
3.平成25年度個人別FD活動報告
氏名 期間 場所 内容 教育ＦＤ 研究活動

Fischer　Kurt（飛車来人）03/04～03/06 日本大学理工学部（千代田区神田駿河台１－８－１４） 講演会における講演（一般相対論：テンソルを用いない説明法） ○
池田　光優 5月14日 下松工業高校会議室 徳山地区生徒指導連絡協議会 主任者協議会 ○
池田　光優 10月11日 下松高校会議室 徳山地区生徒指導連絡協議会 主任者協議会 ○
池田　光優 2月7日 下松工業高校会議室 徳山地区生徒指導連絡協議会 主任者協議会 ○
池田　光優 3月3日 KV周南総合スポーツセンターカルチャールーム 愛育会理事会 ○
一色　誠子 8月27日 梅光学院大学(下関市向洋町1-1) 研究打ち合わせ及び大学付属図書館利用 ○
一色　誠子 9月17日 梅光学院大学(下関市向洋町1-1) 研究打ち合わせ及び大学付属図書館利用、博物館利用 ○
小川仁志 H25.4.1-H26.3.31 徳山高専 グローバル人材育成プロジェクト ○
小川仁志 H25.8.12-H26.8.30 Brandon College at San Francisco 英語での教授法 ○
古賀　崇了 全4日 久保中学校 久保中学校防災教育コンソーシアムへの参加・協力（5/14, 8/27, 9/25, 10/2） ○

藤田重隆 H25-4～H26-3 藤田研究室

5年生担任としての全クラスの状況の認識と対応
1)各クラスの学生の現在の状況、2)発生した事象の共有化、3)計画していることについての
運営方法、4)各クラスの就職のための学生指導の検討、5)各クラスの就職状況の確認と対策
の検討、等についての共通認識を持つこととした

○

藤本　浩 6月8日 徳山小学校 SPP　出前授業 ○
藤本　浩 7月5日 徳山高専 FD研修会（こころ.com） ○
藤本　浩 9/19～9/20 柳井市体育館（バタフライアリーナ） ロボコン中国地区大会 ○
藤本　浩 10/22～10/23 徳山高専 3Dスキャナ講習会 ○
藤本　浩 11/23～11/24 東京両国国技館 ロボコン全国大会 ○
藤本　浩 11月30日 徳山高専 機械学会発表 ○
藤本　浩 12月31日 徳山高専 安心安全の日講話 ○
藤本　浩 3月3日 徳山高専 FD研修会（こころ.com） ○
藤本　浩 3月24日 東京都新宿区リーガロイヤルホテル 理工系科学技術論文コンクール表彰式出席 ○ ○
藤本　浩 03/18～03/19 特別支援に関する研究会　in津山高専 電動車椅子サッカーワークショップに参加 ○
伊藤　尚 07/23～07/26 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1) 第８回再生可能エネルギー世界展示会アカデミックブースにて発表 ○
伊藤　尚 08/19～08/20 津山工業高等専門学校（津山市沼６２４－１） 中国地区高等専門学校技術支援組織長会議 ○
伊藤　尚 11/30～12/1 徳山高専(周南市学園台） 日本機械学会技術と社会部門講演会発表 ○
井本　琢哉 7/12 山口県東部高等産業技術学校 フライス盤作業講習受講 ○
井本　琢哉 11/30 徳山工業高等専門学校 日本機械学会 技術と社会部門講演会　発表 ○
一色　誠子 09/12～09/13 科学技術館第三会議室（東京都千代田区北の丸公園２－１） *平成２５年度高等専門学校教員研修（管理職研修）に参加【高専機構】 ○
一色　誠子 12/20～12/22 石川近代文学館（金沢市広坂２－２－５） 第６５回室生犀星研究会及び資料閲覧・研究打合せ ○
宇野　直士 08/27～08/31 立命館大学（滋賀県草津市野路東１－１－１) *日本体育学会第６４回大会に参加【主催：日本体育学会】 ○
宇野　直士 12/20～12/23 浜松市総合水泳場ＴＯＢＩＯ（浜松市西区篠原） 日本水泳連盟ジュニア強化合宿における研究データ収集のため ○
宇野　直士 01/27～01/27 山口県セミナーパーク（山口市秋穂二島１０６２） 第４回山口県高等学校体育連盟研究大会に参加 ○
奥本　幸 08/29～08/31 新潟大学 工学教育協会発表 ○
奥本　幸 12/20 ＢＩＺ新宿 ３次元画像センシング技術セミナー第１回に参加 　 ○
奥本　幸 01/16～01/17 ＢＩＺ新宿 ３次元画像センシング技術セミナー第２回に参加 　 ○
笠置　映寛 04/15～04/17 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市真志喜４－３－１） *国際会議ICF11への出席及び研究発表【ICF１１】 ○
笠置　映寛 08/01 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 環境教育実践のための教材開発 ○
笠置　映寛 08/16～08/19 島根大学（松江市西川津町１０６０） *第８回日本エネルギー環境教育学会にて研究発表【主催：日本ｴﾈﾙｷﾞｰ環境教育学会】 ○
笠置　映寛 09/04～09/06 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 金属磁性材料の作成及び高周波電磁気特性測定に関する研修 ○
笠置　映寛 09/24～09/25 徳島大学常三島キャンパス（徳島市南常三島町２－１） *日本物理学会２０１３秋季大会への出席及び発表【主催：日本物理学会】 ○
笠置　映寛 10/23 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 金属磁性材料の作成及び高周波電磁気特性測定 ○
笠置　映寛 01/22 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 金属磁性材料の作成及び高周波電磁気特性測定 ○
笠置　映寛 02/4 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 金属磁性材料の作成及び高周波電磁気特性測定 ○
笠置　映寛 03/11 広島大学（東広島市鏡山1-1-1） 金属磁性材料の作成及び高周波電磁気特性測定 ○
笠置　映寛 03/26～03/28 東海大学湘南キャンパス（平塚市北金目４－１－１） *日本物理学会第６９回年次大会出席及び研究発表【日本物理学会】 ○
義永　常宏 07/27～07/28 九州大学西新プラザ（福岡市早良区西新２－１６－２３） *公開講座 「現代数学入門」受講のため【主催：九州大学大学院数理学研究院】 ○
義永　常宏 08/11～08/11 山口情報芸術センター（山口市中園町７－７） ヤマグチ・ミニ・メイカー・フェアの見学・情報収集のため ○
義永　常宏 09/23～09/25 熊本大学黒髪南キャンパス（熊本市中央区黒髪２－３９－１） *平成２５年度（第６６回）電気関係学会九州支部連合大会に出席【電気関係学会九州支部】 ○

義永　常宏 10/18～10/19 岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中１－１－１）
*平成２５年度（第６４回）電気・情報関連学会中国支部連合大会に参加
【電気・情報関連学会各中国支部】

○

義永　常宏 11/21～11/21 大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島４－３－５３）
*２０１３年度情報処理学会関西支部定期講演会『ゲーム・パズルの数理』
聴講のため【情報処理学会関西支部】

