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高知工科大学よさこいチーム

この問いに答えるために、「高知工科大学校友会」は、校友会員の皆様にご加入いただいた校友会費
をもとに６つの活動目標を掲げ、入学後から卒業後までも一貫して「工科大生」のさまざまな活動を
支援するとともに、大学と連携して誇りある大学づくりに貢献しています。

「人が育つ大学」を教育理念として絶えず進化を続ける大学とともに
すべての学生の「今」と「未来」のために校友会は何ができるのか？

大学で過ごす4年間あるいは6年間（修士課
程）は、人生設計の一番大事な時間であり、そ
の中で得たさまざまな経験は、これからの人
生の大きな糧となると思います。
高知工科大学よさこいチームでの演舞、10月
の大学祭、冬の風物詩となったキャンパスイル
ミネーションなど、学生の熱意によって運営さ
れるこれらのイベントに校友会は助成してい
ます。またさまざまなエリアで就職活動を積
極的に行えるように交通費の一部を助成した
り、コロナ禍で困窮する学生を支援するため
に季節のイベントに合わせて食糧支援事業を
行っています。

バス待合所

憩いの広場電子系交流会（東京）

間伐講習会

東四国の名峰　三嶺

土佐山田まつり

冬の風物詩　香美キャンパス　ライトアップ
入学式

卒業式

「同窓会in大阪」   校友会会長挨拶

硬式野球部 バレーボール部

吹奏楽部　WIND BRASS RaSK（ロケット制作） 卒業記念植樹

シカ食害防止作業

機械系交流会（東京） 刃物まつり中型バス卒業アルバム

学 生 生 活
本学には体育系、文化系のさまざまな部や同
好会があり、学生たちの多くは日々の学業だ
けでなく共通の趣味を持つ先輩・後輩と一緒
に、課外活動に楽しくかつ真剣に取り組み、学
生同士の絆を深めています。
体育系ではバレーボール部、野球部、卓球部、
ソフトボール部等が全国的にも優秀な成績を
収めています。文化系の学生団体も地域活性
化のためにさまざまなイベントで活躍してい
ます。校友会はこうした活動に対して、必要物
品の購入助成や遠征等の旅費助成を行い、学
生の課外活動支援を積極的に行っています。

課 外 活 動
新しい人生の入り口に立つ心地よい緊張感に
包まれた入学式、大学で得た学びの力を信じ
自分の選んだ道を歩き始める高揚感に満ち
た卒業式。
そうした折々の大切な節目に「工科大生」を心
から祝福するために、地元香美市商工会の協
力を得て在学生が手作りの宴として入学式の
後には「Welcome工科大」、卒業式の後には
「えん」を開催し保護者の方々にも工科大の温
かさに触れていただき大変喜ばれています。
また、卒業生には校友会から卒業記念として
香美キャンパスに枝垂れ桜を植樹するととも
に学生生活の思い出が詰まった卒業記念アル
バム及び記念品を贈呈しています。

入学・卒業
校友会は在学生と卒業生、研究室やクラブ等
の先輩・後輩のつながりを積極的に支援する
ために交流会開催助成制度を設け、交流会や
懇親会などの費用の一部を助成するとともに
恩師と卒業生の親睦を進めるための活動も
支援しています。
また大学の周年記念にあわせて行われるイベ
ントの運営補助や開催費を助成し、たくさん
の卒業生や退職された先生方にお集まりい
ただくことができました。
校友会の理念である「すべての学生の『今』と
『未来』のために」を広げるために8つの支部
（うち3つは海外支部）を中心に新卒生を祝福
する歓迎会開催も支援しています。

会 員 交 流
校友会は絶えず大学と歩みをともにし、さま
ざまな局面で大学を支援しております。
コロナ禍の発出時には、オンライン授業充実
に必要なネット環境の整備や貸与型パソコン
の一括購入が速やかに行えるように大学に校
友会基金を設けました。
学内の環境整備としては学生の通学の利便
性を高めるために「バス待合所」を設置し、学
生食堂の隣には桜を中心に「憩いの広場」を
設け、学生が寛げるスペースを拡充しました。
また、学習環境整備としては香美キャンパス
と永国寺キャンパスをつなぐための「中型バ
ス」を寄贈しました。

大 学 連 携
工科大の目標は教育の充実、研究の発展、有能
な人材の輩出であり、これらの成果は日本の大
学の中でもトップクラスですが、大学のもう一つ
の役割として地域貢献、地域活性化があります。
東南海地震がほぼ確実に起こることが予想さ
れている高知県にあって、工学系の大学の強み
を生かし県に対しさまざまな施策を提言してお
ります。
また在学生も地域の子供たちが楽しみながら
防災の心構えを持てるように「防災運動会」を
企画・実施しています。
校友会もこうした地域貢献の一貫として、香美
市のイベントや祭りに寄付をしています。

