
こんにちは！地域共同研究センターです。 

ハイライト: 

北洋銀行ものづくりテクノフェア・ビジネスＥＸＰＯなどに今年度も出展 

出前授業・公開講座・科学のとびらが大盛況！！ 

初の試み！ココトマ×苫高専合同イベント開催 

PBL教育及びキャリア支援教育等成果報告会を開催 

北海道庁で道内４高専のロボコンや研究内容等を展示！ 

北洋銀行ものづくりテクノフェアやビジネスＥＸＰＯにも出展しました 

５月２５日（木）、２６日（金）の２日間に渡り、北

海道庁１Ｆロビーにて、道内４高専と北海道との

包括連携協定に基づく事業である「北海道内工

業高等専門学校のロボコン及び研究活動に関

する展示会」を開催しました。 

会場では、昨年開催された高専ロボコン北海道

地区大会の様子や道内４高専の研究・地域連

携に関する取組みを紹介するポスター展示等を

行い、２日間で延べ６００人を超える方々の目に

触れ、盛況のうちに幕を閉じました。 

また、７月２０日（木）にはアクセスサッポロにて

開催された「北洋銀行ものづくりテクノフェア２０

１７」では、道内４高専として出展。パネルや成

果物の展示を行いました。 

出展ブースには、ものづくり企業の方など約７０

名が訪れ、道内４高専教員の研究シーズのＰＲ

を行いました。 

１１月９日（木）及び１０日（金）には、再びアクセ

スサッポロにて「ビジネスＥＸＰＯ」が開催され、

道内４高専として出展。 

道内４高専の研究成果パネルや函館高専で採
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地域共同研究センターニュース２０１７  

地域共同研究センター長の菊田と申します。 

「地域共同研究センター」は、地域産業界との

連携を促進するため、平成１２年度に新設さ

れ、今なお一層の地域社会の技術・情報分野

の核として機能するセンターとなっております。 

地域共同研究センターの活動内容としては、地

域貢献として、出前授業や公開講座、科学のと

びら等の実施や、地域との連携を図り、共同研

究や受託研究に繋げていくべく、技術相談等

様々な活動を行なっております。 

これらの活動を通して、人材育成や地域の活性

化にもつながっていくことを切に願っておりま

す。 
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地域共同研究センター長 菊田 和重 

北海道庁での展示の様子 

北洋銀行ものづくりテクノフェアの様子 

取した菜の花酵母を使用して造られた日

本酒等の展示のほか、高専紹介動画を上

映しました。 

また、本校専攻科１年生からも、ＰＢＬ教育

の成果パネルも特別に出展させていただ

き、専攻科生たちもビジネスＥＸＰＯに参加

させていただきました。 

道内４高専の出展ブースには，２日間で５

００名を超える来場者があり，高専をＰＲす

る非常に良い機会となりました。 

ビジネスＥＸＰＯの様子 



苫小牧高専では，地域貢献の一環として，苫小牧市近郊の小・中学校及び各種団体等に

対し，地域の生涯学習環境の充実に貢献することを目的とした出前授業を実施していま

す。今年度は、３６回の出前授業を実施。ドライアイスやスーパーボールなど、人気授業

のほかバーチャルリアリティを体験したり、パスタで橋を作る授業もあり、小中学生たち

は、普段の授業ではなかなか体験することの出来ない、貴重な授業を経験でき、アンケー

トでも「楽しかった」「また参加してみたい」と大変好評をいただいております。 

出前授業が苫小牧市近郊の小中学校で大盛況！ 

公開講座や科学のとびらが子供たちに大人気！ 

夏休みを中心とした時期に公開講座を、１０月１

４日（土）・１５日（日）に「科学のとびら」を実施し

ました！これらは、地域との連携・貢献を目的と

することはもちろん、小中学生に対し、本講座・

イベントを通して「ものづくり」等の楽しさを伝え、

理科をはじめとした学問への興味や科学技術に

関心を持たせる動機づけを図ることを目指し、

取り組んでおります。 

これらの取組も毎年大変子供たちに人気で、公

開講座は、延べ１５２件の申込があり、抽選等を

実施し、当日は約１００名の参加がありました。 

科学のとびらは、イオンモール苫小牧にて例年

より１日多い２日間で開催！教職員に加えて、

本校サイエンス部にも協力いただき、２日間で

延べ約５００名が参加し、大盛況となりました。 
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公開講座は 