○

義永　常宏 12/21～12/21 山口大学常盤キャンパス（宇部市常盤台２－１６－１） 研究打ち合わせ ○
橋本　堅一 05/24～05/25 鳥取大学工学部（鳥取市湖山南４－１０１） *第６５回（平成２５年度）土木学会中国支部研究発表会参加【主催：土木学会中国支部】 ○
熊野　稔 04/06～04/07 東京大学農学部弥生講堂（東京都文京区弥生） *農村計画学会2013年度春季大会参加(主催：農村計画学会) ○
熊野　稔 05/24～05/26 千葉大学西千葉キャンパス（千葉市稲毛区弥生町１－３３） *平成２５年度日本造園学会全国大会参加【（公社）日本造園学会】 ○
熊野　稔 05/30～05/31 農林水産省中国四国農政局（岡山市北区厚生町３－２－６） 農村先進組織・直売所等調査（中国四国農政局） ○
熊野　稔 07/14～07/16 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） *建築学会農村計画委員会春季学術研究会・研究発表他【主催：日本建築学会】 ○
熊野　稔 08/05～08/06 加東市社庁舎（兵庫県加東市社５０） 合併市における新庁舎建設計画等の研究調査 ○
熊野　稔 08/29～09/02 北海道大学（札幌市北区北１３条西８丁目） *２０１３年度日本建築学会大会において研究発表【主催：日本建築学会】 ○
熊野　稔 09/06～09/07 建築会館（東京都港区）及び広島平和記念資料館（広島市） シンポジウム出席 ○
熊野　稔 10/12～10/13 武雄市図書館（武雄市武雄町大字武雄５３０４－１） まちづくりにおける民間運営の公共施設調査 ○
熊野　稔 10/16～10/17 西日本総合展示場新館(北九州市小倉北区浅野３丁目） 都市環境教材作成に関する環境技術の資料収集・調査（エコテクノ２０１３） ○
熊野　稔 10/29～10/30 道の駅ゆとりパークたまがわ（萩市下田万２８４９-１） 道の駅の地域振興評価，災害復興支援の現地調査（卒研指導資料収集） ○
熊野　稔 11/09～11/10 法政大学市ヶ谷田町校舎（東京都新宿区市ヶ谷田町２） *２０１３年度（第４８回）学術研究論文発表会に参加【日本都市計画学会】 ○
熊野　稔 11/21～11/21 湯田地域交流センター（山口市湯田温泉５－５－５０） 湯田まちづくり協議会役員会へ出席しての資料収集 ○
熊野　稔 11/26～11/28 東京都立産業貿易センター，建築会館及び鹿島出版会 都市環境教材作成に関する環境技術の資料収集・調査 ○
熊野　稔 11/30～12/01 鹿児島大学農学部（鹿児島市郡元１－２１－２４） *２０１３年度秋期大会に参加【農村計画学科】 ○
熊野　稔 12/13～12/14 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） *第８回住宅系論文研究報告会で研究発表【日本建築学会】 ○
熊野　稔 01/21～01/23 豊橋技術科学大学，建築会館及びリバーフロント研究所 特別講演及び研究打合せ・講義及，資料収集・調査 ○
熊野　稔 03/01～03/02 広島大学工学部（東広島市鏡山１-４-１） *平成２５年度日本建築学会シンポジウム及び中国支部研究発表会に参加【日本建築学会中国支部】 ○
熊野　稔 03/28～03/29 秋葉原UDX GALLERY NEXT-1（千代田区外神田） *全国廃校フォーラム２０１４（第三回）に参加【都市農山漁村交流活性化機構】 ○
原　隆 06/05～06/06 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） シェル・空間構造運営委員会出席 ○
原　隆 06/14～06/14 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） 鉄筋コンクリート構造委員会出席 ○
原　隆 06/17～06/23 ハワイ大学マノア校（アメリカ・ハワイ州） ISEC-07出席講演情報収集 ○
原　隆 07/01～07/01 東京文化財研究所（東京都台東区上野公園１３－４３ ） 研究打ち合わせ ○
原　隆 07/26～7/26 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） 厚肉床壁構造委員会出席 ○
原　隆 07/31～08/1 金沢大学（石川県金沢市角間町） 粒状態研究打ち合わせ・学位公聴会出席 ○
原　隆 8/9～8/9 山口グランドホテル（山口県山口市小郡黄金町１−１） 橋梁補修講演会出席 ○
原　隆 8/22～8/22 岩国商工会議所（山口県岩国市今津町１丁目１８−１） 異業種交流会講演 ○
原　隆 08/28～08/30 北海道大学工学部（札幌市北区北１３条西８丁目） *２０１３年度日本建築学会大会参加・研究打ち合わせ【主催：日本建築学会】 ○
原　隆 09/08～09/13 済州島国際会議場（済州特別自治道 西帰浦市中文洞 2700） *ASEM2013参加発表および研究打ち合わせ【主催：ASEM】 ○
原　隆 09/21～10/05 ヴロツワフ工科大学（ポーランド・ヴロツワフ）外 *IASS２０１３会議、16thIAHR会議出席発表 ○
原　隆 11/22～11/23 国分寺Ｌホール（国分寺市南町３－２０－３） Web討論会シリーズ第２回パネルディスカッションに参加 ○
原　隆 12/2～12/2 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） シェル・空間構造運営委員会出席
原　隆 12/06～12/10 香港（PrudentialHotel） CEBM2013出席講演、資料収集 ○
原　隆 12/23～12/24 株式会社OPT（川崎市多摩区登戸新町３１６－６） SrticStudioソフトウェアトレーニング ○
原　隆 01/23～01/23 東京文化財研究所（東京都台東区上野公園１３－４３） 第４回欧州分科会に出席 ○
原　隆 01/28～1/28 建築会館（東京都港区芝５－２６－２０） 厚肉床壁構造委員会出席 ○
原　隆 2/14～2/14 広島市まちづくり市民交流プラザ（広島県広島市中区袋町６−３６） 防災講演会参加 ○
原　隆 03/01～03/02 広島大学工学部（東広島市鏡山１-４-１） *平成２５年度日本建築学会シンポジウム及び中国支部研究発表会に参加【日本建築学会中国支部】 ○
