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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  香川高専で３０日、２０１７年度入試の願書受け付け

が始まり、初日は１４４人が出願した。 
2017/1/31 四国新聞 

香川高専は３日、２０１７年度一般入試の願書受け付

けを締め切った。１４４人の定員に対し、２０９人が

出願。平均倍率は１．４５倍で、前年度（１．６１倍）

を下回った。 

2017/2/4 四国新聞 

全国の国立高専で１９日、２０１７年度入試が一斉に

行われた。香川高専では推薦合格者を除く１４４人の

募集定員に対し、２０５人が受験。最終平均競争率は

１．４２倍前年度（１．５４倍）となった。 

2017/2/20 四国新聞 

香川高専の２０１７年度入試の合格発表が２４日、高

松、詫間の両キャンパスであり、７学科合わせて２９

５人が合格した。 

2017/2/25 四国新聞 

研究 香川高専などのグループが運転コストの安い公共下水

処理施設での浄化システムを開発、高知県で実用化に

こぎ着けた。システムを開発したのは、香川高専の多

川正建設環境工学科准教授（工学）らの研究グループ。 

2017/1/26 四国新聞 

各種ｺﾝﾃｽﾄ １１月に行われた「全国高専ロボットコンテスト２０

１６」で香川高専高松キャンパスチームが初優勝を飾

った。メンバー３人と指導教員等が１２月２２日、高

松市役所に大西市長を表敬訪問した。 

2016/12/29 四国新聞 

「第１３回ＣＶＧ（キャンパスベンチャーグランプリ）

四国」の最優秀賞である四国経済連合会会長賞に選ば

れたのは、香川高等専門学校の名越安優未さんらの「音

楽教筆♪」。お絵かきと音楽の練習を組み合わせた知

育システム。 

2017/2/21 日刊工業新聞 

学生によるビジネスプランコンテスト「第１３回キャ

ンパスベンチャーグランプリ全国大会」が１６日１２

時半から東京・霞ヶ関の霞山会館で開かれる。全国８

地区の大会を勝ち抜いた計１３人・チームが出場し、

「経済産業大臣賞」、「文部科学大臣賞」を目指して

競い合う。 

2017/3/9 日刊工業新聞 

部活動 平成２８年度全国高専体育大会は９月４日までの延べ

１３日間、東海、北陸地方で１３競技を行った。県勢

は７競技に出場し、その記録（成績）を掲載。 

2016/9/27 四国新聞 
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分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

地域・社会 

活動 
香川高専詫間キャンパスと四国電力がドローンを活用

した高圧送電線点検システムを共同で研究している。

研究には学生が携わり、数年後の実用化を目指してお

り、現在点検システムの特許も出願している。 

2016/8/20 毎日新聞 

香川高専詫間キャンパスでは９月１７日～１９日に開

催される仁尾八朔人形まつりに展示する金太郎を３Ｄ

プリンターで作成し、思い描いたとおりの金太郎に仕

上がったという。展示作品はナレーションに沿って物

語が進行する。 

2016/9/16 四国新聞 

海運業で日本の高度経済成長を支えた粟島の元船員た

ちの歩みをたどる「僕らの思い出の写真展」が旧国立

粟島会員学校で開幕する。写真展は元船員と知り合っ

た香川高専詫間キャンパス藤井講師と研究室の学生、

ＡＰ通信社の方が企画した。 

2016/10/6 四国新聞 

世界の海を舞台に、戦前から活躍した粟島（三豊市詫

間町）出身の船員たちを紹介する「僕らの思い出の写

真展」（香川高専詫間キャンパス主催）が、粟島にあ

る粟島海洋記念館で開かれている。 

2016/10/25 毎日新聞 

県内のものづくりを支える技能士らの技術を紹介する

「かがわ技能フェスティバル２０１６」が１２日、高

松市林町のサンメッセ香川で始まった。香川高専も参

加し、生徒と一緒にロボットの操作を楽しめるワーク

ショップでは多くの子どもたちが体験していた。 

2016/11/13 四国新聞 

三豊市詫間町の粟島で１２日、「海の学びワークショ

ップ」が開かれた。ワークショップは粟島で元船員の

歩みをたどる写真展を開催している香川高専詫間キャ

ンパス藤井講師の研究室が、かがわ里海大学の協力を

得て実施。 

2016/11/13 四国新聞 

香川高専と神戸市立工業高専、段ボール製造のＦＵＪ

ＩＤＡＮ（東かがわ市白鳥）は、動力付きで遠隔操作

できる段ボール模型飛行機を開発した。段ボールを使

った新しい商品開発に取り組む同社が２年前、香川高

専に依頼。同社が段ボールを提供し、両高専の学生や

教員らが携わった。 

2017/3/11 四国新聞 
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分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

