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今後共よろしくお願い致します
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」
地域共同テクノセンター長

石出 忠輝

平成 24 年 4 月に、地域共同テクノセンター長を拝命しまして早や 2 年が経過
しようとしております。その間、皆様とより密接に交流する事が出来まして、
あっという間の 2 年間でした。特に、役員の皆様にはテクノフォーラムやキッズ
サイエンスフェスティバル等のイベントを盛り上げていただきながら、いろいろ
な御提言、励ましの御言葉をいただいたりしまして、小職として感謝の思いで
いっぱいです。有難うございました。
この 2 年間の皆様との交流の中で小職が最も感じたことは、皆様の本校に対する期待感にどのよ
うに応えていけるかということです。文部科学省においても高専に対する将来像が議論されており
まして、その中で特徴的なのは人材育成、地域貢献を柱とする産学連携プラットフォームの構築で
す。一例としまして、センター・オブコミュニティ事業（COC）が挙げられます。これは持続的に
展開し、活力ある地域を目指すために教育機関が地域コミュニティの中核としての役割を担う事業
です。本事業を具現化するためには、近隣自治体、商工会、NPO 担当者等との深い議論が必要に
なります。幸いにも、本校技術振興交流会会員の多くの皆様は、これらの団体との繋がりを持って
おられ、メンバー構成の土壌は既にできているものと思います。
直近の話題に戻りますが、今年度から来年度に向けての取組みとしまして、人材育成としての
COOP 教育の展開、地域貢献としての本校学生対象会社説明会の実施、レベルアップ講座の充実化
等を実施またはプランニングしてきました。今後、いろいろと乗り越えるべき改善点が出てくるも
のと思いますが、これらの項目を少しずつより良いものとし、皆様との繋がり・信頼関係を強化し
て、目指すべきゴールとして本校が皆様の要望に応え得る産学連携プラットフォームになることが
できればと思います。今後共よろしくお願い致します。
今年に入りまして、木更津市及び君津市の賀詞交換会に参加することができました。例年以上に
活気に満ち溢れ、熱く語り合っている皆様を拝見するに至り、私もこの皆様のエネルギを糧として、
モチベーションを高め日々スキルアップを目指していきたいと感じました。来月の 3 月 9 日で、技
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術振興交流会設立 10 周年となります。この皆様に支えられながら歩んできた 10 年をベースに、日々
の積み重ねを大切にしながら、この新たな変革の時代に対応していきたいと思います。
最後になりましたが、小職はこの 3 月をもちましてテクノセンター長を退任し、新センター長に
バトンタッチする予定です。退任は致しますが上記の思いは継続しておりますので、今後共御指導
御鞭撻の程よろしくお願い致します。また、この 2 年間を振り返りますと、副センター長を担当し
ていただきました情報工学科