原　隆 03/07～03/09 東京工業高等専門学校（八王子市椚田町１２２０－２） ２０１３年度社会実装コンテストに出席 ○
原　隆 3/22～3/26 グランドシエラリゾート（アメリカ・ネバダ・リノ） ACI　Spring　Convention・ACI-ASCE334委員会参加 ○
原　隆 03/30～03/31 つくば駅（つくば市吾妻２－１２８） 研究打ち合わせ ○
古賀　崇了 06/13～06/14 パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい１－１－１） 画像センシング展２０１３における情報収集のため ○
古賀　崇了 08/15～08/17 株式会社ルーセントデザイン（博多区博多駅前４－１１－３２） 共同研究に関する打ち合わせおよび実験実施のため ○
古賀　崇了 09/03～09/03 山口大学吉田キャンパス（山口市吉田１６７７－１） 理学部末竹研究室との共同研究打ち合わせのため ○
古賀　崇了 09/11～09/13 早稲田大学早稲田キャンパス（東京都新宿区西早稲田１－６－１） *電子情報通信学会SIS研究会における研究成果報告のため【主催：電子情報通信学会】 ○
古賀　崇了 11/09～11/15 Austria Center Vienna *国際会議IEEE IECONにおける研究成果報告のため【IECON２０１３】 ○
古賀　崇了 11/23～11/23 九州工業大学大学院生命体工学研究科（北九州市若松区ひびきの） 共同研究打ち合わせのため（田向研究室） ○
古賀　崇了 11/25～11/28 国際ファッションセンタービル（東京都墨田区横綱１－６－１） *平成２５年度英語授業講義強化プログラム（コースＡ－１）参加【高専機構】 ○
古賀　崇了 12/07～12/07 ＴＡＣＴ広島トレーニングセンタ（広島市中区舟入南) *高専機構主催の英語授業講義力強化プログラムに係る試験受験【CompTIA】 ○
古賀　崇了 12/21～12/21 下関市生涯学習プラザ（下関市細江町３－１－１） *平成２５年度日本知能情報ファジィ学会合同支部大会における研究報告【日本知能情報ファジィ学会】 ○
古賀　崇了 12/24～12/24 九州工業大学大学院生命体工学研究科（北九州市若松区ひびきの） 田向研究室との共同研究に関する進捗報告と実験実施のため ○
古賀　崇了 01/10～01/10 山口大学吉田キャンパス（山口市吉田１６７７－１） 理学部末竹研究室との共同研究打ち合わせのため ○
古賀　崇了 01/11～01/11 九州工業大学大学院生命体工学研究科（北九州市若松区ひびきの） 田向研究室との共同研究に関する進捗報告と実験実施のため ○
古賀　崇了 01/13～01/16 （株）ＩＣＣラーニング研修ルーム（千代田区永田町） *平成２５年度英語授業講義強化プログラム（コースＡ－２）参加【高専機構】 ○
古賀　崇了 01/18～01/18 九州工業大学大学院生命体工学研究科（北九州市若松区ひびきの） 田向研究室との共同研究に関する進捗報告と実験実施のため ○
古賀　崇了 02/06～02/07 国立新美術館（東京都港区六本木７－２２－２） 第１７回文化庁メディア芸術祭における情報収集および研究打ち合わせのため ○
古賀　崇了 02/21～02/22 九州工業大学大学院生命体工学研究科（北九州市若松区ひびきの） 田向研究室との共同研究にかかる作業および研究打ち合わせ ○
古賀　崇了 03/04～03/07 （株）ＩＣＣラーニング研修ルー（千代田区永田町２－１４－２） *平成２５年度英語授業講義強化プログラム（コースＢ－２）参加【高専機構】 ○
古賀　崇了 03/14～03/15 株式会社ルーセントデザイン（博多区博多駅前４－１１－３２） 共同研究に関する作業および打ち合わせのため ○
古賀　崇了 03/17～03/18 米子ワシントンホテルプラザ及び米子工業高等専門学校 *平成２５年度中国地区高等専門学校教員研修に参加【米子高専】 ○
古賀　崇了 04/01～03/31 周南市内 英語授業・英語論文執筆に対する英語ネイティブ教師による指導（期間中に月2回） ○
古賀　崇了 10/01～02/28 徳山高専 英語授業・英語論文執筆に対する英語ネイティブ教師による指導（期間中に全15回） ○
黒田　浩晟 08/19～08/20 津山工業高等専門学校（津山市６２４－１） 平成25年度中国地区高等専門学校技術職員研修に参加【主催：津山高専】 ○
黒田　浩晟 10/21,22,25 山口県立東部高等産業技術学校 玉掛け技能講習 ○
黒田　浩晟 11/9～11/10 山口県立東部高等産業技術学校 クレーン運転業務特別教育 ○
黒田　浩晟 11/30 徳山工業高等専門学校 日本機械学会 講演会 「技術と社会の関連を巡って：過去から未来を訪ねる」 への出席と発表 ○
黒田　浩晟 03/19～03/20 長崎大学文教キャンパス（長崎市文教町１－１４） 九州地区総合技術研究会ｉｎ長崎大学への参加【主催：長崎大学】 ○
佐賀　孝徳 03/17～03/18 米子ワシントンホテルプラザ及び米子工業高等専門学校 平成２５年度中国地区高等専門学校教員研修に助言者として参加 ○
佐賀　孝徳 11/28～11/28 山口東京理科大学 県内大学・高専厚生補導連絡会 ○
佐賀　孝徳 06/26～06/26 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会 総会 ○
佐賀　孝徳 04/19～19 新南陽高等学校 第１回徳山地区８高等学校生徒指導連絡協議会 ○
佐賀　孝徳 02/3～2/3 新南陽高等学校 第２回徳山地区８高等学校生徒指導連絡協議会 ○
佐賀　孝徳 06/21～06/21 新南陽高等学校 周南市中高生 徒 指 導連絡協議会 ○
佐賀　孝徳 05/24～24 徳山商工高等学校 市内合同巡視 ○
山田　健仁 5月23日 大崩トンネル 共同研究・現地視察 ○
山田　健仁 6月15日 下松工業高校 高校ものづくりコンテスト　中国地区大会　審査 ○
山田　健仁 8月29日〜30日 セントコア山口 研究集会：非線形科学の基礎から情報科学・感性科学の構築へ向けて ○
山田　健仁 10月31日 有限会社環境造形 共同研究打合せ・現地視察 ○
山田　健仁 12月3日 山口グランドホテル（山口市小郡黄金町１－１） 産総研本格研究ワークショップ ｉｎやまぐちに参加 ○



