
3.平成24年度個人別FD活動報告
氏名 期間 場所 内容 教育活動 研究活動

長戸　喜隆 05/16～05/16 松江工業高等専門学校 平成24年度第一回中国地区８高専学生相談室長会議出席 ○
長戸　喜隆 09/04～09/04 松江工業高等専門学校 平成２４年度第２回学生相談室長連絡会議出席 ○
長戸　喜隆 11/07～11/08 豊橋技術科学大学 技科大と発達障害学生支援の連携を図る意見交換会に出席 ○
長戸　喜隆 03/23～03/24 ピュアリティまきび 高専教育改革推進経費成果報告会（３月２３日）出席 ○
大橋　正夫 05/28～05/31 香港VTC 香港VTC視察 ○
大橋　正夫 03/22～03/25 立命館大学びわこ・くさつキャンパス 日本化学会第93春季年会出席発表 ○
大橋　正夫 04/16～04/17 文部科学省 平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰式出席 ○
大橋　正夫 06/26～06/26 学術総合センター マレーシア高専予備教育プログラム改善検討ＷＧ出席 ○
大橋　正夫 09/03～09/03 宇部高専 徳山宇部高専合同研修会 ○
大橋　正夫 10/26～10/26 学術総合センター マレーシア高専予備教育プログラム改善検討WG出席 ○
大橋　正夫 02/19～02/19 学術総合センター マレーシア高専予備教育プログラム改善検討WG出席 ○
天内　和人 04/27～04/28 高松テルサ　高松市屋島西町2366-1 平成２４年度中国・四国地区高等専門学校専攻科交流会 ○
天内　和人 07/20～07/24 芝浦工業大学芝浦キャンパス，一橋記念講堂（学術情報センター） ・「工学（融合複合・新領域）関連分野」審査講習会，大学評価フォーラム ○
天内　和人 08/21～08/24 芝浦工業大学豊洲キャンパス ・工学教育研究講演会（第６０回年次大会）参加（発表）のため ○
天内　和人 08/27～08/31 国立オリンピック記念青少年総合センター、大阪府立大学 ・全国高専教育フォーラム（東京）研究発表、「ポートフォリオシンポジウム」（大阪）参加 ○
天内　和人 09/07～09/09 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神町３－・全国高等専門学校英語教育学会（発表） ○
天内　和人 12/09～12/14 国立総合大学、正修科技大学、台北科技大学（台湾） ・中国の職業教育機関の特徴と学習システムに関する研究のため（科研費研究） ○
天内　和人 03/28～03/30 京都府立大学大学院生命環境科科学（京都市左京区下鴨半木町） 共同研究打合せ、セミナー ○
天内　和人 02/12～02/13 工学院大学（東京都新宿区西新宿1-24-2） ・日本工学教育協会　第７回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」参加 ○
天内　和人 03/12～03/13 呉工業高等専門学校（広島県呉市阿賀南2-2-11） 教員FD講演会、学校視察のため ○
天内　和人 03/23～03/23 ピュアリティまきび（〒700-0907  岡山県岡山市北区下 高専教育改革推進経費成果報告会参加 ○
国重　徹 07/27～07/29 順天堂大学浦安キャンパス（千葉県浦安市高洲2-5-1） ・多読学会年会への参加 ○
国重　徹 09/08～09/10 国立オリッピック記念青少年総合センター ・第36回COCET（全国高等専門学校英語教育学会）研究大会に参加するため　他 ○
国重　徹 08/28～08/30 国立オリンピック記念青少年総合センター ・高専教育フォーラムに参加するため ○
一色　誠子 10/27～10/28 ノートルダム清心女子大学（岡山市北区伊福町２丁目16-9） 日本近代文学会　秋季大会出席 ○
一色　誠子 03/26～03/28 室生犀星記念館（石川県金沢市千日町３－２２） 展示資料閲覧と蔵書資料閲覧・撮影 ○
一色  誠子 11月27日 梅光学院大学 研究（室生犀星）打ち合わせ／資料閲覧 ○
一色  誠子 1月7日 梅光学院大学 研究（室生犀星）打ち合わせ／資料収集 ○
一色  誠子 2月22日 梅光学院大学 研究（室生犀星）打ち合わせ ○
一色  誠子 9月3日 宇部工業高等専門学校 宇部・徳山合同ＦＤ研修会 ○
一色  誠子 11月16日 周南市立住吉中学校 中高連絡協議会（国語部会）、模擬授業参観 ○
谷本　圭司 03/23～03/23 ピュアリティまきび 高専教育改革推進経費成果報告会（３月２３日）参加 ○
谷本　圭司 08/13～08/13 柳井市　難波庵 技術相談2件の依頼に関する調査・報告・討論 ○
谷本　圭司 08/24～08/24 柳井市　難波庵 技術相談１件の依頼に関する調査・討論 ○
小川　仁志 06/16～06/16 九州大学法学部大会議室 現代規範理論研究会への出席 ○
小川　仁志 09/16～09/16 東洋大学白山キャンパス２号館１６階スカイホール 国際シンポジウム「グローバルな現実に向きあう哲学」への出席（社会思想史学会） ○
小川　仁志 10/20～10/21 専修大学神田キャンパス７号館 現代規範倫理研究会への参加 ○
小川　仁志 11/17～11/18 専修大学神田キャンパス７号館 現代規範倫理研究会において研究発表 ○
小川　仁志 7月9日 周南市総合スポーツセンター 愛育会理事会 ○
小川　仁志 10月12日 光高校 生徒指導連絡会 ○
小川　仁志 12月6日 周南市文化会館 愛育会理事会 ○
小川　仁志 3月4日 周南市総合スポーツセンター 愛育会理事会 ○
柏倉　知秀 05/26～05/27 早稲田大学戸山キャンパス（東京都新宿区戸山1-24-1） バルト＝スカンディナヴィア研究会5月例会に出席 ○
柏倉　知秀 07/28～07/29 早稲田大学戸山キャンパス（新宿区戸山1-24-1） バルト=スカンディナヴィア研究会7月例会で報告 ○
柏倉　知秀 08/20～09/14 リューベック市立文書館（ドイツ） 資料収集 ○
柏倉　知秀 07/21～07/22 近畿大学会館（大阪市中央区日本橋 1-8-17） 日本ハンザ史研究会第19回研究会に出席 ○
柏倉　知秀 09/18～09/20 立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区西池袋3-34-1） 文献調査 ○
柏倉　知秀 11/30～12/02 中央大学（東京都八王子市東中野742-1） ・日本ハンザ史研究会第20回研究会で報告 ○
笠置　映寛 07/08～07/13 釜山（韓国） ・ICM2012国際会議への参加及び研究発表のため ○
笠置　映寛 04/27～04/28 高松テルサ H24中国・四国地区高等専門学校専攻科生研究交流会 ○
笠置　映寛 05/11 広島大学 ・金属磁性材料の作成、及び高周波透磁率測定に関する研修 ○
笠置　映寛 06/14 広島大学 ・金属磁性材料の作成、及び高周波透磁率測定に関する研修 ○
笠置　映寛 08/21～08/23 広島大学 ・金属磁性材料の作成、及び高周波透磁率測定に関する研修 ○
笠置　映寛 09/17～09/21 横浜国立大学 ・日本物理学会2012秋季大会への出席及び研究発表のため ○
笠置　映寛 03/25～03/28 広島大学　東広島キャンパス ・日本物理学会第68回年次大会への出席及び研究発表のため ○
