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６ 本校の活動の対外報道 

6.1 対外報道一覧 

分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

学校ﾄﾋﾟｯｸｽ 汚染土壌や廃棄物 高松で国際シンポ 23. 5.22 読売新聞 

６カ国から約６０人参加 環境地盤工学国際シンポジ

ウム 
23. 5.27 建通新聞 

原発設計者が講演 あす香川高専詫間キャンパス 23. 8.24 四国新聞 

原発の元技術者「危機意識」語る 香川高専で講演 23. 8.26 朝日新聞 

「危機意識」語る 原発基本設計者香川高専で講演 23. 8.27 毎日新聞 

安全なバイク運転を 香川高専が講習会 23. 9.30 四国新聞 

「通報のポイント学ぶ」留学生対象に三豊署で教室 24. 1.11 四国新聞 

「技術者をめざす女子向け懇話会」あす香川高専 24. 1.13 朝日新聞 

香川高専で願書受け付け始まる 24. 1.31 四国新聞 

樹脂成型機の効率向上 24. 2. 1 日本経済新聞 

平均倍率２．１０倍 香川高専で願書の受け付け締め

切る 
24. 2. 4 四国新聞 

受験生“狭き門”挑戦 香川高専一般入試 24. 2.20 四国新聞 

２８９人に吉報 香川高専で合格発表 24. 2.25 四国新聞 

香川高専詫間キャンパス報告会 24. 3.21 四国新聞 

研究 香川高専 研究通じ技術交流 東洋未来大（韓国）と

学術協定 
23. 7.21 四国新聞 

「高専ネット活用へ」橋の老朽化対策研究会第２回会

合 
23. 8. 4 建設工業新聞 

長崎大「地域の道路インフラ」テーマにシンポジウム

開催 
24. 2. 1 橋梁新聞 

各種ｺﾝﾃｽﾄ 全国高校生「税の作文」税務署長賞 香川高専詫間１

年生 
23.11.18 四国新聞 

「全国プログラミングコンテスト」香川高専輝く技術

「スマホ＋傘 旅案内」で最優秀賞 
24. 1.26 朝日新聞 

「全国高専プログラミングコンテスト」香川高専高松

が最優秀 傘にスマホ機能 位置や気象情報 
24. 2. 3 四国新聞 

香川高専高松の「キャンパスベンチャーＧＰ四国」グ

ループ優秀賞 農業振興にＩＴ活用 
24. 2.11 四国新聞 

香川高専「優秀賞・中小企業基盤整備機構四国支部長

賞」 農作業支援システム―ｉＦａｒｍ― 
24. 2.23 日刊工業新聞 

香川高専生，総理大臣賞 ものづくり日本大賞 開発

の水遊びソフトで 
24. 3.22 朝日新聞 

ものづくり日本大賞 香川高専詫間５人に内閣総理大

臣賞 水遊びソフト開発評価 
24. 3.23 四国新聞 
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分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

部活動 四国高専大会「高松 団体２競技制す」「詫間 男子

バスケで頂点」 
23. 8. 2 四国新聞 

春の県高校野球組み合わせ 24. 2.28 四国新聞ほか 

教員紹介 呼吸の状態正確に検知 香川高専のチーム，センサー

開発 居眠り防止など活用期待 
23.10.16 朝日新聞 

地域・社会 

活動 

産学官連携 企業を支援 三豊市商工会 高専 市 

「１カ所で対応助言を迅速に」 
23. 6.11 四国新聞 

うみがめまつりで三豊市をＰＲ 23. 7.26 四国新聞 

香川高専「地域連携と社会貢献推進」橋の老朽化対策

研究会 
23. 8. 4 建設通信新聞 

自然放射線に理解 高松でサイエンス教室 23. 8.12 四国新聞 

京都府でも“香川モデル”が実践 橋の老朽化研 １

４高専に拡大 
23. 8.21 橋梁新聞 

歴史の名場面再現 きょうから仁尾八朔人形まつり 23. 9.23 四国新聞 

リアルに雰囲気再現 三豊で仁尾八朔人形まつり開幕 23. 9.24 山陽新聞 

歴史の名場面そろう あすまで仁尾八朔人形まつり 23. 9.24 朝日新聞 

自作ロボで障害物競走 飯山南小児童 物作りの楽し

さ体感 
23.11.12 四国新聞 

東日本大震災救援募金 香川高専 23.11.18 朝日新聞 

土研と高専「橋梁老朽対策で協定」市町村の人材育成

支援へ 
23.12. 6 建設工業新聞 

「土研 高専機構と連携」老朽道路橋への技術支援 

あす締結式 
23.12. 6 建設通信新聞 

「橋管理の人材育成」高専機構と土木研が連携 23.12. 9 日刊工業新聞 

その他 シリーズ追跡「止まらない交通死亡事故」 23. 6.19 四国新聞 

「高専合格者に成績の開示を」四国行政評価支局 23. 9.30 朝日新聞 

学園祭シーズン到来 県内８校で催し多彩に 23.10. 6 四国新聞 

もの作りの楽しさ伝授 あの人この人 23.12. 8 四国新聞 

「ものづくり」とは 涙と笑い 日本人の在り方を問

う プチミュージカル公演 ２５日高松 
23.12.18 四国新聞 

地域総合版「あのころグラフィティ－まちの今昔－」

香川高専高松キャンパス 
24. 1.18 四国新聞 

バイク愛好家支援リレー 被災地に義援金やメッセー

ジ 全国巡回中 霊山寺でバトンタッチ 
24. 2. 5 徳島新聞 