山田　健仁 12月12日 有限会社環境造形（周南市古泉３－８－２５） 共同研究打合せ・現地視察 ○
山田　健仁 3月11日 山口県産業技術センター 宇部・徳山高専合同研修会 ○
山田　健仁 3月28日 周南地区計測制御研究会（ピピ５１０） 研究会運営、研究会 ○
山本　孝子 05/18～05/19 女性就業支援センター（東京都港区芝５－３５－３） 「企業の女性技術者人材活用に関する実証的研究」に係る打ち合わせ会議出席 ○
山本　孝子 08/07～08/09 ホテルコスモスクエア国際交流センター（大阪市住之江区南港北） *第10回大阪府立大学高専ﾃｨｰﾁﾝｸ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ作成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ【大阪府立高専ポ研究会】 ○
山本　孝子 08/20～08/23 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１） 研究発表及び教員研究フォーラム参加のため ○
山本　孝子 10/10～10/10 大分工業高等専門学校（大分市大字牧１６６６） 「企業の女性技術者人材活用にに関する実証的研究」に係る高専卒女性研究者へのヒアリング調査 ○
山本　孝子 12/19～12/21 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋２－１－２） *平成２５年度女性研究者研究交流会に参加【高専機構】 ○
山本　孝子 8/31～9/1 高知工業高等専門学校 第19回日本高専学会年会口頭発表 ○
重村　哲至 02/21～02/23 工学院大学新宿キャンパス（新宿区西新宿１－２４－２） *第８回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」に参加【日本工学教育協会】 ○
上　俊二 07/11～07/11 岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中３－１－１） 地盤工学会中国支部土質工学セミナー報告会に参加 ○
上　俊二 03/25～03/28 宜野湾市周辺，琉球セメント（株）及び西表島大富遊歩道 マグネシウム系固化材による土舗装現場の視察，意見交換 ○
上　俊二 08/24～08/25 山口市阿東町～島根県津和野 地盤工学会　7/28山口・島根災害調査団に参加 ○
新田　貴之 12/01～12/03 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋２－１－２） *平成２５年度国立高等専門学校機構情報担当者研修会に参加【高専機構】 ○
森﨑　哲也 04/19～04/19 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 05/15～05/15 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 12/01～12/06 Dalian University of Technolog ICIARE2013学会参加 ○
森﨑　哲也 01/06～01/06 山口大学工学部（宇部市常盤台２－１６－１） 研究打ち合わせ ○
西尾　幸一郎 04/26～04/26 古民家デイサービスYEAHYEAHYEAH（広島県廿日市市） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 05/17～05/19 東京電機大学東京千住キャンパス（東京都足立区千住旭町５） *人間・環境学会第２６回総会・第２０回大会で研究発表【主催：人間・環境学会】 ○
西尾　幸一郎 08/06～08/06 社会福祉法人 光栄会（宇部市大字東岐波字道田２２３） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 08/07～08/07 社会福祉法人さつき会（大島郡周防大島町西屋代２５９５－１） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 08/12～08/12 養護老人ホームきさんの里（周南市西金剛山8405） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 08/15～08/15 養護老人ホームやすらぎ苑（周南市湯野１５８） 施設調査 ○
西尾　幸一郎 08/16～08/16 メリィハウス八千代（安芸高田市八千代町勝田４５９） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 08/21～08/22 エル・おおさか本館（大阪市中央区北浜東３－１４） *平成２５年度障害学生支援研修会［理解・実践プログラム］受講のため【主催：JASSO】 ○
西尾　幸一郎 08/27～08/27 特別養護老人ホームアスワン山荘（宇部市木田４０－２２１） 施設見学 ○
西尾　幸一郎 10/18～10/18 緑井ガーデンハウス（広島市安佐南区緑井６－２８－１） 実験で使用する外観・内観写真の撮影のため ○
西尾　幸一郎 10/22～10/22 特別養護老人ホームかなえ（岩国市錦見３－７－５５） 本実験に用いる写真の撮影 ○
西尾　幸一郎 11/06～11/06 周南市役所須金支所（周南市大字須万２４２７） 空き家の実態調査，ヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/09～11/09 周南市役所須金支所（周南市大字須万２４２７） 地元住民に対するヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/10～11/10 きらら苑宅老所（山口市深溝３６６） 被験者実験で使用する内観写真の撮影およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/12～11/12 宅老所太美ちゃんホーム（山口市大内御堀８３２－２） 被験者実験で使用する内観写真の撮影およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/13～11/15 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区代々木神園町） *第１０回全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会に参加【高専機構】 ○
西尾　幸一郎 11/15～11/16 グループホーム万寿の森（横浜市青葉区元石川町４３２３－１） 被験者実験で使用する内観写真の撮影およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/20～11/20 介護老人保健施設ベルローゼ（広島市安佐南区上安6-31-1） 被験者実験で使用する内観写真の撮影およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/23～11/24 グループホームぼだいじ（湖南市菩提寺３２７－１） 被験者実験で使用する内観写真の撮影およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 11/26～11/26 グループホーム八重桜（福岡市東区西戸崎５－８－５４） 被験者実験で使用する内観写真およびヒアリング調査 ○
西尾　幸一郎 12/15～12/15 勝間駅周辺（周南市大字呼坂） 被験者実験の実施 ○
西尾　幸一郎 12/21～12/21 養護老人ホームやすらぎ苑（周南市湯野１５８） アンケート票の配布 ○
西尾　幸一郎 01/29～01/29 おげんきハグニティ（大島郡周防大島町大字小松南９１－４） 被験者実験で使用する内観写真の撮影及びヒアリング調査 ○
石川　善丈 8月21～23日 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲ヶ丘１－１） 平成２５年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会（機械系）出席 ○
石川　善丈 11月30日 徳山工業高等専門学校 機械学会 ○
大橋　正夫 11/16～11/17 広島大学東広島キャンパス（東広島市鏡山１－３－２） *２０１３年日本化学会中国四国支部大会で研究発表【日本化学会中国四国支部】 ○
大橋　正夫 03/27～03/29 名古屋大学東山キャンパス（名古屋市千種区不老町） *日本化学会第９４春季年会（２０１４）に参加および発表【日本化学会】 ○
池田　光優 09/29～10/03 植松電機株式会社（北海道赤平市共和町２３０－５０） 50m落下実験 ○
池田　光優 12/04～12/06 大田区産業プラザＰｉｏ（東京都大田区南蒲田１－２０－２０） *第５１回燃焼シンポジウムに参加【日本燃焼学会】 ○
中川　明子 08/11～08/28 ギリシャ共和国アテネ市及びイタリア共和国ローマ市 ローマとアウグストス神殿実測調査 ○
中川　明子 08/29～09/01 北海道大学（札幌市北区北１３条西８丁目） *２０１３年度日本建築学会大会で発表するため【主催：日本建築学会】 ○
中川　明子 10/17～10/17 山口県文書館（山口市後河原１５０） 資料検索 ○
中川　明子 12/04～12/06 障害者職業総合センター（千葉市美浜区若葉３－１－３） *平成２５年度第２回発達障害者就業支援セミナーに参加【高齢・障害・求職者雇用支援機構】 ○
中川　明子 12/12～12/12 山口県文書館（山口市後河原１５０） 資料検索 ○
中川　明子 03/07～03/10 群馬県庁（群馬県前橋市大手町１－１－１） 富岡製糸場と絹産業遺産群産業遺産ユースプログラムに参加 ○
張間　貴史 08/23～08/23 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１） 高専連携教育研究プロジェクトの第１回打合わせに出席 ○
張間　貴史 03/07～03/08 鳥取大学鳥取キャンパス(鳥取市湖山町南４－１０１） *日本機械学会中国四国支部第５２期総会・講演会に参加及び研究打合せ【日本機械学会中国四国支部】 ○
張間　貴史 03/21～03/21 アルファあなぶきホール（高松市玉藻町９－１０） 高専女子フォーラムin四国への参加 ○
鳥居　惠子 08/19～08/20 津山工業高等専門学校（津山市６２４－１） 平成２５年度中国地区高等専門学校技術職員研修に参加 ○
天内　和人 07/05～07/07 北海道医療大学当別キャンパス（石狩郡当別町金沢１７５７） *第６回甘草シンポジウムに参加【主催：甘草に関するシンポジウム実行委員会】 ○
天内　和人 08/07～08/09 ホテルコスモスクエア国際交流センター（大阪市住之江区南港北） 第10回大阪府立大学高専ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加【府立高専ﾃｨ研】 ○
天内　和人 08/21～08/23 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１） *第２５年度全国高専教育フォーラムで発表をするため【主催：高専機構】 ○