髙橋　愛 04/06～04/06 広島大学総合科学部 研究打ち合わせのため ○
髙橋　愛 04/12～04/12 広島大学総合科学部 研究打ち合わせのため ○
髙橋　愛 05/25～05/27 日本大学文理学部（東京都世田谷区桜上水） ・日本ナサニエル・ホーソーン協会全国大会に出席するため ○
髙橋　愛 06/21～06/21 広島大学総合科学部 研究打ち合わせのため ○
髙橋　愛 06/30～06/30 慶應義塾大学三田キャンパス 日本アメリカ文学会東京支部6月例会に参加するため ○
髙橋　愛 07/22～07/24 （財）宮城県教育会館（仙台市青葉区柏木1-2-45） ・平成２４年度留学生・国際交流実務担当者研究集会参加のため ○
髙橋　愛 09/03～09/04 ラフォーレ倶楽部ホテル中軽井沢（長野県北佐久郡長倉4339） ・日本メルヴィル学会に参加するため ○
髙橋　愛 07/27～07/29 順天堂大学浦安キャンパス（浦安市高洲2-5-1) ・日本多読学会年会に参加・発表をするため ○ ○
髙橋　愛 10/27～10/28 高知大学（高知市曙町2丁目5-1） 日本英文学会中四国支部第65回大会で発表をするため ○
髙橋　愛 10/13～10/14 名古屋大学（愛知県名古屋市千種区不老町） ・第51回日本アメリカ文学会全国大会に参加するため ○
髙橋　愛 12/01～12/01 別府大学（大分県別府市北石垣82） ・平成24年度中・四国アメリカ文学会冬季大会で司会をするため ○
髙橋　愛 03/11～03/18 New Bedford Whaling Museum（アメリカ・マサチューセッツ州） 資料収集のため ○
髙橋　愛 9/8〜9/9 国立オリンピック記念青少年総合センター 平成２４年度COCET研究大会に参加 ○
髙橋　愛 2/14〜2/14 岐陽中学校 平成２４年度周南市中・高教科別研究協議会に参加 ○
長廣  恭子 H24.9.3 宇部高専 徳山宇部高専合同研修会 ○
牧野俊昭 計３４回 牧野研究室 技術相談 ○
牧野俊昭 計１５回 牧野研究室 共同研究の打合せ ○
伊藤　尚 04/18～04/20 名古屋市中小企業振興会館（名古屋市千種区吹上2-6-3） 第１回再生可能エネルギー展（再生可能エネルギー協議会において発表） ○
伊藤　尚 06/08～06/08 山口県産業技術センター 第一回新エネルギー研究会参加 ○
伊藤　尚 09/06～09/08 山口大学（吉田キャンパス） ・照明学会全国大会発表 ○
伊藤　尚 12/11～12/15 台湾大学 ・国際学会（ICIDM）参加 ○
伊藤　尚 11/23～11/26 秋田高専（秋田県秋田市飯島文京町１番１号） ・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」発表 ○
伊藤　尚 12/04～12/07 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1） 「第7 回再生可能エネルギー世界展示;会」アカデミックギャラリー 研究成果発表 ○
藤田　重隆 10/04～10/04 広島工業大学 研究打ち合わせ ○
藤田　重隆 3/25～3/25 広島工業大学 研究打ち合わせ ○
櫻本　逸男 07/14～07/15 豊橋技術科学大学 ・日本実験力学会年次大会出席 ○
櫻本　逸男 07/17～07/17 徳山小学校 ＳＰＰロボット授業 ○
櫻本　逸男 08/25～08/25 徳山高専テクノセンター 市民ロボコン教室 ○
櫻本　逸男 08/26～08/26 徳山高専テクノセンター 市民ロボコン教室 ○
櫻本　逸男 09/01～09/01 徳山高専テクノセンター 市民ロボコン教室 ○
櫻本　逸男 08/29～08/29 熊毛公民館 市民ロボコン教室 ○
櫻本　逸男 08/30～08/30 須々万公民館 市民ロボコン教室 ○
櫻本　逸男 09/12～09/12 徳山小学校 ＳＰＰロボット授業 ○
櫻本　逸男 09/13～09/13 徳山小学校 ＳＰＰロボット授業 ○
櫻本　逸男 09/24～09/25 学術総合センター ・平成24年度国立高専機構高専教員研修（管理職研修） ○
櫻本　逸男 09/05～09/06 信州大学医学部付属病院 平成24年度課題解決型医療機器等開発事業　第一回全体推進会議出席 ○
櫻本　逸男 10/12～10/19 ニューオーリンズ、アメリカ合衆国 ・２０１２ニューロサイエンス学会出席（発表含む） ○
櫻本　逸男 01/18～01/19 ナカシマメディカル株式会社（Ｒ＆Ｄセンター） 実験および研究打ち合わせのため ○
櫻本　逸男 01/11～01/12 ナカシマメディカル株式会社（岡山市東区上道北方６８８－１） 人工関節機能高度化研究会および研究打ち合わせのため ○
櫻本　逸男 12/07～12/07 テクノサポート岡山（岡山市北区芳賀5301） 課題解決型事業　第2回全体推進会議へ出席のため ○
櫻本　逸男 02/08～02/09 ナカシマメディカルＲ＆Ｄセンター（ 岡山市北区芳賀5322） 研究打ち合わせのため ○
西村　太志 05/27～05/27 岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中3-1-1） ・日本材料学会第６１期通常総会・学術講演会にて発表のため ○
西村　太志 08/22～08/24 長岡技術科学大学 ・高専－長岡技科大（機械系）教員交流研究集会参加のため ○
西村　太志 12/15～12/16 明石市立産業交流センター 第５回高専における設計教育高度化のための産学連携ワークショップ参加のため ○
西村　太志 02/12～02/13 工学院大学（新宿区西新宿1-24-2） ・第7回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」参加のため ○
池田　光優 09/26～09/27 東京大学工学部7号館（東京都文京区本郷7丁目） 「拡大微小重力燃焼固体燃焼WG」に参加 ○
池田　光優 12/05～12/07 愛知県産業労働センターウインクあいち（名古屋市中村区） 第50回燃焼シンポジウムに参加 ○
池田　光優 12/15～12/16 明石市立産業交流センター（兵庫県明石市大久保町ゆりのき通） 第5回高専における設計教育高度化のための産学連携ワークショップへの参加 ○
池田　光優 03/24～03/27 植松電機株式会社（北海道赤平市共和町230番地50） 微小重力環境を利用した固体燃焼現象検討WGにおける微小重力実験の実施 ○
飛車　来人 11/23～11/25 秋田高専 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 ○
飛車　来人 03/26～03/29 広島大学　東広島キャンパス ・日本物理学会の春季大会に参加 ○
張間　貴史 06/02～06/03 神戸女子大学ポートアイランドキャンパス（神戸市中央区） 第1回全国インターアクト研究会出席 ○
張間　貴史 10/13～10/14 日本工業大学（埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1） 第４回日本工業大学３Ｄ-ＣＡＤプロダクトデザインコンテスト授賞式出席 ○
張間　貴史 11/30～11/30 公立学校共済組合岡山宿泊所「ピュアリティまきび」 ・中国・四国工学教育協会高専部会教員研究集会に出席・事例報告 ○
