
タイムテーブル
8:30～ 9:30～ 10:30～ 11:30～ 12:30～ 13:30～ 14:30～

総合案内 【１階 学生ラウンジ】 8:30～15:30

全体説明会
（1F合同講義室） 説明会 説明会 説明会 説明会

機械知能
システム工学科

MI

学科常設展示【２階多目的演習室】 9:00～15:30
MI-1: 機械工作(実習工場)，MI-2: 設計体験(2階デジタル設計室)，MI-3: 電子工作(3階創造設計室)

MI-1 MI-1 MI-1

MI-2 MI-2 MI-2 MI-2 MI-2

MI-3 MI-3 MI-3 MI-3 MI-3

建築社会
デザイン工学科

AC

学科常設展示【２階４ＭＩ教室・ＰＢＬ演習室】 9:00～15:30
AC-1: コンクリート破壊実験(実験実習棟)，AC-2：ドローン体験(ゴルフ場付近・4階AC講義室)

AC-1 AC-1

AC-2 AC-2

建築模型製作体験（常設展示と併設）

生物化学
システム工学科

BC

学科常設展示【２階多目的講義室】 9:00～15:30
BC-Tour：生物化学システム工学科ツアー

①ミクロな世界をのぞく，②化学の面白さ発見，③生き物の情報
その他，実験室や研究室，高度な研究機材を紹介します。同じ内容で各時間帯に実施します。

BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour

各種実演（常設展示と併設）

共通教育
LY

共通教育展示【１階 学生ラウンジ】 9:00～15:30
LY：プログラミング体験実習【２階 ICT第３演習室】

LY LY LY

ロボコン展示 【１階学生ラウンジ】 9:00～15:30 ロボコン部
進学相談
（相談カフェ） 【１階学生ラウンジ】 9:00～15:30 学生募集室・後援会・学生会・共通教育科
学生寮見学
（希望者のみ） ①12:30  ②13:00  ③13:30  ④14:00  寮玄関にて受付

8:30～ 9:30～ 10:30～ 11:30～ 12:30～ 13:30～ 14:30～

○全体説明会は45分程度です。４回とも同じ内容です。
○体験実習の受付は以下の会場に設けています。受付スタッフが会場まで誘導します。

機械知能システム工学科 --- 常設展示場【多目的演習室】
建築社会デザイン工学科 --- 常設展示場【PBL演習室】
生物化学システム工学科 --- 常設展示場【多目的講義室】および【生物棟（専門科目棟-２）】

○各科の実習・実演・実験は50分程度です。時間帯の違うテーマを複数回体験することも可能です。なお、定員を超
えると参加できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳細は各科の受付にて確認ください。

○生物棟(専門科目棟-２)を見学される方は上履きが必要です。

連絡事項

オープンキャンパス2017 



オープンキャンパス２０１７実施案内 

【国立熊本高専 八代キャンパス】 

 
１．開催日 平成２９年８月５日（土） 

 

２．会 場 熊本高等専門学校 八代キャンパス 

〒866－8501 熊本県八代市平山新町 2627    電話 0965－53－1331 

 

３．内 容(次ページプログラムおよび《各学科の体験実習と展示内容の概要》も参照願います) 

（1）全体説明会（45 分程度） 

  ①8:30、②10:30、③12:30、④14:30の 4回、本校概要について同じ内容で実施します。 

（2）学科常設展示（9:00～15:30） 

各展示会場にて，常時行っています。時間内は自由に見学できます。 

（3）学科体験実習・実演（50分程度） 

各学科にて体験実習・実演・実験および説明会が実施されます。同じ内容で複数回実施しま

すので、希望の時間で自由に参加してください。但し、参加多数の場合は、先着順となりま

す。 

（4）進学相談 

本校学生の保護者・教員・学生による個別相談を 9:00より 15:30まで実施します。 

（5）学生寮見学（希望者のみ） 

     希望される方は、①12:30、②13:00、③13:30、④14:00のいずれかの時間に寮玄関受付まで

お越し下さい。（寮玄関の場所は、受付にてお尋ね下さい。地図で説明致します。） 

 