天内　和人 09/06～09/08 三重大学(津市栗真町屋町１５７７） *第３７回日本科学教育学会に参加【主催：日本科学教育学会】 ○
天内　和人 09/26～09/28 岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中） *第８４回日本動物学会に参加【主催：日本動物学会】 ○
天内　和人 09/30～10/01 三田共用会議所講堂（東京都港区三田２－１８） *ASEAN+３高等教育質保証フォーラムに参加【学位授与機構】 ○
天内　和人 11/22～11/23 京都府立大学（京都市左京区下鴨半木町１－５） 共同研究（石井研究室）実験のため ○
天内　和人 12/09～12/14 ﾁｭﾗｰﾛﾝｺﾝ大学外（タイ（バンコク）） 大学調査訪問 ○
天内　和人 12/26～12/28 大阪府立大学工業高等専門学校（寝屋川市幸町２６－１２） *第１１回ティーチング・ポートフォリオ作成ワークショップにメンターとして参加【府立高専】 ○
天内　和人 01/16～01/18 清水建設 技術者教育に関する調査 ○
天内　和人 02/21～03/01 香港ＶＴＣおよび貴州大学 中国の職業高等教育機関訪問調査（科学研究費補助金プロジェクト） ○
天内　和人 03/23～03/26 金沢工業大学及び金沢工業高等専門学校 *ＣＤＩＯアジア地域会議２０１４参加及び調査訪問【金沢工業大学】 ○
田村　隆弘 04/16～04/16 山口県庁（山口市滝町１－１） 研究打合せ ○
田村　隆弘 04/24～04/24 山口県庁（山口市滝町１－１） 研究打合せ ○
田村　隆弘 05/15～05/15 広島工業大学（広島市中区中島町５－７） 日本コンクリート工学会中国支部総会に参加 ○
田村　隆弘 05/31～06/02 国土交通省東北地方整備局（仙台市青葉区二日町９－１５） 復興構造物の品質確保に関する研究打合せ ○
田村　隆弘 06/07～06/08 岡山大学（岡山市北区津島中３－１－１） 研究打合せ ○
田村　隆弘 06/21～06/22 日本都市センター会館（東京都千代田区平河町２－４－１） 研究打合せ ○
田村　隆弘 06/25～06/25 広島工業大学広島校舎（広島市中区中島町５－７） 研究打合せ ○
田村　隆弘 07/09～07/10 名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町１－１） *コンクリート工学年次大会２０１３参加【主催：（公社）日本コンクリート工学会】 ○
田村　隆弘 07/12～07/12 山口県庁（山口市滝町１－１） 研究打合せ ○
田村　隆弘 07/17～07/18 山口県土木建築部下関土木建築事務所（下関市貴船町３－２－１） 現場見学，研究打合せ ○
田村　隆弘 08/01～08/01 鹿島建設（株）鹿島技術研究所本館（東京都調布市） インターンシップ視察 ○
田村　隆弘 08/16～08/19 八戸工業大学（八戸市妙大開８８－１） 調査・研究打合せ ○
田村　隆弘 08/20～08/21 京都リサーチパーク（京都市下京区中堂寺南町１３４） *SCMT3（国際学会）において研究発表するため【主催：SCMT3】 ○
田村　隆弘 08/23～08/23 山口県生コンクリート工業組合（山口市小郡高砂町３－６） 研究打合せ ○
田村　隆弘 08/28～08/28 三田尻港（防府市大字新田） 高潮対策現場調査 ○
田村　隆弘 08/30～08/30 山口県教育会館（山口市大手町２－１８） 山口県共同研究報告会に参加 ○
田村　隆弘 09/09～09/11 東京大学武田ホール（東京都文教区本郷７－３－１) 研究打合せ ○
田村　隆弘 10/17～10/18 丸の内MY PLAZAホール（千代田区丸の内２－１－１） 技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革シンポジウムに出席 ○
田村　隆弘 10/22～10/22 山口県庁（山口県滝町１－１） コンクリート構造物の品質確保に関する研究打合せ ○
田村　隆弘 10/24～10/24 ＴＫＰガーデンシティ品川（東京都港区高輪３－１３－３） *平成２５年度高等教育における障害学生支援に関するシンポジウムに参加【JASSO】 ○
田村　隆弘 10/28～10/28 時盛建設株式会社（光市島田２－２５－１２） 研究打合せ ○
田村　隆弘 10/29～10/29 時盛建設株式会社（光市島田２－２５－１２） 研究打合せ ○
田村　隆弘 12/06～12/06 山口県生コンクリート工業組合（山口市小郡高砂町３－６） 研究打合せ ○
田村　隆弘 12/10～12/10 大島商船高等専門学校（周防大島町大字小松１０９１－１） 教務打合せ ○
田村　隆弘 12/13～12/13 岩国市民会館（岩国市山手町１－１５－３） *平成２５年度中国地区高等専門学校教員研究集会に参加【大島商船】 ○
田村　隆弘 12/17～12/17 山口県庁（山口市滝町１－１） 共同研究打合せ ○
田村　隆弘 12/20～12/21 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋２－１－２） 平成２５年度女性研究者研究交流会のパネリスト ○
田村　隆弘 01/09～01/10 キャンパス・イノベーションセンター東京（港区芝浦３－３－６） *大学間連携共同教育推進事業フォーラムに参加【高専機構】 ○
田村　隆弘 02/28～02/28 平井製簾所（萩市大井５０２９) 研究資料収集 ○
田村　隆弘 03/12～03/12 山口県土木建築部下関出張所(下関市貴船町３－２－１） 研究打合せ ○
渡辺　勝利 05/24～05/25 鳥取大学工学部（鳥取市湖山南４－１０１） 第６５回（平成２５年度）土木学会中国支部研究発表会、学生引率、参加【主催：土木学会中国支部】 ○
渡辺　勝利 7月25日 土木会館（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内） 平成25年度第1回水工学委員会 ○
渡辺　勝利 10月4日 土木会館（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内） 水工学論文集編集小委員会１ ○
渡辺　勝利 11月7日 土木会館（東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内） 水工学論文集編集小委員会２ ○
渡辺　勝利 03/04～03/06 神戸大学工学研究科（神戸市灘区六甲台町１－１） 平成25年度第２回水工学委員会２．第５８回水工学講演会、学生引率。座長【土木学会】 ○
島袋　淳 06/17～06/22 ハワイ大学 マノア校 *学会発表（第7回ＩＳＥＣ学会）【主催：ISEC７】 ○
藤田　重隆 08/15～08/21 宮城スタジアム・宮城県サッカー場（宮城県） 全国高等専門学校体育大会サッカー競技及びサッカー選手権大会に参加
藤田　重隆 01/09～01/10 ＴＯＴＯ茅ヶ崎研究所（神奈川県茅ヶ崎市本村２－８－１） 研究打ち合わせ ○
藤本　浩 1月21日 桜木小学校 記念講演会　講師 ○
藤本　浩 1月23日 徳山高専 自殺予防についての講演 ○
藤本　浩 01/28～01/28 リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町６－７８）　 キャンパスベンチャーグランプリ表彰式出席 ○
藤本　浩 2月5日 山口県庁 メダル栄光授賞式 ○
藤本　浩 03/23～03/24 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス（荒川区南千住） 高専ロボコンフォーラム２０１３　招待参加 ○
柏倉　知秀 05/12～05/12 京都大学 *第63回日本西洋史学会大会に参加（主催：日本西洋史学会） ○
柏倉　知秀 07/19～07/21 中央大学多摩キャンパス（東京都八王子市東中野７４２－１） *日本ハンザ史研究会第２１回研究会で報告【主催：日本ハンザ史研究会】 ○
柏倉　知秀 08/23～09/09 リューベック市立文書館（ドイツ） 資料収集 ○
柏倉　知秀 12/06～12/08 中央大学多摩キャンパス（八王子市東中野７４２－１） *日本ハンザ史研究会第２２回研究会に参加【日本ハンザ史研究会】 ○
福田　明 06/28～06/28 徳山高専 共同研究打ち合わせ ○
福田　明 08/28～08/30 国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区代々木神園町） *平成２５年度高等専門学校新任教員研修会に参加【主催：高専機構】 ○
福田　明 09/18～09/18 九州工業大学飯塚キャンパス（飯塚市川津６８０－４） 研究打合せ及び特別研究等のための研究室見学 ○
福田　明 09/27～09/27 徳山高専 共同研究打ち合わせ ○
福田　明 11/30～11/30 徳山高専 日本機械学会技術と社会部門講演会に参加（口頭発表1件） ○
福田　明 12/20～12/20 徳山高専 共同研究打ち合わせ ○
福田　明 03/03～03/03 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区地行浜２－２－３） *将来加工技術シンポジウムｉｎ九州に参加【日本学術振興会】 ○
福田　明 03/17～03/17 （株）荏原製作所藤沢事業所 共同研究打ち合わせ ○
福田　明 03/18～03/18 東京大学本郷キャンパス 精密工学会春季大会学術講演会に参加（キーノートスピーチ） ○
福田　靖 04/24～04/25 沖縄県中頭郡西原町字小橋川８８－４ 現場において収縮防止を目的とした実証実験立ち会い ○
福田　靖 08/19～08/20 津山工業高等専門学校（津山市６２４－１） *平成２５年度中国地区高等専門学校技術職員研修に参加【主催：津山高専】 ○
福田　靖 03/04～03/07 岩手大学（盛岡市上田３－１８－８） *平成２５年度実験・実習技術研究会ｉｎイーハトーブいわて出席【岩手大学】 ○
福田　靖 03/25～03/28 宜野湾市周辺，琉球セメント（株）及び西表島大富遊歩道 マグネシウム系固化材による土舗装現場の視察及び意見交換 ○
平栗　靖浩 04/21～04/23 東京工業大学キャンパスイノベーションセンター 研究打合せ ○
平栗　靖浩 04/30～05/01 中日本航空㈱　（愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字若宮１７） 打ち合せ ○
平栗　靖浩 05/10～05/10 大分大学旦野原キャンパス（大分市大字旦野原７００番地） 研究打合せ ○
平栗　靖浩 05/20～05/20 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打合せ ○
平栗　靖浩 06/20～06/21 熊本大学黒髪キャンパス（熊本市中央区黒髪２丁目） *日本騒音制御工学会社会調査データアーカイブ分科会に出席【主催：日本騒音制御工学会】 ○
平栗　靖浩 07/06～07/07 松江会場（松江市）及び米子会場（松江市） 第４９回中国地区高等専門学校体育大会松江・米子会場における競技の撮影



