《第１回中日高専（高職）学校教育フォーラムプログラム》
【５月１２日（月 ）】
○開会式 （ 8:30 ～ 9:30）〔司会：承徳石油高等専科学校 党委書記 王紀安〕
（挨拶）フォーラム実行委員長 承徳石油高等専科学校 党委書記 王紀安
河北省教育庁 長官 翟 海魂
承徳市 副市長 張建国
国立高等専門学校機構 理事 河村潤子
フォーラム実行委員長 佐世保工業高等専門学校 校長 井上雅弘
承徳石油高等専科学校 校長 曹克広
○トップフォーラム （ 10:00 ～ 12:00）〔司会：寧波職業技術学院 副院長 張学庫〕
（講演）承徳石油高等専科学校 党委書記 王紀安
「職業と学習を結び合わせる教育理念の発端と内包」
佐世工業高等専門学校 校長 井上雅弘
「日本の工学教育における工業高等専門学校の役割」
福建交通職業技術学院 学長 瀋斐敏
「障害教育観念に基づいた高等職業教育を再検討」
佐世保世工業高等専門学校 副校長 須田義昭
「佐世保工業高等専門学校における中国との国際交流」
○トップフォーラム （ 14:00 ～ 17:00）〔司会：佐世保工業高等専門学校 副校長須田義昭〕
（講演）唐山工業職業技術学院 学長 田秀萍
「職業教育集団化の学校運営パターンの探索と実践」
佐世工業高等専門学校 専攻科長 武富敬
「専攻科の位置付けと教育体制」
河北工業職業技術学院 学長 董兆偉
「応対と説明：マーケティングの視野に基づいた職業学校」
宇部工業高等専門学校 専攻科長 吉田政司
「宇部高専における実践的技術者育成教育」
寧波職業技術学院 副院長 張学庫
「高等職業教育の若干問題思考」
大島商船高等専門学校 国際交流推進室長 櫛田直規
「大島商船高専と青島大学ソフトウエア技術学院における教育と研究に
関する国際学術交流」
○承徳石油高等専科学校キャンパス視察 （ 17:00 ～ 18:30）
【５月１３日（火 ）】
○フリーフォーラム （ 8:30 ～ 9:30）
【第１会場】〔司会：佐世保工業高等専門学校 准教授 川崎仁晴〕
（発表）富山工業高等専門学校 准教授 青山晶子
「高専生のための英単語教材｢ COCET3300 ｣ -書籍版と Web 版 -」
浙江金融職業学院 副学長 王崎
「高職学校人材育成の新視野：文化人材育成」
大島商船高等専門学校 准教授 中澤信幸
「日本漢字音を中国語発音学習に活用するには」
河北化工医薬職業技術学院 学長 柴錫慶
「高等職業教育現地トレーニングセンター建設の探索と実践」

【第２会場】〔司会： 秦皇島職業学院 学長 劉志国〕
（発表）張家口職業技術学院 学長 王立秋（欠席）
「産学連携戦略を建てて、未発達地域の職業学院新路を探索」
大分工業高等専門学校 准教授 本田久平
「多指ロボットハンドによる物体操作のためのインタフェース」
防災科学院 党委書記 斉福栄
「高等職業教育の素質教育現状に対する思考」
大分工業高等専門学校 准教授 徳安達士
「口内法 X 線撮影訓練装置の開発」
○フリーフォーラム （ 9:40 ～ 10:40）
【第１会場】〔司会：浙江金融職業学院 副校長 王崎〕
（発表）富山商船高等専門学校 助教 宮重徹也
「倫理的職業観を育成する倫理教育」
石家荘郵便職業技術学院 副校長 朗秋洪
「積極的企業サービス理念を樹立、産学連携人材育成の道を探索」
茨城工業高等専門学校 准教授 箱山健一
「グローバル世界経済の諸局面と東アジア技術者教育の課題」
河北機電職業技術学院 学長 馬東霄
「生涯教育に基づいた高等職業システムの建設」
【第２会場】〔司会：久留米工業高等専門学校 教授 王燕康〕
（発表）河北観光職業学院 党委書記 趙済生
「産学提携の観光学院の教育モードに基づいた人材育成を研究」
佐世保工業高等専門学校 准教授 川崎仁晴
「 プラズマを用いたエレクトロクロミックディスプレイ用 WO3 薄膜の作製 」
秦皇島職業技術学院 学長 劉志国
「中国高等職業教育の持続発展と国際化」
佐世保工業高等専門学校 准教授 兼田一幸
「実験実習を通した組み込みシステム技術者育成」
○ポスターセッション準備 （ 10:40 ～ 11:10）
○ポスターセッション （ 11:10 ～ 11:40）
〔 司会：佐世保工業高等専門学校 専攻科長 武富 敬 〕
○フリーフォーラム （ 14:00 ～ 14:45）
【第１会場】〔司会：防災科学院 党委書記 斉福栄〕
（発表）秦皇島職業技術学院 副校長 劉艶紅
「生涯学習理念に基づいた高等職業課程の改革」
有明工業高等専門学校 准教授 坪根弘明
「小中学生の理科離れに対する取り組み」
承徳石油高等専科学校 副校長 孔小利
「職業・学習を共に重視と産学連携の教育モードを探索」
【第２会場】〔司会：富山工業高等専門学校 副教授 青山晶子〕
（発表）大分工業高等専門学校 准教授 高見徹
「海藻を用いた生物検定による各種排水の毒性評価」
石家荘東方美術学院 学長 甄忠義
「新時代背景下での高等職業教育の国際化と終身化」