和崎先生、環境都市工学科 大久保先生、基礎学系 吉井先生、電

気電子工学科 岡本先生、情報工学科

齋藤先生に多大なる御尽力賜りました。また、萩原総務課

長、松本研究協力・地域連携係長、鈴木同係員にも数えきれない程の事務処理をしていただきまし
た。この場をお借りしまして、深く感謝申し上げます。

「

皆様のご協力に感謝します

」
地域共同テクノセンター副センター長

吉井

文子

本校に着任して 8 年目、平成 24 年度からの 2 年間、副センター長を務めさせ
ていただきました。その前年には地域共同テクノセンター運営委員を経験し、ま
だ十分に把握できていませんでしたが、テクノセンターの役割がおぼろげながら
に見えてきたところでした。石出センター長には、公開講座や出前授業などを含
め、特に地域の子供たちへの科学技術教育に貢献したいという強い思い入れがあ
り、私を副センター長にと抜擢してくださったものと思います。
副センター長としての 1 年目は、主にテクノフォーラムの開催や、木更津高専サイエンススクエ
アの実施に協力させていただきました。平成 25 年 3 月のテクノフォーラムでは私の希望を通して
いただき、講師として千葉大学環境健康フィールド科学センターの宮崎良文先生を迎え、「自然環
境がもたらす快適性・健康増進効果」というタイトルで御講演をお願いしました。また、新規の内
容として、木更津市立東清小学校からの依頼で、夏休みに寺子屋「東清」に学生 12 名を派遣する
ことになりました。本校学生が小学校教員を補助して、小学生の勉強等を指導するというものであ
り、小学校の先生にも大変喜ばれ、地域の小学生の教育にも貢献することができました。
副センター長としての 2 年目に、特に印象的だったのは、これまで 10 月に体育館で行われてい
たサイエンススクエアを、キッズサイエンスフェスティバルに名称を変更し 7 月に教室を使用し実
施したことです。賛否両論がある中での変更でした。改善すべき点は残っていますが、大変な成功
裏に終了することができました。多くの小学生に理科やものづくりの楽しさを伝えることができた
と思います。講座実施担当者、テクノセンター運営委員、研究協力・地域連携係をはじめとする多
くの方々の力の結集の賜物であります。
この 2 年間、テクノセンターの運営に携わり、私自身も、教育・研究に加えて、地域貢献の重要
性を感じることができました。いたらない点も多々ありましたが、多少なりともお手伝いできたの
ではないかと感じています。最後に、センター長、副センター長、総務課研究協力・地域連携係、
OB 教員、長野会長をはじめとする技術振興交流会の会員の皆様、に心から感謝いたします。加え
て、より一層の地域共同テクノセンターの発展を祈念します。
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「 地域連携による学生の活躍と協働のまちづくり

－広島から木更津へ－ 」

環境都市工学科

木更津高専での平成24年4月からの2年間の経験は大きな財産となりました。
それは多くの人と交流できたことです。本学の教職員の皆様や学生諸君はもち

みちよし

岐美

つかさ

宗

顔写真

ろんのこと、コラボ産学官千葉フォーラムや市原市･中小企業活力支援セミナー
での講演の機会を頂戴したことで、木更津、銚子、市原など市や地元企業の皆
様とも交流ができました。特に今年度は地域共同テクノセンター運営委員とし
ても産学官連携の協議も経験させていただきました。皆様との出会いに感謝し
てやみません。
私は広島商船高等専門学校での経験を木更津でも試したいと「学校と地域とのつながりは学生へ
の教育効果を生む」ことを信じて 2 年間を過ごしてきました。この場をお借りして幾つかを紹介し
ます。着任早々に学生からの設立の申し出に快諾したダンス同好会の初舞台は第 1 回アクアライン
マラソンの沿道応援ステージでした。学生諸君が市の担当課との交渉に奔走したことや、ダンス力
を上げたいと福島高専に何度か押しかけ合同練習にまで持ち込んだのは、学生の熱い想いを行動に
移せたと感激しています。また、研究室では木更津市教育委員会への企画交渉によって東清小学校
の 環境出前 講義も実 現さ せました 。私の研 究ス タンス は PBL(Problem-Based Learning) と
PDCA(Plan-Do-Check-Action)ですので、この出前講義はキッズ･サイエンスフェスティバルへ、
そして里山自然体験学習会へと発展させることができ、環境市民団体をはじめとする地域の皆様と
の共同事業として実現することができました。学生諸君は幾度となく関係団体との調整や打ち合わ
せを重ねました。彼らは企画力の習得や協働精神の醸成だけでなく、交渉力や段取りの調整力も習
得したことでしょう。
さて、「ソーシャル･キャピタル：Social Capital」という言葉を聞いたことはありませんか。社
会関係資本、つまり「人間関係的な地域力」を言います。地方分権型社会の形成では多様な市民主
体と行政による協働によって、個性あるまちづくりを推進するための原動力として注目されていま
す。このソーシャル・キャピタルは「信頼、行動規範、交流」という 3 つの柱によって質が向上す
ると言われています。学校と地域、学生と地域の交流や連携を図ることは、地域力の向上につなが
り、本当の意味での「高等教育機関が協働のまちづくりの参画メンバー」と言えるでしょう。
「この地域に木更津高専があって良かった」と誰もが実感していただけるような学校づくりは、
学生諸君がいろんな人の話を聞く耳を養い、汗をかき、悩み、笑顔をみせる舞台を用意することか
もしれません。地域交流の場面での学生諸君の活躍は、ひとからひとへ「くちコミ」で地域を走り
抜けることを、これまで多くの経験で学びました。一方で、私に心残りがあるとすれば、彼らが作
った芽を太い幹に育てる仕組みを準備できなかったことです。地域共同テクノセンターや技術振興
交流会は地域との窓口であり、連携のコーディネーターの存在にならなければなりません。木更津
高専に演者は揃っています。ぜひ舞台を整えてください。
「だれかと誰か、どこかと学校がつながっていれば、地域活性化や地域イノベーションのタネが
生まれる」を信じて、これからも個人の努力が組織全体のポテンシャルアップに貢献できるよう高
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専教育に邁進していこうと改めて感じる次第です。その一歩は木更津と広島の連携かもしれません。