４．申し込み方法  

別紙「オープンキャンパス２０１７参加申込書」に記入の上、締切日 7月 14日（金）までにＦＡＸ

にて熊本高専八代キャンパス学務課学生募集室にお申し込みください。 

 

５．その他 

（１）学生食堂または学生寮（12:30～13:30）での昼食（有料３５０円、メニューはカレーランチのみ

となります）を希望される方は、申込書の「昼食希望者数調べ」によりお申し込みください 

（２）校内の移動は土足で結構です。ただし、学生寮および生物化学システム工学科棟の見学を希望さ

れる方は、必ず上履きをご持参下さい。 

（３）自動車・自転車の方は、駐車場・駐輪場を用意しています。本校職員の誘導に従ってください。 

（４）校内は全面禁煙となっています。ご協力をお願いいたします。 

（５）オープンキャンパスについてのお問い合わせは、下記までお願いします。 

熊本高専八代キャンパス 学務課 学生募集室 

〒866－8501 熊本県八代市平山新町 2627  TEL:（0965）53－1331 FAX：（0965）53－1239 

 

 



【オープンキャンパスプログラム】 

 自由参加型（参加多数の場合は先着順） 

 8:30～ 9:30～ 10:30～ 11:30～ 12:30～ 13:30～ 14:30～ 

全体説明会 
(1F合同講義室) 

説明会  説明会  説明会  説明会 

機械知能 
システム工学科 

学科常設展示 (２階 多目的演習室) 9:00～15:30   
MI-1: 機械工作(実習工場)，MI-2: 設計体験(2階 デジタル設計室)，MI-3: 電子工作(3階 創造設計室) 

 MI-1 MI-1   MI-1 
 

 MI-2 MI-2  MI-2 MI-2 MI-2 

 MI-3 MI-3 MI-3 
 

MI-3 MI-3 

建築社会 
デザイン工学科 

学科常設展示 (２階 ４ＭＩ教室・ＰＢＬ演習室) 9:00～15:30  
AC-1: コンクリート破壊実験(実験実習棟)，AC-2：ドローン体験(ゴルフ場付近・4階 AC講義室) 

  AC-1  AC-1   

   AC-2  AC-2  

 建築模型製作体験（常設展示と併設） 

生物化学 
システム工学科 

学科常設展示 (２階 多目的講義室) 9:00～15:30 
BC-Tour：生物化学システム工学科ツアー 

①ミクロな世界をのぞく，②化学の面白さ発見，③生き物の情報 

その他，実験室や研究室，高度な研究機材を紹介します。同じ内容で各時間帯に実施します。 

 BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour BC-Tour 

 各種実演（常設展示と併設） 

共通教育 

共通教育展示(1階 学生ラウンジ) 9:00～15:30 
LY: プログラミング体験実習 (2階 ICT第３演習室)  

 LY  LY  LY  

ロボコン展示 (1階 学生ラウンジ) 9:00～15:30  ロボコン部 

進学相談 
(相談カフェ) 

(1階 学生ラウンジ) 9:00～15:30  学生募集室・後援会・学生会・共通教育科 

総合案内 (1階 学生ラウンジ) 8:30～15:30  共通教育科 

学生寮見学 

(希望者のみ） 
①12:30  ②13:00  ③13:30  ④14:00  寮玄関にて受付。 

 8:30～ 9:30～ 10:30～ 11:30～ 12:30～ 13:30～ 14:30～ 

 

 ※ 各科の実習・実演・実験は 50分以内 全体説明会は 45分以内 

 

 

 

 



《各学科の体験実習と展示内容の概要》 

各学科の教育内容を理解していただくため，下記のような展示・実習・実演等を予定しています。
各学科の魅力について，5 年生のみなさんが丁寧に説明します。いろいろ質問してみてください。 

 