平栗　靖浩 07/10～07/11 名古屋大学フィールドﾞ科学教育研究センター東郷フィールド 調査下見＆研究打合せ ○
平栗　靖浩 08/19～08/20 九州大学芸術工学部（福岡市南区塩原４－９－１） *日本音響学会騒音振動研究会での研究発表及び研究打ち合わせ【主催：日本音響学会】 ○
平栗　靖浩 08/26～08/27 大分大学旦野原キャンパス（大分市大字旦野原７００） 実測調査 ○
平栗　靖浩 08/28～09/02 騒音制御工学会会議室及び北海道大学札幌キャンパス *研究打合せ及び研究発表（8/30-9/1）【日本建築学会】 ○
平栗　靖浩 09/03～09/03 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打合せ ○
平栗　靖浩 09/04～09/07 熊本大学黒髪南キャンパス（熊本市中央区黒髪２－３９－１） *平成２５年秋季研究発表会で発表するため【主催：日本騒音制御工学会】 ○
平栗　靖浩 09/08～09/24 インスブルック、オーストリア *国際会議Internoise2013での研究発表・情報収集【Internoise2013】 ○
平栗　靖浩 09/26～09/27 豊橋技術科学大学及び名古屋大学東郷フィールド周辺地域 *2013年秋季研究発表会に参加及び音響計測調査対象地域の下見【日本音響学会】 ○
平栗　靖浩 10/03～10/09 名古屋大学フィールド科学研究センター（愛知郡東郷町諸輪字畑） 音響計測調査のため ○
平栗　靖浩 10/21～10/22 熊本大学関西オフィス（大阪市北区梅田1丁目1番3号） 研究打合せ ○
平栗　靖浩 11/15～11/15 福岡センタービル会議室（博多区博多駅前２－２－１） 研究打ち合わせ ○
平栗　靖浩 11/23～11/24 東京大学生産技術研究所（目黒区駒場４－６－１） 研究打ち合わせ ○
平栗　靖浩 12/26～12/27 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
平栗　靖浩 01/08～01/09 日本騒音制御工学会会議室（千代田区麹町３－１２－６） 騒音制御工学会社会調査データアーカイブ分科会への出席 ○
平栗　靖浩 02/24～03/01 ＥＳＲＩジャパン（東京都千代田区平河町２－７－１） ArcGIS講習会 ○
平栗　靖浩 03/01～03/02 佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市本庄町１） *日本建築学会九州支部研究発表会に参加【日本建築学会九州支部】 ○
平栗　靖浩 03/03～03/04 日本騒音制御工学会事務局会議室（千代田区麹町３－１２－６） ICBEN2014実行委員会及び騒音制御工学会社会調査データアーカイブ分科会に参加 ○
平栗　靖浩 03/11～03/12 日本大学駿河台キャンパス（千代田区神田駿河台１－８－１４） *日本音響学会春期研究発表会参加及び研究打ち合わせ【日本音響学会】 ○
平栗　靖浩 03/18～03/21 ＥＳＲＩジャパン（東京都千代田区平河町２－７－１） *ArcGIS講習会【ＥＳＲＩジャパン】 ○
北村　健太郎 05/18～05/23 幕張メッセ国際会議場（千葉市美浜区中瀬２－１） *日本地球惑星科学連合2013年大会参加のため【主催：（公社）日本地球惑星科学連合】 ○
北村　健太郎 06/23～06/28 ブリスベンコンベンションセンター（オーストラリア） AOGS 10TH ANNUAL MEETING出席 ○
北村　健太郎 07/29～07/29 九州大学国際宇宙天気科学・教育センター（福岡市東区箱崎） 研究打ち合わせ ○
北村　健太郎 08/19～08/21 国立極地研究所（東京都立川市緑町１０－３) 「地上磁場データを用いた放射線帯粒子変動の研究」の打ち合わせ ○
北村　健太郎 09/02～09/02 情報通信研究機構犬吠テストフィールド（千葉県銚子市天王台） FMCEレーダーの調整 ○
北村　健太郎 09/18～09/19 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１） 高専連携プロジェクトの衛星設計コンテストに参加し，発表するため ○
北村　健太郎 10/09～10/11 米子コンベンションセンター（鳥取県米子市末広町２９４） *第５７回宇宙科学技術連合講演会で発表するため【日本航空宇宙学会】 ○
北村　健太郎 11/02～11/05 高知大学（高知市曙町２－５－１） *地球電磁気・地球惑星圏学会第１３４回総会・講演会で研究発表【学会】 ○
北村　健太郎 01/15～01/16 東京電機大学（東京都足立区千住旭町５） *平成２５年度英語授業講義力強化プログラム教育評価研究に参加【高専機構】 ○
北村　健太郎 02/04～02/04 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） エンジニアリングデザイン教育に関する調査・連携打ち合わせ ○
北村　健太郎 02/07～02/08 国立極地研究所（東京都立川市緑町１０－３) 地上磁場データを用いた放射線帯粒子変動の研究打合せ ○
北村　健太郎 02/27～02/28 統計数理研究所（立川市緑町１０－３） 共同研究に関する打ち合わせ ○
北村　健太郎 03/14～03/16 情報通信研究機構及び犬吠テストフィールド 共同研究に関する打ち合わせ及びフィールドワーク ○
北村　健太郎 03/17～03/19 九州大学西新プラザ（福岡市早良区西新２－１６－２３） 福岡研究集会に参加 ○
牧野　俊昭 04/26～04/27 万能テクノロジー（東京都世田谷区玉川２－２５－１０） 共同研究の打合せ（岡本社長） ○
牧野　俊昭 05/10～05/11 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1） 教育研究調査（2013 Japan IT Week 春） ○ ○
牧野　俊昭 05/24～05/24 （株）トヨタプロダクションエンジニアリング（福岡県宗像市） 共同研究等の打合せ(松浦課長) ○
牧野　俊昭 06/13～06/15 パシフィコ横浜及び東京ビッグサイト 教育研究の調査 ○
牧野　俊昭 06/20～06/22 万能テクノロジー（株）・東京ビッグサイト（東京都） 共同研究の打合せ及び教育研究の調査 ○
牧野　俊昭 07/04～07/06 東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１） 教育研究の調査（次世代ロボット製造技術展ほか） ○ ○
牧野　俊昭 07/10～07/11 寺山技術士事務所（東京都目黒区東山３－２２－３３） 技術相談（膨張タービン用ロータＣＡＤ製作技術） ○
牧野　俊昭 07/26～07/27 東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１） 教育研究の調査（ＭＦ－Ｔｏｋｙｏ２０１３プレス・板金・フオーミング展） ○ ○
牧野　俊昭 08/01～08/03 万能テクノロジー（東京都世田谷区玉川２－２５－１０） 共同研究の打合せ（岡本社長） ○
牧野　俊昭 08/22～08/23 万能テクノロジー(東京都世田谷区玉川２－２５－１０) 共同研究の打合せ(Step1開発の最終報告) ○
牧野　俊昭 08/29～08/30 トヨタプロダクションエンジニア（福岡県宗像市アステイ１－６） 共同研究の打合せ（新山主任） ○
牧野　俊昭 09/05～09/07 寺山技術士事務所（東京都目黒区東山３－２２－３３) 技術相談（膨張タービン用大径インペラーCAD・CAM技術） ○
牧野　俊昭 09/09～09/10 岡山大学（岡山県岡山市北区津島中３－１－１） *学会発表（日本機械学会2013年度年次大会）【主催：日本機械学会】 ○
牧野　俊昭 09/12～09/13 東京大学国際工学教育機構(東京都文京区本郷７－３－１) 技術相談（三宅教授） ○
牧野　俊昭 09/19～09/21 米子工業高等専門学校及び東京ビッグサイト 産学連携の打合せ及び教育研究調査 ○
牧野　俊昭 09/27～09/28 東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１） 教育研究の調査（エヌプラス～新たな価値をプラスする材料と技術の複合展～） ○
牧野　俊昭 10/03～10/05 インテック大阪及び大阪大学 教育研究の調査及び技術相談 ○ ○
牧野　俊昭 10/16～10/16 西日本総合展示場(北九州市小倉北区浅野３－７－１) 教育研究調査（中小企業テクノフエアｉｎ九州２０１３） ○
牧野　俊昭 10/17～10/19 北九州高専及び万能テクノロジー（株） 共同研究打合せ及び中間報告 ○
牧野　俊昭 10/23～10/25 パシフイコ横浜（横浜市西区みなとみらい１－１－１） 教育研究調査（３Ｄプリンタ23013,FPD Ｉｎｔｅrnational 2013） ○
牧野　俊昭 10/31～10/31 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 水素関係の指導及び共同研究の打合せ（甲野研究員） ○
牧野　俊昭 11/08～11/09 東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－１１－１） 教育研究調査（２０１３国際ロボット展） ○ ○
牧野　俊昭 11/15～11/16 （株）デザインネットワーク・（株）キーエンス 共同研究の打合せ ○
牧野　俊昭 11/22～11/23 万能テクノロジー（東京都世田谷区玉川２－２５－１０） 共同研究の打合せ（岡本社長ほか） ○
牧野　俊昭 12/06～12/07 ＪＲＣ徳機(株)およびパシフィコ横浜（横浜市） 共同研究の打合せ及び教育調査 ○
牧野　俊昭 12/24～12/24 フレンド株式会社（北九州市小倉北区京町２－２－１６） 共研の打合せ（橋本部長） ○
牧野　俊昭 01/10～01/11 広島大学産学・地域連携センター（東広島市鏡山） 共同研究の打合せ及び産学連携の広大状況調査 ○
牧野　俊昭 01/30～02/01 東京ビッグサイト，日立製作所及び万能テクノロジー 教育研究調査及び共同研究打合せ ○
牧野　俊昭 02/26～02/28 寺山技術士事務所，東京ビッグサイト及び日本機械学会 共同研究打合せ及び教育研究調査 ○
牧野　俊昭 03/07～03/08 広島大学産学地域センター（東広島市鏡山１－３１３） 共研成果打合せ及び産学連携成果ご教示 ○
目山　直樹 05/07～05/07 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災教育のための現地点検 ○