約１００名が！ 

科学のとびらには 

約５００名が参加！！ 

ドライアイスの色の変化に驚く小学生 

スーパーボールを作る子供と保護者 

公開講座「モデルロケットの 

製作と打上げ 

公開講座「「ロボット」プログラミング講座 科学のとびら 

＜２９年度出前授業テーマ＞ 
 

1.燃料電池って何だろう？ 

2.電気現象に関する実験 

3.ロボットとプログラミングの力 

4.インターネットってどう使えばいいの？ 

5.ヘッドマウントディスプレイを使用した 

 バーチャルリアリティの世界を体験してみよう 

6.錯視の不思議を体験してみよう 

7.入浴剤を作ってみよう 

8.パスタで橋をつくっててみよう 

9.土が水になる!? ～土の液状化を

おこしてみよう～ 

10.南極観測隊員が語る南極の 

  自然と南極観測 

11.プログラミングロボットで遊ぼう 

12.ドライアイスの性質について 

13.スーパーボールを作ってみよう 



１０月２４日（火）に苫小牧東部開発連絡協議会

（北海道，苫小牧市、（株）苫東等）の主催により

「苫東視察見学会」が実施され、本校の教職員

及び学生２１名が参加しました。 

本見学会は、苫小牧東部地域に立地している企

業の事業内容や社会的取り組みを理解し、地元

産業界との連携強化を目的に平成２６年度が実

施されており、今回が４回目となります。 

今回は、北海道エコリサイクルシステムズ（株）、 

（株）ダイナックス苫小牧工場 、（株）日邦バルブ

北海道工場の３社を訪問し、また苫小牧東部地

域内をバスで視察し、（株）苫東の方から地域内

に立地している多くの企業について紹介してい

ただきました。  

そして、１１月１０日（金）にはCOC+連携事業の

一環として、苫小牧市主催「就業チャレンジ支援

事業～企業見学バスツアー」に本校教職員及び

学生１９名（Ａコース１０名：日軽北海道・（株）出

光興産（株）北海道製油所、Ｂコース９名：（株）

サニックスエナジー、（株）イワクラ）が参加しま

した。 

本見学ツアーは、道内就職率アップを狙うＣＯＣ

+事業の一環として、「苫小牧市内の工場を見

学するバスツアーを開催し、地域企業への理解

を深め、市内就職につなげる。」ということを狙

いとしたもので、今年度初の試みとなりました。 

参加した学生は、熱心に説明に耳を傾け、自分

が受けている授業に照らし合わせて疑問に感じ

たことはすぐに質問するなど、活発に質問が飛

び交い、大変充実した企業見学となりました。 

学生たちにとって今回のバスツアーは、将来の

働く自分をイメージする良い機会になったと感じ

ています。  

＜イブニングセミナー＞ 

10/16(月)：二 橋 准教授  「流氷について知ろう！」         

10/17(火)：片 山 准教授  「物語に描かれる女装・男装」       

10/18(水)：長谷川 特命准教授「空間のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを考えてみましょう」   

10/19(木)：石 川 特命助教 「高専ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英会話」          

10/20(金)：高 橋 准教授  「本物のﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙって？」 

