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第118号
令和元年
10月10日

陸上競技部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝 入賞多数
インターハイ出場

陸上競技部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝 入賞多数
 インターハイ出場

水泳部 全国国公立大学選手権大会 入賞
全国高等専門学校体育大会 優勝

インカレ出場

水泳部 全国国公立大学選手権大会 入賞
全国高等専門学校体育大会 優勝

インカレ出場

バドミントン部 インターハイ出場バドミントン部 インターハイ出場

テニス部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝テニス部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝

弓道部 全国高等専門学校弓道大会 個人優勝弓道部 全国高等専門学校弓道大会 個人優勝

令和元年度 後期行事予定表



1%の価値を活かそう！1%の価値を活かそう！そう
阿南高専生の皆さんは「1%の価値」に気づいていますか？
そして、その価値をフルに活かしていますか？

クリストファー・
プロワント

【担当授業】
英会話、英語コミュニケー
ション、英語購読

【研究分野】
クリエイティブライティング

創造技術工学科 一般教養
助教

おお   たに  　　たかし

大 谷 　卓
【担当授業】
有機化学・生化学・有機
化学実験・物質化学実験

【研究分野】
有機合成化学、有機材料科学

創造技術工学科 化学コース
准教授

校長あいさつ

・ 
・ 
 ・ 



機械コース便り

▲２年生工場見学旅行▲体験入学（機械コース紹介）



電気コース便り

▲３年生研修旅行

▲５年生体育大会



情報コース便り

▲全国プロコン（参加全４チーム受賞） ▲IoTアイデアコンテスト優秀賞



建設コース便り

北 野 晴 哉北野晴哉

▲４年生対象の徳島県技術士会による出前講座

▲２年生建設コース配属歓迎会



化学コース便り

▲２年生白衣着用式 ▲エコマスターグランプリ２年連続上位入賞



専攻科便り 学寮（明正寮）から

国際交流室便り

▲創造設計工学演習の授業風景

▲春季体育大会サッカー競技優勝



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

５号館リニューアル

研修旅行（小豆島） 日本語弁論大会（徳島銀行優秀賞）

ル 5号館アクティブラーニングスペース 5号館学習環境



全国高等専門学校体育大会

全国高等専門学校弓道大会 第1回全国高校ｅスポーツ選手権





令和元年度  前期の行事報告

新入生研修

　令和元年年５月1０日(金)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。
　昨年度に引き続き、チームビルディング研修とオ
リエンテーリングの二つのプログラムを行いました。
　チームビルディング研修では、 ランダムに構成
されたチームにおいて、活発な意見が交換されま
した。また、 与えられた課題に対してもチームで
コミュニケーションを図り、協力しながら解決する
ことができました。
　オリエンテーリングでは、天候にも恵まれ、清々
しい環境の中でおもいっきり体を動かし、仲間と
の親交を深めることができました。
　研修を通して、集団行動における心構えを学ぶ
とともに、仲間とのコミュニケーションを通して課
題解決する経験を得ることができました。

学生会活動報告

春季体育大会

　令和元年５月17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
ははつらつとしたプレーを繰り広げました。
　例年通り、ソフトボール・サッカー・バ
スケットボール・バレーボールと、 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、自分でターンテーブルを持ち込ん
だ学生DJが、様々なビートで大会を盛り
上げてくれました。
　結果は表のとおりです。５Mの活躍が目
立つなか、 3Eも健闘しました。サッカー
においては、専攻科生が意地を見せてく
れました。大きな怪我もなく無事に大会
を終えることができました。