目山　直樹 05/10～05/10 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災教育の講師 ○
目山　直樹 05/14～05/14 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災教育の講師，講師陣による会議 ○
目山　直樹 05/21～05/21 防府市役所（防府市寿町７番１号） 教育委員会教職員研修・講師 ○
目山　直樹 06/04～06/04 山口市立阿東東中学校（山口市阿東徳佐中３２８８番地１） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 06/08～06/08 ホテルかめ福（山口市湯田温泉４－５） 平成２５年度技術士会総会 ○
目山　直樹 06/11～06/11 山口市立島地小学校（山口市徳地島地１６） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 06/12～06/12 山口市立徳地中学校（山口市徳地堀１６０６） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 06/17～06/17 周南市立菊川中学校（周南市大字上村６８５） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 06/18～06/18 山口県周南土木建築事務所（周南市毛利町２丁目３８） 久保中学校での防災教育に関する打ち合わせ ○
目山　直樹 06/19～06/19 周南市立和田中学校（周南市大字垰２１５番地の１） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 06/28～06/28 防府市立勝間小学校（防府市警固町２－３－１） 防災出前授業の講師 ○
目山　直樹 07/01～07/03 科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区北の丸公園２－１） 「東日本大震災から学ぶ防災，減災，まちづくり」に参加（科学技術館） ○
目山　直樹 07/16～07/16 （株）ケー・シー・エス九州支社（福岡市博多区博多駅前） 共同研究に関わる打ち合わせ ○
目山　直樹 07/24～07/24 防府市役所（防府市寿町７－１） 副市長，土木都市建設部への表敬訪問，電算統計課への依頼 ○
目山　直樹 07/27～07/29 土木学会（東京都新宿区四谷１） 第４回土木と学校教育フォーラム（ポスター発表） ○
目山　直樹 07/31～07/31 （株）福山コンサルタント山口事務所及び山口県庁（山口市） 打ち合わせ，資料収集 ○
目山　直樹 08/16～08/16 （株）ケー・シー・エス九州支社（福岡市博多区博多駅前） 打ち合わせ ○
目山　直樹 08/22～08/23 名古屋市，豊橋市役所及び豊橋技術科学大学（名古屋市・豊橋市） 建築物視察，資料収集及び共同研究の学生成果報告会への引率 ○
目山　直樹 08/24～08/24 防府市西浦公民館（防府市大字西浦）・防府市役所（防府市寿町） 総合防災訓練（８月３１日）にGPSロガーで計測するための説明 ○
目山　直樹 08/27～08/27 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 第4回防災授業のため ○ ○
目山　直樹 08/29～09/01 北海道大学（札幌市北区北１３条西８丁目） *２０１３年度日本建築学会大会北海道に参加【主催：日本建築学会】 ○
目山　直樹 09/02～09/02 牟礼小学校（防府市大字牟礼１０６） 牟礼小学校における防災講演会 ○
目山　直樹 09/03～09/07 日本大学津田沼キャンパス（習志野市泉町１－２－１） *平成２５年度全国大会第６８回年次学術講演会で発表【主催：土木学会】 ○
目山　直樹 09/10～09/10 防府市勝間公民館（防府市警固町１－７－４２） 勝間地域防災講演会講師 ○
目山　直樹 09/11～09/11 防府市西浦公民館（防府市大字西浦） 西浦地域防災講演会 ○
目山　直樹 09/13～09/13 防府市立牟礼南小学校（防府市大字江泊１３６１） 防災出前授業 ○
目山　直樹 09/19～09/19 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災授業の実施 ○
目山　直樹 09/22～09/22 福岡建設専門学校 豊橋技科大との共同研究打ち合わせ ○
目山　直樹 09/24～09/24 光市立島田小学校（光市島田５－１５－１） 防災出前授業 ○
目山　直樹 09/25～09/25 防府市立小野中学校（防府市大字奈美２５） 防災出前授業 ○
目山　直樹 09/27～09/27 山口県庁都市計画課（山口市滝町１－１） 都市計画基礎調査の閲覧並びに借用 ○
目山　直樹 10/02～10/02 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災教育（授業と打ち合わせ） ○
目山　直樹 10/03～10/03 防府市立新田小学校（防府市大字新田１０１４－１） 防災授業の打ち合わせ ○
目山　直樹 10/11～10/11 防府市立新田小学校（防府市大字新田１０１４－１） 防災授業 ○
目山　直樹 10/12～10/12 防府市新田公民館（防府市大字浜方１８２－６） 防災講演会講師 ○
目山　直樹 10/14～10/15 ケー・シー・エス（株）九州支社及び福山コンサルタント（株） 共同研究打ち合わせ ○
目山　直樹 10/16～10/16 防府市立新田小学校（防府市大字新田１０１４－１） ＰＴＡ防災講演会の講師 ○
目山　直樹 10/17～10/17 山口県都市計画課（山口市滝町１－１） 都市計画基礎調査の貸出し ○
目山　直樹 10/22～10/22 防府市牟礼公民館 牟礼地域防災講演会の講師 ○
目山　直樹 10/25～10/28 桐生市市民文化会館（桐生市織姫町２－５） *日本災害情報学会大会第１５回学会大会でポスター発表【学会】 ○
目山　直樹 10/29～10/31 都市センターホテル（東京都千代田区平河町２－４－１） 第３０回日本道路会議に参加 ○
目山　直樹 11/01～11/01 防府市立西浦小学校（防府市大字西浦１９４４－１） 防災出前授業 ○
目山　直樹 11/12～11/12 防府市立牟礼小学校（防府市大字牟礼１０６） 防災出前授業 ○
目山　直樹 11/15～11/15 防府市立華陽中学校（防府市大字田島７１９－２） 防災教育打ち合わせ ○
目山　直樹 11/22～11/22 東ソー会館（周南市） 周南地区地域対話へ参加 ○
目山　直樹 11/29～11/29 下松市立久保中学校（下松市大字山田１２２） 防災教育・避難訓練の実施 ○
目山　直樹 12/02～12/03 （株）福山コンサルタント福岡本社（福岡市博多区博多駅東） 共同研究打ち合わせ ○
目山　直樹 12/12～12/12 周南市立勝間小学校（周南市勝間ヶ丘１－１） 通学路の安全対策に関する打ち合わせ ○
目山　直樹 12/22～12/23 阿川・人丸・仙崎・地区の通学路及び幡生駅自転車駐輪場 長門市内ほか ○
目山　直樹 02/04～02/04 下関市中央図書館（ 下関市細江町３－１－１ ） 資料収集（豊橋との共同研究） ○
目山　直樹 02/05～02/05 福山コンサルタント（福岡市博多区博多駅東３－６－１８） 次期共同研究の打ち合わせ ○
目山　直樹 02/12～02/12 国立公文書館（東京都千代田区北の丸公園３－２） 資料収集 ○
目山　直樹 02/13～02/13 下関市中央図書館（下関市細江町３－１－１） 資料返却 ○
目山　直樹 02/15～02/15 明石工業高等専門学校（明石市魚住町西岡） 共同研究打ち合わせ ○
目山　直樹 03/01～03/02 広島大学工学部（東広島市鏡山１-４-１） *平成２５年度日本建築学会シンポジウム及び中国支部研究発表会に参加【日本建築学会中国支部】 ○
目山　直樹 03/12～03/12 山口県文書館及び山口県庁 資料収集 ○
目山　直樹 03/19～03/19 山口県公文書館（山口市後河原１５０－１） 資料収集 ○
目山　直樹 03/25～03/25 下関市教育委員会，中央図書館及び下関市立第三幼稚園 公文書開示請求，資料収集 ○
目山　直樹 03/30～03/31 国立公文書館（千代田区北の丸公園３－２） 資料収集 ○
力　規晃 05/10～05/10 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 共同研究打ち合わせ ○
力　規晃 06/05～06/07 富山国際会議場「大手町フォーラム」(富山市大手町１－２) ２０１３年度人工知能学会全国大会（第２７回）に参加 ○
力　規晃 07/10～07/10 徳山高専 公開授業「IE2プログラミング言語」参加 ○
力　規晃 08/28～08/29 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 共同研究打ち合わせ ○
力　規晃 11/15～11/15 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 共同研究打ち合わせ ○
力　規晃 03/18～03/19 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 共同研究打ち合わせ ○
林　嘉雄 12/01～12/03 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋２－１－２） *平成２５年度国立高等専門学校機構情報担当者研修会に参加【高専機構】 ○
林　嘉雄 02/21～02/22 文部科学省東館３階講堂（東京都千代田区霞が関３－２－２） *平成２５年度情報セキュリティセミナーに参加【文部科学省】 ○
林　嘉雄 03/17～03/18 九州工業大学情報工学部（飯塚市川津６８０－４） *第９回情報技術研究会に参加【九工大情報工学部】 ○
鈴木　厚行 07/22～07/28 Prague Congress Center（プラハ） *2013Joint UFFC,EFTF and PFM Symposium発表（主催：IEEE） ○
鈴木　厚行 08/19～08/20 愛知県産業労働センター（名古屋市中村区名駅４－４－３８） 第１１回全国高専テクノフォーラムに参加 ○
鈴木　厚行 09/30～10/02 長岡技術科学大学（長岡市上富岡町１６０３－１） *拡大ＶＯＳ塾（科研費関連）への参加【長岡技科大】 ○