大分工業高等専門学校 准教授 伊東徳
「潤滑下の往復動摩擦に及ぼすすべり速度の影響」
○フリーフォーラム （ 14:55 ～ 15:55）
【第１会場】〔司会：大島商船高等専門学校 国際交流推進室長 櫛田直規〕
（発表）廊坊職業技術学院 副校長 周春祥
「開放的職業学院トレーニング建設の探索と実践」
久留米工業高等専門学校 教授 王燕康
「近傍ブロック情報を利用した適応的動き補償予測法に関する研究」
承徳民族師範専門学校 講師 張立新（欠席）
「目前中小学校教員トレーニングの問題と策略の思考」
【第２会場】〔司会：唐山工業職業技術学院 学長 田秀萍〕
（発表）河北観光職業学院 副教授 陳志夫
「高等職業教育内包建設の障害となることの分析と対策」
有明工業高等専門学校 准教授 劉丹
「脱硫石によるアルカリ土壌の改良」
承徳石油高等専科学校 教授 範黎光
「新視野で積極的に職業と学習をあわせる新モードを探索、特色のある産学
連携のホテル専門人材育成モードを建設」
○閉会式 （ 17:00 ～ 18:00）
（挨拶）国立高等専門学校機構 理事
河村潤子
佐世保工業高等専門学校 校長
井上雅弘
承徳石油高等専科学校 党委書記 王 紀 安

《日本からのフォーラム参加者》
（順不同、敬称省略）
独立行政法人国立高等専門学校機構 理事
河村 潤子
独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局財務課予算係長
中村真紀子
茨城工業高等専門学校 人文科学科・自然科学科 准教授
箱山 健一
富山工業高等専門学校 一般科目 准教授
青山 晶子
富山商船高等専門学校 国際流通学科 助教
宮重 徹也
宇部工業高等専門学校 専攻科長 機械工学科 教授
吉田 政司
宇部工業高等専門学校 一般科目 准教授
畑村
学
大島商船高等専門学校 国際交流推進室長 電子機械工学科 教授
櫛田 直規
大島商船高等専門学校 一般科目 准教授
中澤 信幸
有明工業高等専門学校 物質工学科 教授
劉
丹
有明工業高等専門学校 機械工学科 准教授
坪根 弘明
久留米工業高等専門学校 制御情報工学科 教授
王
燕康
久留米工業高等専門学校 生物応用化学科 教授
伊藤 義文
大分工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授
本田 久平
大分工業高等専門学校 機械工学科 准教授
徳安 達士
大分工業高等専門学校 都市システム工学科 准教授
高見
徹
大分工業高等専門学校 機械工学科 准教授
伊東
德
佐世保工業高等専門学校 校長
井上 雅弘
佐世保工業高等専門学校 副校長（教務主事）電気電子工学科 教授
須田 義昭
佐世保工業高等専門学校 専攻科長 電子制御工学科 教授
武富
敬
佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授
川崎 仁晴
佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授
兼田 一幸
佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 助教
関 偉 民
上記参加者の外にフォーラム運営のために佐世保高専の事務職員３名が同行しました。