キッズサイエンスフェスティバル

「

夢を乗せて

里山自然体験学習会

」
環境都市工学科

今年度、高専間人事交流で徳島県の阿南高専より着任しました。早いもので

森山 卓郎
顔写真

交流期間の 1 年がもうじき終わろうとしています。木更津高専における今後の
地域連携、技術振興交流会に対する期待や助言などを書いてくださいとのこと
ですが、何も貢献していない私が書くのは僭越なので、阿南高専の地域連携の
紹介や木更津高専の地域連携の感想、今後の抱負などを書かせていただきます。
阿南高専にも地域連携・テクノセンターという組織があり、共同研究や受託研究、技術相談など
の斡旋や地元企業との連携強化に取り組んでいます。日亜化学工業の寄付により、高専初の寄付講
座も開設され、学生や地元企業の技術者に対して材料工学の基礎及び応用に関する知識や技術を教
授するだけでなく、地域産業の振興に寄与することを目的として、
「ナノ粒子・粉体工学」分野を
中心とした新規機能性材料・革新的製造技術の研究開発も精力的に行われています。公開講座や出
前講座、LED 技術者養成講座、知的財産権セミナー、研究談話会なども、活発に行われています。
木更津高専の技術振興交流会のような組織は、阿南高専にも存在します。阿南高専の英語名であ
る Anan College of Technology の頭文字を取った ACT（アクト）フェローシップという阿南高専
を支援する地元企業の会で、年に 2 回ほど外部講師や学内講師による講演会および交流会も行われ
ています。私も以前、ACT フェローシップ講演会や地元企業の勉強会の講師を仰せつかったり、
徳島県内や関西の企業と共同研究を行ったりしました。
木更津高専でも様々な地域連携の活動が行われていますが、一番印象的だったのは、7 月に行わ
れたキッズサイエンスフェスティバルです。阿南高専では公開講座で小学生が来ることがあっても、
このような学校をあげての小学生向けのイベントは行われていなかったので、大変興味深く感じま
した。何よりも、来場者が多いのには驚きました。オープンキャンパスや 1 日体験入学、祇園祭で
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の学科の展示などでも中学生や保護者が次々と来場し、さらにビックリという感じでした。
阿南高専で中学生の 1 日体験入学などでは、私が行っていたテーマは受講者が 5 人程度で、少な
いときは 1 人のときもありました。ロボット関係のテーマはもっと多いですが、他のテーマもだい
たい 5 人程度です（参加する中学生は申込時の希望をもとに、午前と午後の受講テーマを１つずつ
決められます）
。人口の違いもありますが、先生方や職員の方々のご尽力の賜であると思いました。
今後の抱負ですが、将来的に私がいつかやってみたい地域貢献は、鉄道に関することです。鉄道
は建設分野の技術だけでなく、車両や施設、運行システムなど、あらゆる技術の集合体です。建設
分野だけ見ても、路線や駅などの計画から建設、橋梁やトンネルの維持管理や耐震補強、環境対策
など様々な技術が必要とされます。建設系の学生の就職先として、JR などの鉄道会社は阿南高専
の学生にも人気があります。私は柏市に住んでいた少年時代に、今で言う乗り鉄や撮り鉄をしてい
ました。千葉県内の国鉄はすべて乗り、お金の許す限り遠方まで出かけて、乗り鉄や撮り鉄をした
りしました。最近は体内の「鉄分」はだいぶ薄くなっていたのですが、再び千葉県で生活をして体
が当時のことを思い出したのか、少し「鉄分」が増えたような気がします。
先日参加したあるフォーラムで、いすみ鉄道における大多喜高校の生徒らの取り組みについての
発表を聞きました。生徒らは、いすみ鉄道の車両や駅の清掃、列車内でのマンドリンやギターの演
奏などに取り組んでいるとのことでした。いすみ鉄道は、ご存じのように、木更津と外房線の大原
を結ぶために建設された国鉄木原線が第 3 セクター化された鉄道です。現在は、公募によって就任
した鳥塚社長がいすみ鉄道の活性化に尽力しています。そのフォーラムでは、鳥塚社長は出席予定
のところを急遽欠席とのことでしたので、お話を聞くことは出来ませんでした。
大多喜高校の生徒の取り組みは、技術的な内容のものではありませんが、地域連携の一つの切り
口として参考になりました。具体的に、これをやるぞということは、まだまとまっていませんが、
阿南に戻って、鉄道に関する取り組みを考えてみたいという衝動を覚えました。
私の高専間人事交流は終点に近付き、そろそろ阿南方面への乗り換えの準備もしないといけなく
なりました。いつか教職員の皆様や学生諸君、地域の方々の夢を乗せて、阿南と木更津が連携や交
流という高速鉄道で相互乗り入れできればいいなという妄想も、最近するようになりました。
少し早いですが、1 年間お世話になり、ありがとうございました。四国の片田舎から、木更津高
専地域共同テクノセンターの今後ますますのご発展をお祈りします。