苫東視察見学会及び苫小牧市主催 

      「企業見学バスツアー」を開催しました 

ココトマ合同イベント！ 

「サイエンスショー」＆「イブニングセミナー」を今年度初開催しました 

今年度初の試みとして、ココトマ・苫小牧高専との

合同イベントして、「サイエンスショー」と「イブニン

グセミナー」の２つが開催されました！ 

まず、「サイエンスショー」では、本校サイエンス部

の協力のもと、９月２４日（日）に小学生を対象に

実施。サンドブラストや芳香剤作りなど、様々な

ブースを設け、約５０名の来場者を魅了しました。 

また、１０月１６日（月）から１０月２０日（金）の期間

では、市民を対象に「イブニングセミナー」を開催。 

これは、地域の方に本校の活動や教員を知っても

サイエンス部も活躍！ 

「サイエンスショー」と 

教員による「イブニングセ

ミナー」が大盛況！！ 
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苫東視察見学会 

企業見学会 

らうことを目的とし、下記のテーマで本校教員

による講演を行いました。 

講演には、５日間で約６５名の参加があり、参

加者は熱心に耳を傾けていました。 

また、講演終了後には懇談の場を設け、食事

をとりながら講師と参加者が自由にお話をし

ていました。 

参加者からは、今後もぜひこのようなイベント

を開催してほしいという声がきかれる等、 

盛況のうちに幕を閉じました。  

高橋先生の講座の様子 

講座後の懇談の様子 

石川先生のロールプレイ講座 



１２月５日（火）に、グランドホテルニュー王

子にて「苫小牧高専 教育・研究フォーラム２

０１７」を開催いたしました。 

 本フォーラムは本校協力会会員企業を中

心とした地域・社会に向けて、本校が取り組

む諸活動の発表や報告等を行い、本校と

地域企業の連携強化を図ることを目的とし

て毎年開催されているものです。 

今年度は、（株）光合金製作所取締役会長 

井上一郎氏をお招きし、「人づくり・ものづく

り」と題しての基調講演、そして、協力会助

成事業報告として、本校岩波教授及び研究

協力学生より、「ハスカップビネガーを使用

した教育実践」と題して、協力会助成金を受

けながら安平町とも共同研究しているハス

カップビネガーの進捗状況についての報告

苫小牧高専・教育フォーラム２０１７を開催しました 

〒059-1275 苫小牧市字錦岡４４３番地 

電話: ０１４４（６７）８９２６ FAX: ０１４４（６７）０８１４ 

Mail: kikaku@tomakomai-ct.ac.jp 

苫小牧工業高等専門学校 地域共同研究センター 

地域共同研究 

ｾﾝﾀｰのﾍﾟｰｼﾞ → 

道内４高専連携「PBL教育及びキャリア支援教育等成果報告会・企業説明会」 及び 

      平成２９年度 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）シンポジウム 

                              「地域を創る意欲と人材の育成」 を開催しました 

がありました。このハスカップビネガーは、

フォーラム後の交流会にてアイスクリームや

フルーツポンチにかけて試食することも出来

ました。 

事業報告後、専攻科１年生の特別研究発表

等のパネルセッションを行い、また、同時開

催として、今年度のロボコン地区大会での本

校出場ロボットの特別展示と資料映像の放

映もあり、参加者の目を楽しませていました。 

地域社会に対し、普段あまり研究内容を知っ

てもらう機会のない学生達が、今回このよう

な形で発表することができ、日頃の研究成果

を理解していただく大変良い機会になりまし

た。  

専攻科1年生によるパネルセッション 

今年度のロボコン地区大会での 

本校出場ロボット 

３月８日（木）、９日（金）、旭川市民文化会館

にて、道内４高専連携「PBL教育及びキャリア

支援教育等成果報告会・企業説明会」 及び

平成２９年度 地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業（COC+）シンポジウム「地域を

創る意欲と人材の育成」 が開催されました。

８日（木）は「PBL教育成果報告会」として、苫

小牧高専専攻科１年生の１グループ３名から

なる研究グループを３グループ選出し、「酵素

の活性を高める助剤の検討」（星光ＰＭＣ

㈱）、「苫小牧高専発『ケミカルガーデン』キッ

トの商品化検討」（北海道曹達㈱）、「ビジネ

スモデルの提案」（ウェルネット㈱）の３テーマ

で各企業にご協力いただき、学生が自分達

専攻科生によるPBL教育成果発表 

シンポジウムでのパネルディスカッション 

で設定した課題をどのように解決していくかを

検討し、その成果についてパワーポイントや配

付資料を利用しながら質疑応答も踏まえ１５分

程度説明しました。また、他高専の学生の発

表についても積極的に質問や提案をし、活発

な意見交換をすることが出来ました。  

また、翌９日（金）には「企業説明会」として７社

から会社概要等の説明を受け、学生達は今後

の進路の参考にすることが出来ました。 

さらに午後には、シンポジウムが開催され、旭

川高専ＯＢの講演やパネルディスカッションが

行われるなど非常にバラエティに富んだ内容

となりました。 