地域・社会

活動 

高松市松島町の複合施設「たかまつミライエ」の市こ

ども未来館でソーラーカーの制作を体験する教室があ

った。この日は、１人乗りソーラーカーなどを開発し、

全国大会のレースに出場している香川高専高松キャン

パスの「次世代自動車研究部」の１～３年の学生４人

が講師を務めて３回教室を開き、市内の児童計２０人

が参加した。 

2017/3/13 四国新聞 

その他 高松高専（現香川高専）名誉教授 山本斌曠さんが平

成２８年春の叙勲で瑞宝小綬章に選ばれた。 
2016/4/29 

四国新聞 

毎日新聞 

高松市の姉妹都市、仏 トゥール大の教員（国際交流

室長）が２８日、高松市役所副市長を表敬訪問し、今

後の学術交流活動促進などについて意見交換した。同

大は昨年１２月に香川高専と学術交流協定を結び、学

生の相互交流などをスタート。室長は今年４月から香

川高専に短期留学している学生の評価などのため、２

５日に来校した。 

2016/6/29 四国新聞 

７、８月に高松キャンパスで「ものづくり教室」を開

催する。これは実験や学習を通して科学に興味を持っ

てもらうことが狙いで、小中学生と保護者の参加を７

月２２日まで募っている。 

2016/7/9 四国新聞 

スウェーデンのストックホルムで１２月に開催される

ノーベル賞授賞式に香川高専詫間キャンパスの電子情

報通信工学専攻２年、春日貴章さんが出席することが

決まった。スウェーデン青年科学者連盟は毎年、世界

各国の若手科学者を招待し、授賞式に参加出来る学生

は毎年、全世界から２５人程度、国内からは２人とい

う難関である。 

2016/10/17 四国新聞 

香川高専電子情報通信工学専攻２年の春日貴章さんが

１２月、スウェーデンで開かれるノーベル賞の授賞式

に出席する。海外の若手研究者に研究成果を発表する

「ストックホルム国際青年科学セミナー」の一環。中

四国の学生としては初めてで、放射線について学ぶ子

ども向けの教材開発が評価された。 

2016/11/13 毎日新聞 
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分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

その他 スウェーデンで１０日に開かれるノーベル賞授賞式

に、香川高専電子情報通信工学専攻２年の春日貴章さ

んが参加する。毎年、科学論文などの功績が認められ

た学生２５人ほどが全世界から招かれるが、日本の高

専の学生が選ばれるのは初めてという。 

2016/12/3 朝日新聞 

スウェーデンで１０日に開かれるノーベル賞授賞式

に、香川高専電子情報通信工学専攻２年の春日貴章さ

んが参加する。毎年、科学論文などの功績が認められ

た学生２５人ほどが全世界から招かれるが、日本の高

専の学生が選ばれるのは初めてという。 

2016/12/5 朝日新聞 

スウェーデンであったノーベル賞授賞式など一連の関

連行事に立ち会う「ストックホルム国際青年科学セミ

ナー」（SYISS）に派遣されていた香川高専電子情報通

信工学専攻２年の春日貴章さんら学生２人が１４日、

東京・赤坂の国際科学技術財団で報告会を行った。 

2016/12/15 四国新聞 

スウェーデンで今月開かれたノーベル賞の授賞式と関

連行事に立ち会う「ストックホルム国際青年科学セミ

ナー」（SYISS）に派遣されていた香川高専電子情報通

信工学専攻２年の春日貴章さんが１９日、三豊市詫間

町の同校で報告会を行った。 

2016/12/20 四国新聞 

ノーベル賞授賞式への出席を含む８日間のセミナー

に、全国の高専生として初めて派遣された香川高専詫

間キャンパス専攻科２年の春日貴章さんが昨年末、同

校で行った報告会に参加した四国新聞記者が、聴衆の

一人として春日さんの地道な姿勢から学ぶ点が多いと

感じ入った旨のコメントが記者ノートとして掲載され

た。 

2017/1/15 四国新聞 

昨年１２月４日から１２日にかけて開催されたスウェ

ーデンのストックホルム国際青年科学セミナー

（SYISS）へ参加した香川高専詫間キャンパス専攻科２

年の春日貴章さんの連載記事で、今回は「派遣決定」

と題した記事が掲載された。 

2017/1/24 四国新聞 

昨年１２月４日から１２日にかけて開催されたスウェ

ーデンのストックホルム国際青年科学セミナー

（SYISS）へ参加した香川高専詫間キャンパス専攻科２

年の春日貴章さんの連載記事で、今回は「世界の若き

科学者」と題した記事が掲載された。 

2017/1/25 四国新聞 



6.本校の活動の対外報道                          Annual Report 2016 

- 289 - 

 

 

 

 

分 類 記 事 内 容 掲載日 新聞雑誌等 

その他 昨年１２月４日から１２日にかけて開催されたスウェ

ーデンのストックホルム国際青年科学セミナー

（SYISS）へ参加した香川高専詫間キャンパス専攻科２

年の春日貴章さんの連載記事で、今回は「華やかな舞

台」と題した記事が掲載された。 

2017/1/26 四国新聞 

昨年１２月４日から１２日にかけて開催されたスウェ

ーデンのストックホルム国際青年科学セミナー

（SYISS）へ参加した香川高専詫間キャンパス専攻科２

年の春日貴章さんの連載記事で、今回は「大隅先生と

対面」と題した記事が掲載された。 

2017/1/27 四国新聞 

スウェーデンで昨年１２月にあったノーベル賞授賞式

に出席した香川高専詫間電子情報通信工学専攻２年の

春日貴章さんが２４日、母校の丸亀東中学校で講演し

た。 

2017/2/25 四国新聞 
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