地 域 交 流

■ 各学生団体の活動の様子は大学HPから
　 見ることができます。
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高知工科大学よさこいチーム

この問いに答えるために、「高知工科大学校友会」は、校友会員の皆様にご加入いただいた校友会費
をもとに６つの活動目標を掲げ、入学後から卒業後までも一貫して「工科大生」のさまざまな活動を
支援するとともに、大学と連携して誇りある大学づくりに貢献しています。

「人が育つ大学」を教育理念として絶えず進化を続ける大学とともに
すべての学生の「今」と「未来」のために校友会は何ができるのか？

大学で過ごす4年間あるいは6年間（修士課
程）は、人生設計の一番大事な時間であり、そ
の中で得たさまざまな経験は、これからの人
生の大きな糧となると思います。
高知工科大学よさこいチームでの演舞、10月
の大学祭、冬の風物詩となったキャンパスイル
ミネーションなど、学生の熱意によって運営さ
れるこれらのイベントに校友会は助成してい
ます。またさまざまなエリアで就職活動を積
極的に行えるように交通費の一部を助成した
り、コロナ禍で困窮する学生を支援するため
に季節のイベントに合わせて食糧支援事業を
行っています。

バス待合所

憩いの広場電子系交流会（東京）

間伐講習会

東四国の名峰　三嶺

土佐山田まつり

冬の風物詩　香美キャンパス　ライトアップ
入学式

卒業式

「同窓会in大阪」   校友会会長挨拶

硬式野球部 バレーボール部

吹奏楽部　WIND BRASS RaSK（ロケット制作） 卒業記念植樹

シカ食害防止作業

機械系交流会（東京） 刃物まつり中型バス卒業アルバム

学 生 生 活
本学には体育系、文化系のさまざまな部や同
好会があり、学生たちの多くは日々の学業だ
けでなく共通の趣味を持つ先輩・後輩と一緒
に、課外活動に楽しくかつ真剣に取り組み、学
生同士の絆を深めています。
体育系ではバレーボール部、野球部、卓球部、
ソフトボール部等が全国的にも優秀な成績を
収めています。文化系の学生団体も地域活性
化のためにさまざまなイベントで活躍してい
ます。校友会はこうした活動に対して、必要物
品の購入助成や遠征等の旅費助成を行い、学
生の課外活動支援を積極的に行っています。

課 外 活 動
新しい人生の入り口に立つ心地よい緊張感に
包まれた入学式、大学で得た学びの力を信じ
自分の選んだ道を歩き始める高揚感に満ち
た卒業式。
そうした折々の大切な節目に「工科大生」を心
から祝福するために、地元香美市商工会の協
力を得て在学生が手作りの宴として入学式の
後には「Welcome工科大」、卒業式の後には
「えん」を開催し保護者の方々にも工科大の温
かさに触れていただき大変喜ばれています。
また、卒業生には校友会から卒業記念として
香美キャンパスに枝垂れ桜を植樹するととも
に学生生活の思い出が詰まった卒業記念アル
バム及び記念品を贈呈しています。

入学・卒業
校友会は在学生と卒業生、研究室やクラブ等
の先輩・後輩のつながりを積極的に支援する
ために交流会開催助成制度を設け、交流会や
懇親会などの費用の一部を助成するとともに
恩師と卒業生の親睦を進めるための活動も
支援しています。
また大学の周年記念にあわせて行われるイベ
ントの運営補助や開催費を助成し、たくさん
の卒業生や退職された先生方にお集まりい
ただくことができました。
校友会の理念である「すべての学生の『今』と
『未来』のために」を広げるために8つの支部
（うち3つは海外支部）を中心に新卒生を祝福
する歓迎会開催も支援しています。

会 員 交 流
校友会は絶えず大学と歩みをともにし、さま
ざまな局面で大学を支援しております。
コロナ禍の発出時には、オンライン授業充実
に必要なネット環境の整備や貸与型パソコン
の一括購入が速やかに行えるように大学に校
友会基金を設けました。
学内の環境整備としては学生の通学の利便
性を高めるために「バス待合所」を設置し、学
生食堂の隣には桜を中心に「憩いの広場」を
設け、学生が寛げるスペースを拡充しました。
また、学習環境整備としては香美キャンパス
と永国寺キャンパスをつなぐための「中型バ
ス」を寄贈しました。

大 学 連 携
工科大の目標は教育の充実、研究の発展、有能
な人材の輩出であり、これらの成果は日本の大
学の中でもトップクラスですが、大学のもう一つ
の役割として地域貢献、地域活性化があります。
東南海地震がほぼ確実に起こることが予想さ
れている高知県にあって、工学系の大学の強み
を生かし県に対しさまざまな施策を提言してお
ります。
また在学生も地域の子供たちが楽しみながら
防災の心構えを持てるように「防災運動会」を
企画・実施しています。
校友会もこうした地域貢献の一貫として、香美
市のイベントや祭りに寄付をしています。