鈴木　厚行 11/22～11/22 同志社大学室町キャンパス（京都市上京区烏丸通上立売下ル御所）
*第３４回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウムに参加
【超音波シンポジウ運営委員会】

○

鈴木　厚行 03/09～03/11 日本大学駿河台キャンパス（千代田区神田駿河台１－８－１４） *日本音響学会春期研究発表会に参加するため【日本音響学会】 ○
栁澤　秀明 05/17～05/18 山口県由宇青少年自然の家（岩国市由宇町字深山２２７３－２） 平成２５年度情報電子工学科ＩＥ２合宿研修
栁澤　秀明 06/10～06/13 リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区） 2013 Symposia on VLSI Technology and Circuitsに参加 ○
栁澤　秀明 08/04～08/09 東京大学武田先端知ビル（東京都文京区本郷） 平成２５年度第１回ＶＤＥＣ　ＣＡＤ講習会参加 ○
栁澤　秀明 09/03～09/08 韓国光州広域市 *国際会議発表　NBiSW ITIS-2013【NBiS-2013実行委員会】 ○
栁澤　秀明 09/08～09/13 東京大学武田先端知ビル（東京都文京区本郷） 平成２５年度第１回ＶＤＥＣ　ＣＡＤ講習会参加 ○
栁澤　秀明 10/19～10/19 岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中１－１－１） *平成２５年度（第６４回）電気・情報関連学会中国支部連合大会に参加【大会実行委員会】 ○
栁澤　秀明 01/20～01/22 東京大学ス武田先端知ビル（東京都文京区本郷） *平成２５年度ＶＤＥＣリフレッシュ教育コース（コースＭ１）に参加【東京大学】 ○

髙橋　愛 05/24～05/26 仙台国際センター（仙台市青葉区青葉山）
*日本ナサニエル・ホーソン教会第３２回全国大会参加のため
【主催：日本ナサニエル・ホーソーン協会】

○

髙橋　愛 06/29～06/29 福岡女学院中高（福岡県福岡市南区日佐３－４２－１） *日本多読学会福岡多読教育新人セミナーで発表をするため【主催：日本多読学会】 ○
髙橋　愛 08/02～08/04 武蔵野大学有明キャンパス（東京都江東区有明３－３－３） ２０１３日本多読学会年会に参加 ○
髙橋　愛 08/21～08/23 豊橋技術科学大学（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１） *第２５年度全国高専教育フォーラムで発表をするため【主催：高専機構】 ○
髙橋　愛 08/31～09/01 福岡県男女共同参画センター・あすばる（福岡県春日市原町） *【主催：ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ全国ﾈｯﾄﾜｰｸ】第１９回全国集会に参加 ○
髙橋　愛 09/12～09/16 延生大学（韓国ソウル） *World Congress in Extensive Readingで発表をするため ○
髙橋　愛 10/11～10/13 明治学院大学白金キャンパス（東京都港区白金台１-２-３７） *日本アメリカ文学会第５２回全国大会で発表するため【日本アメリカ文学会】 ○
髙橋　愛 11/30～11/30 広島経済大学立町キャンパス（広島市中区立町２－２５） *中・四国アメリカ学会第４１回年次大会に参加【中・四国アメリカ学会】 ○
髙橋　愛 12/12～12/13 岩国市民会館（岩国市山手町１－１５－３） *平成２５年度中国地区高等専門学校教員研究集会に参加【大島高専】 ○
髙橋　愛 01/15～01/16 東京電機大学（東京都足立区千住旭町５） *平成２５年度英語授業講義力強化プログラム教育評価研修に参加【高専機構】 ○
髙橋　愛 02/23～02/23 武庫川女子中学・高等学校（西宮市枝川町４－１６） *日本多読学会関西多読指導新人セミナーに参加【日本多読学会】 ○
髙橋　愛 03/14～03/16 都留文科大学（都留市田原３－８－１） 研究打合せ ○
髙橋　愛 03/17～03/18 米子ワシントンホテルプラザ及び米子工業高等専門学校 *平成２５年度中国地区高等専門学校教員研修に参加【米子高専】 ○
髙山　泰博 04/16～04/16 九州大学　伊都キャンパス 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 04/19～04/20 九州大学　箱崎キャンパス 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 05/14～05/14 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 研究打ち合わせ及びシンポジウム参加 ○
髙山　泰博 06/01～06/01 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 06/21～06/24 筑波大学筑波キャンパス春日エリア（つくば市天王台１－１－１） アジア情報アクセスサマースクール発表・参加のため ○
髙山　泰博 07/23～07/23 海峡メッセ下関（下関市豊前田町３－３－１） 「地域イノベーション創出２０１３ｉｎやまぐち」に参加 ○
髙山　泰博 07/30～07/30 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 08/04～08/04 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 08/28～08/28 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 09/01～09/04 慶応義塾大学三田キャンパス（東京都港区三田２－１５－４５） *国際会議PACLING2013発表のため【PACLING2013】 ○
髙山　泰博 10/02～10/02 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 10/23～10/23 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 11/17～11/17 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 11/20～11/20 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 12/04～12/04 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 12/06～12/07 国立情報学研究所（千代田区一ツ橋２－１－２） *第５回情報アクセスシンポジウムに参加【情報処理学会】 ○
髙山　泰博 01/15～01/15 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 02/22～02/22 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 03/09～03/09 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 03/11～03/11 九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡７４４） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 03/18～03/18 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○
髙山　泰博 03/24～03/24 九州大学箱崎キャンパス（福岡市東区箱崎６－１０－１） 研究打ち合わせ ○