 機械知能システム工学科  テーマ：全部見せます！機械知能システム工学科 

体験実習： MI1 先端工作機械を体験！  ～メタルストラップとひょうたんを作ろう～ 

MI2 最新の設計法を体験！  ～3D－CAD ソフト「SolidWorks」をつかってみよう～ 

MI3 電子工作を体験！      ～半田付けによる電子回路工作をしてみよう～ 

(MI1～MI3 の複数体験も可能） 

常設展示：学科カリキュラム紹介／研究室紹介(ウィンドカー/ジャイロ装置/熱流体シミュレーション/
液体窒素実験/各種センサー/音響測定実験/超伝導実験/ホバークラフト/高速度カメラ/自動
ボール盤/霧箱/放射線検出/3Dプリンタ作品/身体の挙動解析/モータの制御等) 

 建築社会デザイン工学科  テーマ：くらしをつくる・まもる 建築社会デザイン工学科 

体験実習：AC1 コンクリート破壊実験 

AC2 空撮ドローン体験 

常設展示：学科カリキュラム紹介／進路紹介／全国高専デザコン最優秀賞・優秀賞作品／ブリッジ
コンテスト出場作品／学生作品／測量器具／河川浄化・小水力発電など最新エコ技術の
紹介／地震と断層／サーモグラフィカメラで温度を見る／３Ｄプリンタによる立体地図
／ＧＰＳロボットカー・マルチコプター／リモートによる情報収集と調光  
建築模型製作体験 など 

 生物化学システム工学科  テーマ：ミクロな世界と化学の魅力～生物化学システム工学科～ 

生物化学システム工学科ツアー： 

①ミクロな世界をのぞく，②化学の面白さ発見，③生き物の情報 

その他，実験室や研究室、高度な研究機材を紹介します。 

常設展示： 学科カリキュラム紹介／進路紹介／学科紹介ビデオ（授業・研究・学生生活…）／ 

研究室紹介／化学・生物・情報技術の実験や展示 他 ※展示内容は一部変更の可能性有 

※生物化学システム工学科棟（専門棟Ⅱ）を見学の方は上履きをご持参下さい。 

 共通教育科  

体験実習： プログラミングを体験してみよう 

展示内容： 各教科の紹介，教科書展示，カリキュラム紹介， 

キャリア教育紹介，平成 29年度入試問題配布 など  



【当日の受付場所ならびに総合案内所】 

受 付：1階ピロティー（案内図参照）， 総合案内：学生ラウンジ（案内図参照） 

 

国道 3号線より 

全体説明会： 

1 階合同講義室 

正門より 

お入りください 

受付へ 

お車の方は駐車場へ 

総合案内・進学相談： 

進路支援室 

受付： 

1 階ピロティー 



オープンキャンパス２０１７参加申込書（八代キャンパス） 

学 校 名  

最初に参加

予定の時間

に○をご記

入下さい。 

※ 概数把

握のためご

協力願いま

す。 

下記は、各プログラムの開始予定時間です。最初に参加するプログラムの 10 分前に

は、受付で受付を済ませて下さい。 

〔  〕８時 30分より参加、〔   〕９時 30分より参加、 〔   〕10時 30分より参加 

〔  〕11時 30分より参加、〔   〕12時 30分より参加、〔   〕13時 30 分より参加 

※最初に参加予定の時間が分かれる場合はそれぞれに人数をお書きください。 

学生寮見学 

〔     〕12時 30分開始  〔     〕13時開始 

〔     〕13時 30分開始  〔     〕14時開始 

※参加予定の時間帯に人数をお書きください。 

所 在 地 
〒 

TEL                                   FAX 

責 任 者 職 名：                              氏 名： 

参加者数 

生 徒 保護者 教員等 合 計 

名 名 名 名 

 

昼食希望者数調べ 

昼食（有料３５０円）を希望される方の総数（生徒、保護者、先生方）をご記入ください。 

学生食堂での昼食 名 

学生寮での昼食 名 

※食券は、当日受付で代金と引き換えにお渡しします。 

送付先：熊本高専（八代キャンパス） 学務課学生募集室 FAX （0965）53-1239 

 締切日 ７月 14 日（金） 
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