張間　貴史 12/15～12/16 明石市立産業交流センター（明石市大久保町ゆりのき通1丁目） 高専における設計教育高度化のための産学連携ワークショップ出席 ○
張間　貴史 03/25～03/27 一橋講堂（学術総合センター）東京都千代田区一ツ橋2-1-2 ２０１２年度 全国高専女子フォーラムに参加 ○
張間　貴史 03/23～03/23 ピュアリティまきび 高専教育改革推進経費成果報告会（３月２３日）参加 ○
北村　健太郎 05/19～05/24 幕張メッセ国際会議場 ・日本地球惑星科学連合2012年大会 ○
北村　健太郎 08/13～08/17 シンガポール共和国 ・Asia Oceania Geosciences Society (AOGS）参加のため ○
北村　健太郎 06/25～06/25 九州大学　箱崎キャンパス 宇宙天気研究に関する研究打ち合わせ ○
北村　健太郎 07/18～07/18 九州大学　箱崎キャンパス FMCWレーダー観測に関する研究打ち合わせ ○
北村　健太郎 07/27～07/30 情報・システム研究機構国立極地研究所及び犬吠テストフィールド 研究打ち合わせ ○
北村　健太郎 08/22～08/25 星槎湘南大磯キャンパス（神奈川県中郡大磯町国府本郷） アウトリーチ活動の一環としての事業「スペースウェザークラブ夏の学校」の講師 ○
北村　健太郎 09/09～09/13 カナダ（サスカチュワン州ワデナ） 科研費分担研究に関する地磁気観測のため ○
北村　健太郎 10/19～10/23 札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌6条1丁目） ・第132回　地球電磁気・地球惑星圏学会 総会および講演会参加のため ○
北村　健太郎 11/09～11/10 宇宙航空研究開発機構事業所等一覧相模原キャンパス 地上磁場観測データと衛星観測データの比較研究のための研究打ち合わせ ○
北村　健太郎 11/26～11/27 国立極地研究所（東京都立川市緑町10-3) ・第3回極域科学シンポジウム参加及び発表のため ○
北村　健太郎 12/08～12/09 豊橋技術科学大学 高専連携プロジェクト「ネットワーク衛星デザイン工房」参加のため ○
北村　健太郎 01/15～01/16 情報通信研究機構 地磁気観測及びFMCWレーダー観測研究の打ち合わせのため ○
北村　健太郎 03/25～03/27 学術総合センター 全国高専女子フォーラム参加 ○
北村　健太郎 03/04～03/06 九州大学西新プラザ（福岡市早良区西新2-16-23） 地域ネットワークによる宇宙天気の観測・教育活動に関する研究集会　 ○
北村　健太郎 02/07～02/09 国立極地研究所（東京都立川市緑町10-3) 共同研究（地球磁場データを用いた放射線帯粒子変動の研究）に関する打ち合わせ ○
北村　健太郎 03/12～03/13 津山工業高等専門学校 ・平成２４年度中国地区国立高等専門学校教員研修 ○
福田　明 09/03～09/03 宇部工業高等専門学校 ・徳山高専・宇部高専合同研修会のため ○ ○
福田　明 09/13～09/13 徳山工業高等専門学校 共同研究に関する打ち合わせ ○
福田　明 09/16～09/16 九州工業大学戸畑キャンパス 精密工学会秋季大会参加 ○
福田　明 10/29～10/29 九州工業大学情報工学部 研究打ち合わせ ○
福田　明 12/25～12/25 豊橋技術科学大学 平成２４年度高専・技科大連携教員研究集会に参加 ○
福田　明 02/15～02/15 徳山工業高等専門学校 技術相談 ○
福田　明 03/05～03/05 山口大学  常盤キャンパス JST拠点機器 レーザ形状測定器デモ試用のため ○
福田　明 03/12～03/13 （株）荏原製作所　藤沢事業所 共同研究打ち合わせ ○
三浦　靖一郎 05/02～05/05 天満研修センター（大阪・梅田） 特別支援教育士養成講習会受講のため ○
三浦　靖一郎 07/14～07/16 天満研修センター（大阪府） ・特別教育支援士養成セミナー参加のため（学生相談室） ○
三浦　靖一郎 08/16～08/17 天満研修センター（大阪府） ・特別教育支援士養成セミナー参加のため（学生相談室） ○
三浦　靖一郎 06/19～06/26 トルコ・イスタンブール ・国際会議ＩＴＨＥＴ２０１２参加のため ○



三浦　靖一郎 07/27～07/29 明治学院大学（東京都） ・特別教育支援士養成セミナー参加のため（学生相談室） ○
三浦　靖一郎 08/03～08/06 TKP仙台カンファレンスセンター（宮城県仙台市） ・特別教育支援士養成セミナー参加等のため（学生相談室） ○
三浦　靖一郎 11/07～11/08 豊橋技術科学大学 中国地区学生相談室関係の打ち合わせ等 ○
三浦　靖一郎 09/14～09/16 明治学院大学白金校舎 ・特別支援教育士養成セミナー参加のため ○
三浦　靖一郎 10/05～10/09 仙台国際センター 日本LD学会参加のため ○
三浦　靖一郎 11/23～11/25 秋田高専 ・日本機械学会（技術と社会の関連を巡って：過去から未来を訪ねる）にて口頭発表のため ○
三浦　靖一郎 10/31～11/02 国立オリンピックセンター ・全国高専メンタルヘルス研修会参加のため ○
三浦　靖一郎 11/17～11/19 東京国際フォーラム ・第50回全国学生相談研修会参加のため ○
三浦　靖一郎 12/21～12/22 天満研修センター 特別支援教育士養成セミナー参加のため ○
三浦　靖一郎 02/02～02/03 九州大学医学部百年講堂，佐世保高専 ・特別支援教育士養成セミナー参加及び学生支援関係打合せ ○
三浦　靖一郎 02/05～02/06 広島市手をつなぐ育成会（広島市西区） ・障害者生活相談員の認定講習参加のため ○
三浦　靖一郎 02/27～02/28 中央障害者雇用情報センター（東京都墨田区） 就労支援機器説明会参加のため ○
三浦　靖一郎 02/01～02/01 山口県セミナーパーク ・やまぐち教育フォーラムへの参加のため ○
三浦　靖一郎 03/28～03/30 長岡技術科学大学 高専・技科大サイエンスフォーラム参加のため ○
三浦　靖一郎 03/23～03/24 ピュアリティまきび 高専教育改革推進経費成果報告会（３月２３日）参加 ○
三浦　靖一郎 02/16～02/17 明治学院大学　白金校舎 ・特別支援教育士養成セミナー参加のため ○
森﨑　哲也 06/29～06/29 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 07/13～07/13 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 07/20～07/20 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 11/30～11/30 山口大学工学部 研究打ち合わせ
森﨑　哲也 12/11～12/15 National Taiwan University ICIDM学会参加 ○
森﨑　哲也 03/25～03/25 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
森﨑　哲也 02/18～02/18 山口大学工学部 研究打ち合わせ ○