いすみ鉄道 大多喜駅にて
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教育研究支援センターの紹介
教育研究支援センター技術長

立石

友二

教育研究支援センターの紹介として、教育研究支援センターの概要、教育への貢献
（教育研究支援）
、取り組み、地域との連携などについて紹介いたします。
○教育研究支援センターの概要
1)教育研究支援センターとは
教育研究支援センターは、教育・研究に関する業務の円滑な運営やその能力及び資質の向上を
図り、実験・実習や研究などの教育研究や地域連携を支援し、教員、事務職員と協力しながらよ
り良い学校づくりに貢献するため日々努力しています。
2)組織
教育研究支援センターは、図１に示すように第一技術班及び第二技術班があり、第一技術班に
は実習部門及び機械・電子部門、第二技術班には制御・情報部門及び環境建設部門があります。
また、教育研究支援センター長に教務主事、センター長の下に全体の業務を統括する技術長、技
術長を補佐する立場の技術専門員、第１技術班・第２技術班には各班長が、各部門には部門リー
ダーがおり、１４名の技術職員から構成されている組織となっています。
機械工学科
電気電子工学科
電子制御工学科
校

長

情報工学科
環境都市工学科
人文学系
副校長（教務主事）

基礎学系

機械・電子システム工学専攻

副校長（学生主事）

専攻科

制御・情報システム工学専攻

副校長（寮務主事）

地域共同テクノセンター

環境建設工学専攻

副校長（専攻科長）

図書館

課長補佐（総務・企画担当）

副校長

ネットワーク情報センター

総務係

学生相談室

人事・労務係

（地域共同テクノセンター長）

副校長
（特定業務担当）

研究協力・地域連携係
課長補佐（財務担当）
予算管理係
総務課
経理係
施設係
事務部
課長補佐
教務係
学生課

学生係
学寮・保健係
図書・情報係
実習部門
第一技術班
機械・電子部門

教育研究支援センター
制御・情報部門
第二技術班
環境建設部門

図１

教育研究支援センター組織図
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○教育への貢献（教育研究支援）
教育への貢献として、以下 4 部門ごとに教育研究支援を行っています。
1)実習部門
担当：
（湯田雅紀・清水牧夫・金綱正司・小林裕一郎）
製作実習指導