　前期は学生会で体育大会や七夕祭りなどのイベントをしました。 体育
大会では皆が楽しめるようなルールを考え、またテントやスピーカーな
ど本部の準備をしました。七夕祭りではかき氷を配布しました。行列
ができるぐらい人気でした！軽音部のライブやスーパーボールすくいを
予定していましたが、今年は悪天候で実施できませんでした。
　後期の学生会の主な活動としては体育祭の運営と阿南高専で実施される高専ロボコンの四国地区大
会の運営の手伝いがあります。体育祭については、今まではサッカーやバレーボールなどの球技を行って
いましたが、球技以外の競技も行う予定です。また、チーム分けについても検討中です。男女、クラス
関係なく、だれもが参加できて楽しめるようにします。11月に行われる高専ロボコンは、運営の手伝い
は初めてなので不安はありますが、四国５高専の参加される方 の々力になれるように精一杯頑張ります！
　学生会各班も活動をしています。環境委員では学生休憩室の掃除やクリスマスツリー作り、監査委員
では各部活動の活動状況の確認、交通安全委員では自転車やバイクのステッカーの確認、広報渉外委
員では動画の撮影や編集、学生会新聞の作成などをしています。

総合優勝 ５Ｍ
準優勝 ３Ｅ



　 夢は叶う

　 両 立

　 高専で得たこと

　 受験生でないこと

　 夢を現実に！

《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》

…



人生ドラクエ化マニュアルヤマベの木構造

加工材料の知識がやさしくわかる本「超」入門微分積分

FACTFULNESS（ファクトフルネス） 10の思い込み
を乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

各コース等の先生方に、お薦めの図書を紹介していただきました。ここで紹介
している図書は、図書館に所蔵していますので、ぜひ手にとってみてください。

トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術



★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

　

　　図書館からの
お知らせ

ダークツーリズムの拡張
　　　　　一近代の再構築一 井出明 著

はじめてのエシカル　　　　  末吉里花 著

会議でスマートに見せる100 の方法　 サラ・クーパー著　336. 49  C87
マグダラで眠れ　　　　　　　　　     支倉凍砂著　　　　913.6  H36（文庫・新書コーナー）
居酒屋ぼったくり10・11　　　　　　秋川滝美著　　　　913.6  A34



阿南工業高等専門学校 学生係

E-mail：gakusei@anan-nct.ac.jp

９
月

１
月

２
月

 　　　　

３
月

10
月

12
月

11
月

陸上競技部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝 入賞多数
インターハイ出場

水泳部 全国国公立大学選手権大会 入賞
全国高等専門学校体育大会 優勝

インカレ出場

バドミントン部 インターハイ出場

テニス部 全国高等専門学校体育大会 個人優勝

弓道部 全国高等専門学校弓道大会 個人優勝

25日㈬　後学期授業開始
28日㈯　入試説明会（西部会場）
29日㈰　入試説明会（淡路会場）

 5日㈯　入試説明会（徳島会場）
13日㈰・14日㈪㈷
 　　　　全国プログラミング
 　　　　コンテスト（都城）
18日㈮　体育祭

 3日㈰　高専ロボコン2019
 　　　　四国地区大会（阿南）
 9日㈯・10日㈰
 　　　　蒼阿祭（高専祭）
 　　　　/入試説明会（阿南会場）
22日㈮～28日㈭　後学期中間試験
24日㈰　高専ロボコン2019全国大会（両国国技館）

 2日㈪　専攻科１年　後学期授業開始
 7日㈯・8日㈰　全国デザインコンペティション（東京）
 7日㈯・8日㈰　企業研究セミナー
14日㈯・15日㈰　四国地区高専総合文化祭（西条）
19日㈭　学寮大掃除（予定）　
21日㈯・22日㈰　保護者懇談会
26日㈭　閉寮

 6日㈪　開寮
 6日㈪　専攻科１年授業
 6日㈪～8日㈬　令和２年度本科推薦選抜願書受付
 7日㈫　授業開始、学生会立会演説会
17日㈮　専攻科インターンシップ報告会
19日㈰　令和２年度本科推薦による入学者選抜検査
29日㈬～31日㈮　令和２年度本科学力選抜願書受付

 3日㈪　専攻科特別研究発表会
 4日㈫～10日㈪　学年末試験
16日㈰　令和２年度本科学力による入学者選抜検査
28日㈮　卒業研究発表

 2日㈪　終業式・学寮大掃除，閉寮
13日㈮　卒業式・修了式
23日㈪　完全閉寮

11月９日 土 ・10日 日

令和元年度令和元年度令和元年度 後期行事予定表後期行事予定表後期行事予定表