鈴木　厚行 05/28～05/31 香港VTC　（Chai Wan, Hong Kong） 香港VTC視察のため ○
鈴木　厚行 11/12～11/14 千葉大学西千葉キャンパス 学会発表（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） ○
鈴木　厚行 02/14～02/14 マツダ広島本社（広島県安芸郡府中町新地3-1） 技術シーズ発信会に出展するため ○
鈴木　厚行 03/12～03/15 東京工科大学八王子キャンパス（東京都八王子市片倉町1404） 学会発表（日本音響学会） ○
藤本　浩 09/28～09/29 福岡工業大学 日本機械学会九州支部　福岡講演会参加のため ○
藤本　浩 02/06～02/06 広島国際会議場（広島市中区中島町1-5) ・Solid Works　World　JAPAN　in　広島　参加のため ○
山田　健仁 04/19～04/19 中國工業株式会社（山口県光市） 共同研究打ち合わせ ○
山田　健仁 05/14～05/14 中國工業株式会社（山口県光市） 共同研究打ち合わせ ○
山田　健仁 05/23～05/23 新立電機株式会社（山口県下松） 共同研究打ち合わせ ○
山田　健仁 06/05～06/05 新立電機株式会社（山口県下松） 共同研究打ち合わせ ○
山田　健仁 07/11～07/11 新立電機株式会社（山口県下松） 共同研究打ち合わせとインターンシップ巡回 ○
山田　健仁 08/03～08/03 中國工業株式会社（山口県光市） 共同研究打ち合わせ ○
山田　健仁 08/10～08/10 新立電機株式会社（山口県下松） 共同研究打ち合わせとインターンシップ巡回 ○
山田　健仁 08/20～08/20 国立京都国際会館 全国高専テクノフォーラムへ参加 ○
義永　常宏 07/27～07/29 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 ○
義永　常宏 09/23～09/25 長崎大学 ・平成24年度（第65回）電気関係学会九州支部連合大会で発表のため ○
義永　常宏 09/22～09/22 九州大学　伊都キャンパス ・日本数学会主催の市民講演会に参加のため ○
義永　常宏 12/09～12/11 九州大学　伊都キャンパス ・電子情報通信学会コンピュテーション研究会出席のため ○
義永　常宏 02/10～02/10 オリンピック記念青少年総合センター 情報オリンピック引率教員間の情報交換会参加 ○ 　
義永　常宏 03/02～03/03 山口大学  常盤キャンパス 研究打ち合わせ ○
奥本　幸 06/03～06/05 国立オリンピック記念青少年総合センター ・平成24年度第１回ネットワーク管理者研修会 ○
奥本　幸 08/30～08/30 広島市立大学 ・映像情報メディア学会出席 ○
重村　哲至 09/21～09/21 福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター（福岡市博多区） Ｒｕｂｙ技術導入促進に向けた高度ＩＴ技術者養成事業 ＜軽量Ruby入門＞　講演会参加 ○
重村　哲至 12/08～12/09 熊本大学　黒髪キャンパス 情報処理学会　コンピュータと教育研究会 ○
原田　徳彦 10/10～10/10 広島大学　学士会館 ・平成２４年度障害学生就学支援ブロック別地域連携シンポジウム（中国四国地区）出席 ○
原田　徳彦 03/26～03/27 富山高専（本郷キャンパス） コアカリキュラム状況調査 ○
髙山　泰博 04/30～03/01 九州大学　伊都キャンパス 内地研究員として研究活動を行うため ○
髙山　泰博 04/30～03/01 九州大学　伊都キャンパス 内地研究員として研究活動を行うため ○
新田　貴之 09/14～09/14 明石工業高等専門学校 ファイアウォールのハンズオントレーニングに参加 ○
新田　貴之 01/08～01/10 国立オリンピック記念青少年総合センター ・平成24年度国立高等専門学校機構　情報担当者研修会参加 ○
栁澤　秀明 04/15～04/20 Beijing Friendship Hotel ・Cyber-Physical Systems Week 2012参加、RTAS発表 ○
栁澤　秀明 05/18～05/18 (株)PALTEK　本社セミナールーム（横浜市港区新横浜） AutoESLご紹介セミナー ○
栁澤　秀明 05/10～05/12 東京ビックサイト クラウドコンピューティングEXPO ○
栁澤　秀明 06/28～06/29 株式会社ＰＡＬＴＥＫ　 新横浜本社 11F セミナールーム FPGA向けRTL設計スタイルガイドセミナー ○
栁澤　秀明 08/19～08/21 東京大学 生産技術研究所 総合研究実験棟(An棟) 2階 コ ・VLSI夏の学校　「LSI技術者のための物理の基礎講座」 ○
栁澤　秀明 08/28～08/30 国立オリンピック記念青少年総合センター ・平成２４年度全国高専教育フォーラム ○
栁澤　秀明 09/03～09/07 ザイリンクス社大崎会場 AutoESLを使用したハイレベルの合成、FPGAデザインフロー ○
栁澤　秀明 09/24～09/30 La Trobe University, City camp ・研究発表（オーストラリア） ○
栁澤　秀明 09/13～09/14 尾道公会堂別館（大・中会議室） DPS研究会参加 ○
栁澤　秀明 10/03～10/06 幕張メッセ 国際会議GCCE2012および最先端IT・エレクトロニクス総合展CEATECに参加 ○
栁澤　秀明 11/15～11/16 彦根キャッスルホテル（彦根市佐和町） ・第153回DPS研究会に出席 ○
栁澤　秀明 03/23～03/30 Catalonia Barcelona Plaza hote ・学会発表　AINA 2013 ○
栁澤　秀明 01/22～01/25 パシフィコ横浜 ・国際会議ASP-DAC参加 ○
栁澤　秀明 03/12～03/13 津山高専 ・中国地区国立高等専門学校教員研修(概ね着任５年程度) ○
古賀　崇了 08/19～08/24 香港理工大学 ・国際会議IEEE TALE2012における教育・研究成果報告 ○
古賀　崇了 09/06～09/09 Sukosol Hotel, Bangkok（タイ） ・国際会議SISA2012における研究報告・運営業務のため ○
古賀　崇了 09/19～09/20 北九州国際会議場 ・国際会議ISATE2012における発表のため ○
古賀　崇了 03/06～03/08 クリエート浜松（静岡県浜松市中区早馬町2-1） ・電子情報通信学会SIS研究会における研究報告のため ○
杉村　敦彦 09/05～09/07 追手門学院　大阪城スクエア(大阪市中央区大手前1－3－20) 就職・キャリア支援研修会[基礎コース]（日本学生支援機構主催） ○
杉村　敦彦 03/25～03/27 一橋講堂（学術総合センター） 2012年度全国高専女子フォーラム ○
力　規晃 04/27～04/27 九州大学　伊都キャンパス 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 05/26～05/29 Xi&#39;anJianguoHotel(中国陝西西安市互助路2) ・SCET2012に参加し、研究発表するため ○