機械工学科工学実験指導

レポート作成指導
実習工場内機械点検整備・機械管理
製作依頼品製作 など
2)機械・電子部門
機械工学科担当

：
（高橋美喜男・藤井亮）

電気電子工学科担当：（立石友二・今村進）
学生の実験および実習指導
卒業研究指導
レポート製作指導
教員研究支援
実験器具点検・整備 など

実験指導の様子

3)制御・情報部門
電子制御工学科担当：
（麻生和裕・星野真紀）
情報工学科担当

：（倉持憲司・青柳宏昭）

学生の実験および実習指導
卒業研究指導
レポート製作指導
教員研究支援
実験器具点検・整備 など

授業指導の様子

4)環境建設部門
環境工学科担当

：（嶋野慶次・倉部美彩子）

学生の実験および実習指導
卒業研究指導
レポート製作指導
教員研究支援
実験器具点検・整備 など
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○取り組み
教育研究支援センターとして以下の取り組みを行っています。
1)技術職員セミナー、学習会
技術職員セミナーとして、技術職員の研修会参加、科
学研究補助金(奨励研究)による研究発表など日々携わっ
ている技術研鑽のための取り組み、教育研究支援業務の
中で得た新たな成果などを紹介する機会としての報告や、
教員による講演、外部講師を招いた講演などを年２回開
催しています。
また、学習会として、相互の技術情報を共有するため

教員講演の様子

に年１回程度実施しています。
2)科学研究補助金（奨励研究）
木更津高専では事業項目に「外部資金獲得に積極的に取り組む」とあり、教育研究支援センタ
ーでも平成 11 年度より資金獲得のための応募を行い、平成 25 年度までに 30 件 1、505 万円の外
部資金を獲得しています。
3)高専技術教育研究発表会ｉｎ木更津
高専技術教育研究発表会として、全国から多くの技術
職員に参加いただき、平成 21 年度より全国高専の技術支
援センターや個々の技術職員が持つ技術力や開発知識、
技術に対する取組みなどを発表テーマ、討議テーマとし
て開催しています。この発表会は、高専の技術職員が、
日常業務で携わっている広範囲な技術や教育研究支援活
動や高専の技術職員が日常の技術教育指導で工夫したこ
とや苦労していること、公開講座運営や体験入学指導で
の工夫などについて、発表・意見交換会を通じて技術職

第４回高専技術教育研究発表会の様子

員の資質向上と技術教育の充実を目的としています。
4)技術職員研修
東日本地域国立専門学校協会技術職員特別研修会（主催：独立行政法人国立高等専門学校機構）
関東信越地区高等専門学校技術職員研修会（主催：関東信越地区国立高等専門学校）
○地域との連携
教育研究支援センター主催の地域向けの講座として、平成 17 年から平成 24 年までの 8 年間に、
支援センター主催で毎年 5 ないしは 6 の公開講座を実施してきました。中でも初心者向けのパソコ
ン講座は毎年人気が高く、応募者は毎年募集人数を超え、平均年齢も 65 歳前後で最高齢は 70 歳後
半のときもありました。また、年賀状作成やデジカメ講座、ブログ入門など、講座については時流
を踏まえて開催してきました。今まで開催した主な講座は表１、表２の通りです。
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表-1

教育研究支援センター主催事業（１）

・楽しいパソコンセミナー

パソコン関連

－初心者のためのパソコン教室－

・パソコンで年賀状を作ろう

－初心者のためのパソコン教室－

・写真入りの年賀状を作ろう

－初心者のためのパソコン教室－

・初心者のためのデジカメ教室

－写真の撮り方と印刷－

・初心者のためのデジカメ教室－撮影の基本とパソコンを使った写真の楽しみ方－
・パソコンでプレート彫刻－オリジナルキーホルダー作り－
・ブログ入門－パソコンで日記をつけよう－

表-２

教育研究支援センター主催事業（２）

・「機械が苦手」という方のためのクルマ講座
車の整備

・こんなに簡単車の基本「大きな安全は小さな安心から」
・楽しいクルマ講座「簡単なトラブル対策と便利グッズ」

自転車整備

・自転車のお手入れ
・自転車のお手入れ

－親子で体験してみませんか－

・鋳造でメダルを作ろう
・小型彫刻機で作るネームタグ
工作

・サンドブラストアートを楽しもう
・磁石とコイルを使って音を聞いてみよう
・木更津高専夏休み子ども工作教室（４教室）

平成２５年度は、教育研究支援センター主催の公開講座と連携事業として
・木更津高専キッズサイエンスフェスティバル
「磁石とコイルを使って音を聞いてみよう」
・公開講座