地 域 交 流

■ 各学生団体の活動の様子は大学HPから
　 見ることができます。
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ご卒業・ご修了
おめでとうございます
ご卒業・ご修了

おめでとうございます
　本日ご卒業・ご修了される皆様の新たな飛翔をお祝い申し上げます。

　新型コロナウィルスの感染拡大がまだ続く一方で、世界に目を転じれば、

民主主義の危機や世界経済の揺らぎ、また新たな覇権主義の顕在化、さら

には逼迫する地球環境問題等、皆様はさまざまな課題に否応なしに対峙し

なければならない時代の只中にいます。皆様には今日を生きぬく努力と明日

を見通す正しい歩みを始められますことを心から願っております。

　高知工科大学校友会は、在学時には食糧提供、就職活動、課外活動、大学

祭開催等に支援を行ってまいりましたが、ご卒業後も大学と連携しながら皆

様に以下のような企画を通じて「工科大生」の絆づくりを行っています。

　・新たな生活基盤となる地域での新卒生歓迎会の開催

　・在学時にお世話になった先生方を囲み楽しく語らう同窓会の開催

　・同じ研究室やクラブでともに学び、励ましあい、競い合った同級生や先輩・

　  後輩たちとの交流会等の支援

　ご卒業後は校友会ホームページを通じてこれらのイベント情報や大学の

様子をお伝えするとともに、皆様がいつでも、どこでも、どんな時でも誇りある

「工科大生」としてご活躍されますよう応援してまいります。

高知工科大学校友会 会長　福見 寛重

　本学は「大学のあるべき姿を常に追求し、世界一流の
大学をめざす」という高い志を掲げ、さまざまな先進的
な教育システムを導入し、機動的に最先端を走っていま
す。その根底には人を育てるのではなく「人が育つ大学」
でありたいという教育モットーがあります。
　そして、これを具現化させるために、校友会からさまざ
まな局面（例えば課外活動の充実、学内環境の整備、就

職活動の支援、教職員と卒業生の交流会開催等）でご支援を賜っております。
　これからも「時代の変化を先取りし、常に進化し続ける大学」として、世界に
名の轟く高知工科大学の実現に向けて邁進してまいります。
　校友会の皆様には、本学の教育モットーをご理解いただきご支援、ご協力
をお願い申し上げます。

バレーボール部卒業生・在学生交流会

校友会総会

〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 高知工科大学内 校友会ホームページ
TEL：0887-57-2745　MAIL：alumni@kochi-tech.ac. jp  

校友会から皆様にさまざまな情報を発信しています。

校友会員の皆様へ

右は校友会のホームページです。トップページ（桜咲く工科大）の写真は大学の四季を伝
えるために、毎月３～４回大学及び大学周辺の季節の様子を更新しています。
また、NEWS＆INFORMATIONでは、校友会が中心となって行ったイベントや学内イベント
などを記事にしてお知らせしています。
卒業生にはIDとパスワードを付与し、HP上でプロフィール登録をした方にはメールを配信
しています。また、LINEを友だち追加していただくと校友会から最新情報を受け取れます。

新卒生歓迎会（高知支部）

関東支部

関西支部

中国支部 スリランカ支部

起業ネットワーク（KUTーGSE）

高知支部

タイ支部

中部支部

校友会には8つの支部があり、これらの地域に就職した
「工科大生」のために、新卒生歓迎会や卒業生との交流会
を実施しています。工科大卒業後も先輩や同期の仲間と
の絆作りに、校友会を活用してください。

高知工科大学校友会
友だち追加

交流会開催助成制度が、もっともっと利用しやすくなりました。

＠865fclrj

高知工科大学
学長　磯部 雅彦

この制度は、工科大卒業の校友会正会員（会費を納入している方）が工科大の友人
や先輩・後輩、お世話になった先生方とともに親睦を深める集いを開催しようとす
るときに、交流会開催に係る費用の一部を校友会が助成するものです。
この制度の開催要件を大幅に緩和しこれまで以上に利用しやすくなるようにしました。
ぜひ「交流会開催助成制度」を利用し、まずは小さなグループから、そして様々な交流
の輪を広げてください。
■開催要件　正会員の卒業生5名以上が参加する交流会であること
■助  成  額　1人当たり2,000円を上限として助成します
詳しい内容は校友会ホームページでご確認ください。

校友会の皆さんはじめまし
て。昨年11月にスリランカ
支部の設立が承認されまし
た。コロナ禍で支部はもっ

ぱらオンラインで活動しています。これから
よろしくお願いします。

支部長  Dr.Ellawala Pradeep
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