力　規晃 09/03～09/03 九州大学　伊都キャンパス 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 09/04～09/05 法政大学小金井キャンパス（東京都小金井市梶野町3-7-2） ・FIT2012　第11回情報科学技術フォーラムに参加のため ○
力　規晃 10/29～10/29 九州大学　伊都キャンパス（福岡市西区元岡744） 帰納論理プログラミングによる化学実験データの解析に関する研究討論を行うため ○
力　規晃 11/30～11/30 九州大学　伊都キャンパス 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 12/27～12/27 九州大学　伊都キャンパス（福岡市西区元岡744） 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 01/10～01/10 九州大学　伊都キャンパス(福岡市西区元岡744) 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 12/20～12/20 九州大学　伊都キャンパス（福岡市西区元岡744） 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 02/08～02/08 九州大学　伊都キャンパス(福岡市西区元岡744) 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 01/24～01/24 九州大学　伊都キャンパス(福岡市西区元岡744) 帰納論理プログラミングの応用について、研究討論を行うため ○
力　規晃 02/28～02/28 武雄市文化会館（佐賀県武雄市武雄町大字武雄 5538 番地 1) 第92回数理モデル化と問題解決研究発表会の聴講 ○
力　規晃 03/14～03/15 唐津市民交流プラザ(佐賀県唐津市南城内1番1号) 第2回CSPSAT2研究会に参加するため ○
力　規晃 03/29～03/29 九州大学　伊都キャンパス(福岡市西区元岡744) 帰納論理プログラミングによる化学実験データの解析に関する研究討論を行うため ○
原　隆 04/01～04/08 （アンマン・ジェラシュ）ヨルダン ジェラシュ遺跡の構造調査 ○
原　隆 05/20～05/25 プリマホテル（GangNam Seoul） ・IASS2011出席発表 ○
原　隆 05/14～05/14 土木学会図書館（新宿区四谷1丁目外濠公園） ソフトウェア・文献調査 ○
原　隆 05/16～05/17 TIS＆Partners（千代田区神田神保町1-6-1） 構造解析情報収集 ○
原　隆 06/07～06/07 建築会館（東京都港区芝5-26-20） R/Cシェル構造研究打ち合わせ ○
原　隆 06/17～06/20 ブカレストUNESCO事務局 「ルーマニアにおける文化遺産保護意識向上を目的とする世界遺産教育プロジェクト」の講義実習担当 ○
原　隆 06/20～06/23 コロン（ドイツ） 6th International Symposium on Cooling Towers ○
原　隆 06/24～06/26 Yildits　University(トルコ・イスタンブール） 研究打ち合わせ ○
原　隆 06/27～06/30 プレジデントホテル（ロシア・モスクワ） ICCCBE会議参加講演 ○
原　隆 07/08～07/21 （アンマン・ジェラシュ）ヨルダン ・ジェラシュ遺跡の構造調査および発掘 ○
原　隆 07/27～07/27 TIS＆Partners（千代田区神田神保町1-6-1） 構造解析情報収集 ○
原　隆 07/27～07/28 チュニジア大使館（東京都千代田区） チュニジアプロジェクト打ち合わせ ○
原　隆 08/25～09/01 チュニス（チュニジア） ビザンツ遺跡の構造調査 ○
原　隆 09/03～09/03 徳山宇部合同FD（宇部高専） 合同FD ○
原　隆 09/29～10/01 あさひ幼稚園ほか（宮城県南三陸町志津川） 建築家フォーラム　第１１３回参加 ○
原　隆 09/11～09/11 名古屋大学(名古屋市千種区不老町) R/Cシェル構造研究打ち合わせ ○
原　隆 09/12～09/13 名古屋大学(名古屋市千種区不老町) ・日本建築学会大会参加講演 ○
原　隆 09/14～09/20 シエムリアップ（カンボジア） UNESCOタケオ遺跡調査 ○
原　隆 09/21～09/22 建築会館（東京都港区芝5-26-20） ソフトウェア調査 ○
原　隆 11/13～11/16 チェジュ（大韓民国） CODE会議参加講演 ○
原　隆 11/23～11/24 秋葉原駅（千代田区外神田一丁目17番6号） 研究打ち合わせ ○
原　隆 11/27～12/02 パース（オーストラリア） ASEA-SEC１会議参加講演 ○
原　隆 12/25～01/13 トクラ遺跡（リビア・ベンガジ） トクラ遺跡測量構造調査並びに遺跡発掘 ○
原　隆 12/07～12/08 建築会館（東京都港区芝5-26-20） R/Cパネル構造研究打ち合わせ ○
原　隆 12/18～12/18 公集小学校（下松市） 防災授業 ○
原　隆 12/22～12/23 秦野市（神奈川県） 一戸建て解体実験 ○
原　隆 03/05～03/06 筑波大学東京キャンパス（東京都文京区大塚3-29-1） 研究打ち合わせ ○
原　隆 02/12～02/13 建築会館（東京都港区芝5-26-20） RC厚肉シェル接合部強度に関する研究打ち合わせ ○
原　隆 03/02～03/03 岡山理科大学（岡山市） 建築学会中国支部 ○
原　隆 03/18～03/19 建築会館（東京都港区芝5-26-20） R/Cシェル構造研究打ち合わせ ○
上　俊二 07/25～07/26 沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1 マグネシウム系固化材による道路防草実証試験のため ○
上　俊二 08/08～08/08 広島大学　東広島キャンパス ・地盤工学会中国支部　土質工学セミナーに出席のため ○
上　俊二 08/20～08/20 九州国立博物館（福岡県太宰府市） ウッドチップ舗装施工現場の視察 ○
上　俊二 09/23～09/24 石巻市鹿妻南コミュニティハウス（宮城県石巻市鹿妻南2-319 共同研究（ウッドチップ舗装の試験施工）に関する打合せ ○
上　俊二 11/28～11/29 琉球大学 第25回沖縄地盤工学研究発表会に出席のため ○
上　俊二 01/21～01/21 山口大学　工学部 地盤工学会中国支部山口地域幹事会に出席 ○
佐賀　孝徳 11/29～29 山口県立大学 県内大学・高専厚生補導連絡会 ○
佐賀　孝徳 05/23～23 聖光高等学校 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会１回生徒指導主任専門会議 ○
佐賀　孝徳 02/15～15 聖光高等学校 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会3回生徒指導主任専門会議 ○
佐賀　孝徳 06/27～27 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 12/7～7 周南市文化会館 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会 研修会 ○