夏休みこども工作教室（４教室）

・千葉市生涯学習センターとの連携事業として
「磁石とコイルを使って音を聞いてみよう」 を開催いたしました。
また、近隣の小中学校や公民館への出前授業を学科と協力し行っています。その他にも地域企業
との受託試験、受託研究や共同研究を随時、取り組んでいます。

工作教室参加者とスタッフ

キッズサイエンスフェスティバル
「音を聞いてみよう」
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公開講座の様子

○教育研究支援センター職員２名の紹介
受託試験・受託研究及び共同研究を行っている職員とスキルアップを行った職員の紹介を致します。
第二技術班
嶋野

慶次

（環境建設部門）
技術専門員

「近年はやや減少したが、コンクリートの圧縮強度試験や鉄筋の引張強度試験などの受託試験を
行なっている。受託試験のほかにも委託研究及び共同研究を行なっており、日鉄住金テクノロジー
㈱様とは、電気化学的手法を用いたコンクリート構造物中の鉄筋の腐食状況を推定するための試験
を行なっており、コンクリートの水セメント比や使用骨材が腐食に及ぼす影響についての研究がた
だいま進行中である。その他にリサイクルプラスチック製品の製造・販売を行っている㈱リプラス
様とリサイクルプラスチックを用いた新製品の強度試験及び性能試験なども行なっている。平成 25
年度は、コンクリート型枠を取り扱うワッケン㈱様が開発したネット・エコロジー・システム（NES）
型枠の性能試験も行ない、良好な結果が得られるなど、地域企業と連携した研究も行なっている。
」
第一技術班

（機械・電子部門）

高橋 美喜男 技術専門職員
「教育研究支援センターは、学生や教員の研究、学生への技術的な教育を中心にさまざまな支援
を提供する部署です。高度な専門性が必要とされる高等専門学校において、満足な支援を提供し続
けるには、変わりつづける支援の質に対応したスキルアップが常に必要となります。私の場合は、
一般教養および専門分野のスキルアップを中心に力をそそいできました。
私は、本校 機械工学科を卒業した後民間企業に勤め、その後に本校の技術職員となりました。
一般教養等のスキルアップについては、仕事を続けながら放送大学に編入学して学士の学位を得ま
した。一方、専門分野におけるスキルアップについては、興味のあった各種プラスチック歯車の寿
命推定法について研究および成果の公表をしてきました。そして、それらの成果をもとに、鳥取大
学院にて博士（工学）の学位を得ました。このように、継続的にスキルアップすることで、学生、
教員に対する支援の質を向上させ、ひいては会員の皆様をはじめとする企業の皆様に貢献すること
ができるよう努力しております。
社会人として大学および大学院で学んできた私の経験や専門分野に関することに関して、私に御
協力できることがございましたら、是非とも御連絡下さいますようお願い致します。なんらかの形
で皆様に貢献ができれば幸いです。
」
以上で教育研究支援センターの紹介を終わります。
これからもよろしくお願いいたします。

