、学生DJが音楽で盛り上
げてくれています。
　結果は表の通りです。やはり春季体育大会は高学
年が強いです。専攻科も総合３位に食い込む健闘が
見られました。
　秋季体育大会では低学年の躍進を期待しています。

　平成30年５月
した。天候に恵
した。
　例年通り、ソ
バスケットボー
バドミントンを実
　また、大会開
げてくれています
　結果は表の通
年が強いです。
見られました



● 高専生活の中で

● 高専という道

● いい節目の年に

● まだまだレベルアップ

● 夢の実現に向けて

● 仲間

● 継続の先へ

● 速く・高く・遠く

● 笑顔

● 「日々」

　～３年生より～

おいでませ！ 蒼阿祭おいでませ！ 蒼阿祭おいでませ！ 蒼阿祭



ふわふわの泉

橋梁工学 第５版

新しい１キログラムの測り方勝てる！理系なテニス

現代暗号入門 いかにして秘密は守られるのか

図書館便り

図解入門 よくわかる最新電気の基本としくみ



平成29年度 分類別貸出冊数

図書館利用統計

平成29年度 分類別貸出ランキング第１位
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★ホームページにて、蔵書検索や利用案内、開館カレンダーなどもご利用いただけます。

0884-23-7106

　　　　　  ・・  ９時～19時
　　　　　  ・・  11時～17時

  ・・  休館

　

図書館では、学生のみなさんのリクエストを受け付けています。
読みたい本や、学習や研究で使う本などがありましたら、閲覧室カウンターの投書箱へ投函してください。

学

　　図書館からの
お知らせ



阿南工業高等専門学校 学生係

E-mail：gakusei@anan-nct.ac.jp

編 集 後 記

《学校カウンセラー》

《学生相談室の利用について》

《「KOSEN健康相談室」の案内》

26日㈬　後学期授業開始
30日㈰　入試説明会（淡路会場）

 7日㈰　高専ロボコン2018四国地区大会（高松）
10日㈬　学寮防災訓練
19日㈮　体育大会
20日㈯　入試説明会（西部会場）
21日㈰　入試説明会（徳島会場）
27日㈯・28日㈰　全国プログラミングコンテスト
　　　　　　　　　　　　　　　　 （アスティとくしま）

10日㈯･11日㈰　蒼阿祭（高専祭）
10日㈯･11日㈰　全国デザインコンペティション（釧路）
10日㈯　入試説明会（阿南会場）
21日㈬～28日㈬　後学期中間試験
25日㈰　高専ロボコン2018全国大会（両国国技館）

 3日㈪　専攻科１年後学期授業開始
 8日㈯・9日㈰　企業研究セミナー
12日㈭　学寮冬季寮祭
15日㈯・16日㈰　四国地区高専総合文化祭（香川詫間）
20日㈭　学寮大掃除（予定）
22日㈯・23日㈰　保護者懇談会
27日㈭　閉寮

 7日㈪　開寮（予定）
 7日㈪　専攻科１年授業
 7日㈪～9日㈬　平成31年度本科推薦選抜願書受付
 8日㈫　授業開始、学生会立会演説会
18日㈮　専攻科インターンシップ報告会
20日㈰　平成31年度本科推薦による入学者選抜検査
21日㈪～25日㈮　平成31年度入寮願受付
30日㈬～2月1日㈮　平成31年度本科学力選抜願書受付

 4日㈪　専攻科特別研究発表
 5日㈫～12日㈫　学年末試験
17日㈰　平成31年度本科入学者選抜学力検査
28日㈭　卒業研究発表

 4日㈪　終業式・学寮大掃除
15日㈮　卒業式・修了式
18日㈪　閉寮