佐賀　孝徳 04/20～20 徳山高等学校 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 02/1～1 徳山高等学校 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 06/22～22 徳山高等学校 周南市中高生 徒 指 導連絡協議会 ○
佐賀　孝徳 11/20～20 遠石小学校 愛育会　第２回運営委員会 ○
橋本　堅一 03/05～03/06 東京工業大学大岡山（東京都目黒区2-12-1） ・第62回理論応用力学講演会にて講演 ○
古田　健一 03/03～03/03 岡山理科大学 ・2012年度日本建築学会中国支部研究発表会 ○
田村　隆弘 05/02～05/05 台湾（高雄） 国際会議　SSMS2012参加（発表）のため ○
田村　隆弘 06/27～06/27 周南市新南陽ふれあいセンター（周南市福川南町２－１） 橋梁維持管理講習会 ○
田村　隆弘 06/28～06/28 周南市 中学校長会議 ○
田村　隆弘 08/10～08/11 国土交通省東北地方整備局（宮城県仙台市青葉区二日町 9 －1 研究打合せ ○
田村　隆弘 09/06～09/06 山口大学工学部（宇部市常盤台2丁目） 研究打合せ ○
田村　隆弘 11/02～11/03 まちなかキャンパス長岡（長岡市大手通2-6） 研究打合せ ○
田村　隆弘 12/15～12/16 田久保川橋梁建設現場（宮崎県日向市東郷町山陰） 研究打合せ ○
田村　隆弘 03/26～03/27 富山高専本郷キャンパス（富山県富山市本郷町13 番地） モデルコアカリキュラム調査 ○



熊野　稔 04/24～04/25 中国地方整備局（広島市中区上八丁堀） 道の駅の防災に関する資料収集・聞き取り調査 ○
熊野　稔 04/11～04/13 東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1） 第12回光通信技術展参加(道の駅の情報通信技術等の資料収集） ○
熊野　稔 05/02～05/03 大分高専　亀野教授研究室（ 大分市大字牧1666番地） 研究打ち合わせ（共分散構造分析、論文、科研費申請など） ○
熊野　稔 05/18～05/20 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス（大阪府堺市中区学園町１－１） ・平成24年度日本造園学会全国大会参加 ○
熊野　稔 07/19～07/23 建築会館（東京都港区芝5－26－20） ・建築学会第30回地域施設計画研究シンポジウム論文発表　他 ○
熊野　稔 08/05～08/07 兵庫県庁（神戸市中央区下山手通5丁目10番1号）、県内道の駅 道の駅の防災拠点化の調査（兵庫県） ○
熊野　稔 09/11～09/15 名古屋大学東山キャンパス（名古屋市千種区不老町） ・２４年度日本建築学会大会　研究発表 ○
熊野　稔 08/09～08/10 国土交通省九州地方整備局（福岡市博多区博多駅東2丁目10番7 九州の「道の駅」の防災拠点化の聞き取り調査・資料収集 ○
熊野　稔 07/26～07/27 長門市役所 防災と道の駅可能性の現地調査 ○
熊野　稔 08/16～08/17 道の駅　北浦街道豊北（下関市豊北町大字神田上314番1） 下関市道の駅防災拠点可能性調査 ○
熊野　稔 08/11～08/13 島根県庁（松江市）、道の駅浜田（浜田市）、掛谷の里（雲南市） 島根県道の駅防災拠点化の調査 ○
熊野　稔 08/31～09/03 熊本県庁　　山都町(山都町浜町）　道の駅たちばな(八女市）他 道の駅の防災拠点化・情報機能化等調査 ○
熊野　稔 08/30～08/30 萩市民館小ホール(萩市大字江向） やまぐち6次産業化セミナー研修参加 ○
熊野　稔 08/28～08/29 長門市役所（長門市東深川1339番地） 防災と土地利用、道の駅の可能性調査 ○
熊野　稔 09/05～09/09 北陸整備局(新潟市）、道の駅あらい(妙高市）、湯沢町　他 北陸地方道の駅防災拠点化調査 ○
熊野　稔 11/09～11/12 弘前大学（弘前市文京町キャンパス総合教育棟） 2012年度日本都市計画学会学術研究論文発表会出席 ○
熊野　稔 10/17～10/21 建築会館（港区芝）、茨城県民文化センター(水戸市）、神戸　　 道の駅、防災に関する情報収集、第55回建築士会全国大会・第34回自治研大会出席 ○
熊野　稔 10/24～10/26 環境省(東京都千代田区霞が関),　長浜ドーム(滋賀県長浜市） 環境省、琵琶湖環境ビジネスメッセの訪問(都市環境教材作成の資料収集） ○
熊野　稔 10/12～10/13 エコテクノ２０１２、西日本総合展示場（北九州市小倉北区浅野） 都市環境教材作成のためのエコテクノ関連の資料収集 ○
熊野　稔 10/31～11/01 松山市都市開発課（松山市二番町四丁目7-2） 景観まちづくりに関する調査・資料収集 ○
熊野　稔 11/23～11/25 松阪市及び豊橋技科大(豊橋市天伯町雲雀が丘１－１） 防災と土地利用計画、まちづくりの共同研究打ち合わせ ○
熊野　稔 01/12～01/14 滋賀県高島市（藤樹の里あどかわ）他2駅 道の駅防災拠点　滋賀県・岐阜県調査 ○
熊野　稔 12/08～12/09 大分高専　(大分市大字牧1666番地） 防災と土地利用に関する研究打ち合わせ(亀野先生・平岡先生） ○
熊野　稔 12/26～12/28 道の駅那智(那智勝浦町） 道の駅防災機能現地調査 ○
熊野　稔 12/23～12/25 道の駅指宿（鹿児島県指宿市小牧52番地4）道の駅香春（福岡県 道の駅の防災機能現地調査 ○
熊野　稔 01/27～01/28 日本大学理工学部駿河台校舎5号館，日本都市センター ・日本福祉のまちづくり学会15周年記念シンポジウム参加，資料収集 ○
熊野　稔 03/08～03/10 山口県庁道路整備課（山口市滝町） 道の駅の防災化研究うち合わせ兼津和野・浜田調査 ○
熊野　稔 03/15～03/18 道の駅きつれがわ（栃木県さくら市喜連川）その他道の駅 関東道の駅防災拠点化調査（きつれがわ、はにゅう、八王子滝山） ○
熊野　稔 03/23～03/24 長門市湯本旅館協同組合会議室（長門市湯本） ・やまぐち健康省エネ住宅推進協議会24年度研究報告会出席 ○
熊野　稔 03/02～03/03 岡山理科大学（岡山市北区理大町） ・24年度　日本建築学会中国支部研究発表会　研究発表・専攻科生引率 ○
熊野　稔 03/12～03/12 （株）いであＧＥカレッジホール（東京都世田谷区駒沢3丁目） ・２０１３全国「道の駅」シンポジウム（14：00～16：30）参加 ○
熊野　稔 03/28～03/29 建築会館ホール（東京都港区芝５-２６-２０） ・日本建築学会東日本大震災2周年シンポジウム参加 ○
熊野　稔 02/28～03/01 建築環境・省エネルギー機構，豊橋技術科学大学 高専連携教育プロジェクトの打ち合わせのため ○
渡辺　勝利 03/06～03/07 名城大学天伯キャンパス（名古屋市天白区塩釜1-501） ・第回土木学会水工学講演会出席 ○
目山　直樹 04/02～04/02 防府市 防府市防災危機管理課，古谷河内自治会へのヒアリング調査 ○