10

地域連携・産学連携の記録
公開講座
平成２５年度は、以下の公開講座を開催しました。
講座名

実施時期

受講対象者
小学生

陸上競技教室 ～早く走るコツ①～

5 月 11 日（土）

陸上競技教室 ～早く走るコツ②～

5 月 12 日（日）

柔道ってどんなもの？

6 月 29 日（土）

小学生

リナックスパソコンでレゴロボットを制御しよう

7 月 6 日（土）

中学生

簡単なラジオの製作

7 月 30 日（火）

小学 4 年～中学生

8 月 3 日（土）

中学生

8 月 6 日（火）

小学 4 年～6 年生

君にも出来るメディアデザイン
－テクノマスコット－
夏休みこども工作教室

8 月 22 日（木）

移動ロボットを作ろう！

8 月 23 日（金）

（高学年向き）
小学生
（高学年向き）

小学 5 年～中学 2 年生

ジュニアバレーボール教室

9 月 15 日（日）

小学生

作って確かめる立体図形の不思議

9 月 21 日（土）

小中学生

金属探知機で宝探し！！－半田付けバージョン－

10 月 19 日（土）

小学 4 年生～

電子オルガンを作ろう！

11 月 9 日（土）

小学 4 年～中学生

レゴロボットを作ろう！

11 月 30 日（土）

小学生

くるくるクリスマスツリーを作ろう！

12 月 7 日（土）

小学 4 年～中学生

くるくるクリスマス

夏休みこども工作教室

ツリーを作ろう！
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出前授業
小中学校等からの依頼を受けて、以下のような出前授業を行いました。
講座名

実施担当者

出前先

陸上指導

人文学系：坂田

木更津市立西清小学校

陸上指導

人文学系：坂田

木更津市立木更津第１小学校

陸上指導

人文学系：坂田

木更津市立祇園小学校

陸上指導

人文学系：坂田

木更津市立富岡小学校

ひらおか子ども理科教室（体験コース）

講義・実験「理科目線で空をチェック！」
サタデースクール事業
～みんなあつまれ！夏休み科学教室～
陸上指導
こどもチャレンジ教室

理科ものづくり

子どもチャレンジ教室
磁石とコイルを使って音を聞いてみよう
地震に関する出前授業

電子制御工学科：
沢口・関口
基礎学系：
福地・嘉数・高谷

袖ヶ浦市立平岡公民館

木更津市まなび支援センター

基礎学系：嘉数

木更津市立清見台公民館

人文学系：坂田

木更津市立木更津第 3 中学校

電子制御工学科：
鈴木・関口
基礎学系：
嘉数・高谷

富津市民会館

木更津市立木更津第 1 中学校

教育研究支援センター：
立石・嶋野・今村・小林・ 千葉市生涯学習センター
青柳・藤井・白井
環境都市工学科：鬼塚

袖ヶ浦市立長浦中学校

電気電子工学科：
大澤・飯田・岡本
ＳＰＰ（ロボット研究の講義及び製作）

電子制御工学科：
鈴木・鴇田・泉・関口

木更津市立馬来田小学校

教育研究支援センター：
立石・星野
電気電子工学科：
もの作り体験活動

上原・大澤・飯田・大野・ 木更津市立岩根中学校
浅野

理科教室

基礎学系：嘉数

木更津市立富岡小学校

冬の万華鏡づくりと液体窒素実験教室

基礎学系：嘉数

木更津市立金田公民館
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共同研究・受託研究ならびに奨学寄附金の受入れ状況
（単位 千円，端数切捨）

平成 21 年度
件数

平成 22 年度

金額

件数

平成 23 年度

金額

件数

平成 24 年度

金額

件数

平成 25 年度

金額

件数

金額

共同研究

11

10,450

7

7,800

9

4,064

8

654

17

3,353

受託研究

3

11,498

3 12,653

5

17,550

4

12,494

3

27,300

17

14,188

16

9,355

18

8,760

22

13,876

13

7,171

-

-

-

-

1

2,450

1

1,000

2

3,450

奨学寄附金
その他補助金等

科学研究費補助金採択状況（直接経費のみ）
（単位 千円）
基盤 C
年度

件数

金額

若手（スター

奨励
件数

トアップ）

金額

件数

平成 19 年度

6

4,800

7

3,620

平成 20 年度

5

5,200

2

1,160

1

平成 21 年度

3

3,800

2

770

平成 22 年度

4

2,500

3

平成 23 年度

4

3,600

平成 24 年度

5

平成 25 年度

6

金額

若手 B
件数

合計

金額

件数

金額

4

6,100

17

14,520

1,330

4

2,000

13

9,690

1

1,200

3

1,600

9

7,370

1,500

1

1,140

2

1,200

10

6,340

4

2,100

1

1,120

3

3,300

12

10,120

6,500

2

1,000

1

400

8

7,900

5,600

2

1,100

3

3,600

11

10,300
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