目山　直樹 05/14～05/14 防府市立向島小学校，防府市消防本部 防災出前授業（共同研究プロジェクトのため） ○
目山　直樹 06/14～06/14 防府市立新田小学校 防災出前授業（防府市との共同研究に関わる事業） ○
目山　直樹 05/12～05/12 福山コンサルタント本社 共同研究打合せ ○
目山　直樹 05/21～05/21 防府市役所 防府市教育委員会教職員研修・講師 ○
目山　直樹 05/24～05/24 豊橋技術科学大学，愛知大学 特別研究推進費の研究課題に関する資料収集，打ち合わせ ○
目山　直樹 06/12～06/12 防府市立華陽中学校 防災出前授業（防府市との共同研究に関わる事業） ○
目山　直樹 07/27～07/29 土木学会会館　東京 土木と学校教育フォーラムでの研究発表 ○
目山　直樹 06/17～06/17 神戸研究学園都市ＵＮＩＴＹ（大学共同利用施設） 防災教育プログラムに関する研究会議 ○
目山　直樹 09/27～09/27 防府市立中関小学校 防災出前授業 ○
目山　直樹 07/02～07/02 宇部市立小野小学校 防災出前授業 ○
目山　直樹 07/11～07/11 美祢市立本郷小学校 防災出前授業 ○
目山　直樹 07/21～07/21 デザインプラザほうふ，古谷河内自治会館 防府市防災の日の行事への参加，古谷河内の納涼祭（夏まつり）の取材 ○
目山　直樹 07/10～07/10 防府市役所，古谷河内自治会館 防府市市との共同研究による事業の打ち合わせ ○
目山　直樹 08/11～08/11 古谷河内自治会館，防府市役所 納涼祭（自治会活動）の取材 ○
目山　直樹 08/31～09/01 防府市役所，向島小学校 防府市総合防災訓練での避難経路情報の計測，およびブース展示 ○ ○
目山　直樹 08/20～08/20 防府市役所，向島支所 9月1日の防災訓練打ち合わせ ○
目山　直樹 09/29～09/29 山口市内，サンフレッシュ山口 技術士懇話会での講演 ○ ○
目山　直樹 08/17～08/17 防府市防災危機管理課 打ち合わせ，資料収集 ○
目山　直樹 09/21～09/22 長門市立仙崎小学校 仙崎小学校での防災授業，道路施設視察，災害被災個所視察 ○ ○
目山　直樹 09/06～09/06 防府市立新田小学校 地域講演会のための打ち合わせ（防府市との共同研究に関わる事業） ○
目山　直樹 11/01～11/01 周防大島町立島中小学校 島中小学校での防災授業 ○
目山　直樹 10/10～10/10 防府市立新田小学校 PTAに対する防災講演会 ○
目山　直樹 08/23～08/24 KCS九州支社（福岡市博多区博多駅前） 9/1の防災訓練時におけるデータ取得に関する打合せ ○
目山　直樹 09/11～09/13 名古屋大学工学部 ・日本建築学会大会学術講演会，研究発表 ○
目山　直樹 09/03～09/03 宇部工業 会員企業への訪問 ○
目山　直樹 09/24～09/25 萩市役所，多磨小学校，萩市内災害被災箇所 多磨小学校での防災授業，萩市内の災害被災個所の視察 ○
目山　直樹 01/22～01/23 福山コンサルタント本社 資料収集，打ち合わせ ○
目山　直樹 12/15～12/15 向島小学校，中関地区老人研修センター 向島地区防災講演会。中関地区防災講演会 ○
目山　直樹 02/03～02/03 防府市公会堂 自主防災リーダー研修会への参加 ○
目山　直樹 02/16～02/16 山口県県政資料館 展示見学，講演会出席 ○
目山　直樹 02/11～02/11 下関市立中央図書館 資料収集，文献複写 ○
目山　直樹 02/08～02/08 防府市役所 打ち合わせ ○
目山　直樹 03/10～03/10 防府市役所 自治会を対象とするワークショップ ○
目山　直樹 03/02～03/03 岡山理科大学 ・日本建築学会中国支部での研究発表 ○
目山　直樹 03/28～03/30 長岡技術科学大学 高専・技科大サイエンスフォーラム ○
中川　明子 06/27～06/27 熊本大学　黒髪キャンパス 研究資料収集 ○
中川　明子 07/10～07/10 岩国徴古館 研究資料収集 ○
中川　明子 08/05～09/01 ギリシア、アテネ、アクロポリス ・ローマとアウグストス神殿実測調査 ○
中川　明子 09/05～09/05 熊本大学　黒髪キャンパス 研究資料収集 ○
中川　明子 09/21～09/21 長門市立仙崎小学校 仙崎小学校での防災授業 ○
中川　明子 09/18～09/18 岩国市川西地区 歴史的景観資源調査 ○
中川　明子 09/28～09/28 大津島 研究資料収集 ○
中川　明子 12/23～12/23 周南市鹿野　岩崎家住宅 実測調査 ○
中川　明子 03/25～03/27 一橋講堂（東京都千代田区 一ッ橋二丁目1-2） 2012年度　全国高専女子フォーラム ○
中川　明子 02/12～02/12 周南市鹿野　岩崎家住宅 実測調査 ○
中川　明子 03/02～03/03 大分大学 ・2012年度（第52回）九州支部研究発表会 ○
中川　明子 03/23～03/23 ピュアリティまきび 高専教育改革推進経費成果報告会（３月２３日）参加 ○
海田　辰将 05/16～05/16 広島大学工学部第４類（東広島市鏡山1-4-1） 餘部鉄橋中四国プロジェクトの研究成果報告および打ち合わせ ○
海田　辰将 06/09～06/09 呉工業高等専門学校（広島県呉市阿賀南２丁目２番１１号） ・平成24年度（第64回）土木学会中国支部研究発表会における研究発表 ○
海田　辰将 08/10～08/10 広島工業大学　広島校舎（広島市中区中島町5-7） 旧余部橋梁に学ぶ鋼構造物長寿命化ワークショップにおける研究発表 ○
海田　辰将 07/27～07/28 広島大学工学部第４類（建設・環境系） ＲＡＭＳ第２回定例講演会・第３回幹事会・余部橋梁ＷＳ打合せ ○
海田　辰将 09/11～09/13 東京都大田区南蒲田一丁目２０番２０号　大田区産業プラザＰｉＯ 平成２４年度独立行政法人国立高等専門学校機構高等専門学校教員研修（クラス経営・生活指導研修会） ○
海田　辰将 10/19～10/20 高知工業高等専門学校 平成24年度「橋梁の維持・管理・補修・補強」講習会の講師および講演聴講 ○
海田　辰将 03/13～03/13 法曹会館（東京都千代田区霞が関1-1-1） 渡辺記念会　科学技術調査研究助成課題成果報告会 ○
海田　辰将 03/21～03/22 愛媛大学（松山市文京町３） 実験供試体鋼材の運搬 ○
桑嶋　啓治 08/08～08/08 広島大学 H24土質工学セミナー報告会での発表 ○
桑嶋　啓治 09/16～09/21 石川県金沢市文化ホール（石川県金沢市高岡町） ・国際学会IS-Kanazawa2012での研究発表 ○
桑嶋　啓治 10/31～11/02 国立オリンピック記念青少年総合センター ・メンタルヘルス研究集会への参加 ○
桑嶋　啓治 11/06～11/08 東京国際交流館 プラザ平成（東京都江東区青海2-2-1） ・障害学生支援研修会への参加 ○
桑嶋　啓治 03/23～03/24 ピュアリティまきび 高専教育力向上プロジェクト成果報告会および技科大意見交換会への出席 ○
西尾　幸一郎 08/24～08/24 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町1-7-2） ・VectorWorks教育シンポジウム2012に参加 ○
西尾　幸一郎 08/31～08/31 京都府立大学（京都市左京区下鴨半木町１－５） 研究打合せ ○
西尾　幸一郎 08/25～08/26 西日本工業大学 小倉キャンパス（北九州市小倉北区室町1-2） ・日本福祉のまちづくり学会　第15回全国大会 ○
西尾　幸一郎 12/01～12/02 大同大学　滝春校舎　B棟４F（名古屋市南区滝春町） ・第36回 人間-生活環境系シンポジウム（名古屋） ○
西尾　幸一郎 12/15～12/15 広島工業大学 環境工学委員会 ○
西尾　幸一郎 01/26～01/26 キリンビバレッジテニスコート（周南市徳山４０５−１） 2級審判員検定会および講習会 ○
西尾　幸一郎 02/23～02/23 岡山国際交流センター（岡山市北区奉還町２丁目２−１） 岡山まちの夢学生アイデアコンテスト公開プレゼンテーションにおける学生の引率 ○
西尾　幸一郎 03/12～03/13 津山工業高等専門学校 ・中国地区国立高等専門学校教員研修(概ね着任５年程度) ○
西尾　幸一郎 03/27～03/27 大島商船高等専門学校 山口県高等専門学校専攻科特別研究合同中間発表会 ○
平栗　靖浩 04/27～04/28 熊本大学　黒髪キャンパス 大学施設の音環境に関するアンケート調査 ○
平栗　靖浩 05/25～05/26 名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口） ・日本音響学会騒音・振動研究会に参加のため ○
平栗　靖浩 07/13～07/14 九州大学 研究打合せのため ○
平栗　靖浩 05/30～05/31 弘済会館（東京都千代田区麹町5-1） ・日本騒音制御工学会総会に出席のため ○
平栗　靖浩 09/04～09/14 日本大学理工学部　（東京都千代田区神田）,新潟大学（新潟市） ・日本騒音制御工学会秋季研究発表会のため及び測量調査 ○
平栗　靖浩 09/18～09/22 信州大学工学部 ・日本音響学会秋季研究発表会での研究発表のため ○
平栗　靖浩 08/16～08/27 ニューヨーク（アメリカ合衆国） ・国際会議（Inter-noise2012）での研究発表および情報収集 ○
平栗　靖浩 11/15～11/17 熊本大学工学部 ・日本音響学会騒音振動研究会に参加するため ○
平栗　靖浩 11/23～11/25 東京電機大学千住キャンパス（東京都足立区千住旭町5番） 科研費に関する研究打合せのため ○
平栗　靖浩 03/02～03/03 大分大学 旦野原キャンパス ・日本建築学会九州支部研究発表会に参加 ○
平栗　靖浩 12/25～12/28 九州大学　箱崎キャンパス 九州大学・藤本一壽教授との研究打合せ ○
平栗　靖浩 01/10～01/12 騒音制御工学会事務局会議室（東京都千代田区麹町3-12-6） 研究打ち合わせ ○
平栗　靖浩 03/12～03/13 東京工科大学八王子キャンパス ・日本音響学会春季研究発表会での研究発表 ○
平栗　靖浩 03/15～03/16 東京工科大学八王子キャンパス ・日本音響学会春季研究発表会に参加するため ○
鳥居　恵子 2013.2.28 徳山高専演習室 技術職員研修会（技術職員が奨励研究に応募する意義について） ○
山本　孝子 06/30～07/01 大阪市東淀川区東中島1-18-5　新大阪丸ビル新館505号 「女性技術者のキャリア継続・再構築に関する研究」に関する会議出席 ○
山本　孝子 03/03～03/05 木更津高専 ・高専技術教育研究発表会で発表 ○
山本　孝子 03/06～03/07 東北大学 ・情報処理学会第７５回全国大会で発表 ○
山本　孝子 12/14～12/16 学術総合センター ・平成２４年度女性研究者研究交流会で発表(ポスター） ○
山本　孝子 03/18～03/19 九州工業大学情報工学部 ・第8回情報技術研究会で発表 ○
中村　金良 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 ・中国地区高等専門学校技術職員研修のため ○
石川　善丈 06/18～06/20 セントコア山口（山口市湯田温泉3-2-7） 職業訓練指導員免許講習会 ○
石川　善丈 06/11～06/13 セントコア山口（山口市湯田温泉3-2-7） 職業訓練指導員免許講習会 ○
石川　善丈 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 中国地区高等専門学校技術職員研修 ○
井本　琢哉 7/8 山口県東部高等産業技術学校 ・旋盤作業講習 ○
井本　琢哉 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 ・中国地区高等専門学校技術職員研修 ○
井本　琢哉 11/10～11/11 山口県東部高等産業技術学校 ・クレーン運転業務特別教育 ○
井本　琢哉 2/28 徳山工業高等専門学校 ・技術職員研修会 ○
井本　琢哉 03/07～03/08 ひめぎんホール，愛媛大学城北キャンパス ・平成２４年度愛媛大学総合技術研究会 ○
黒田　浩晟 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 中国地区高等専門学校技術職員研修 ○
黒田　浩晟 10/24～10/25 オムロン株式会社カスタマサポートセンタ大阪 オムロン株式会社「制御技術セミナ」（基礎コース） ○
黒田　浩晟 02/28～02/28 徳山工業高等専門学校 技術職員研修会 ○
福田　靖 08/21～08/24 豊橋技術科学大学 ・平成２４年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会（建設・環境系）出席 ○
福田　靖 08/20～08/20 福岡県太宰府市石坂４ー７ー２　九州国立博物館 ウッドチップ舗装現場視察 ○
福田　靖 09/23～09/24 石巻市鹿妻南コミュニティーハウス（宮城県石巻市鹿妻南） ウッドチップ施工打ち合わせ ○
福田　靖 11/28～11/29 沖縄県中頭郡西原町千原一番地　　琉球大学　 第25回沖縄地盤工学研究発表会出席 ○
藤本　竜也 03/18～03/19 九州工業大学情報工学部 ・第8回情報技術研究会 発表 ○
林　嘉雄 06/03～06/04 国立オリンピック記念青少年総合センター 24年度第１回ネットワーク管理者研修会 ○



林　嘉雄 08/28～08/29 オリンピック記念青少年総合センター 24年度全国高専フォーラム ○
林　嘉雄 08/30～08/31 東京 24年度ＩＴ人材育成研修会 ○
林　嘉雄 09/14～09/14 明石工業高等専門学校 一括調達機器ファイアウォール「FortiGate」のハンズオントレーニング（実習） ○
林　嘉雄 01/09～01/11 国立オリンピック記念青少年総合センター 平成２４年度国立高等専門学校機構情報担当者研修会 ○
瀬川　圭子 10/31～11/02 国立オリンピック記念青少年総合センター ・第９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するため ○
瀬川　圭子 03/23～03/23 岡山県　ピュアリティまきび 中国地区８高専連携高専教育工場プロジェクト報告会への参加 ○
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