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コンセプト CONCEPT
ものづくりNIPPONを支えてきた

ポリテク系人材である、工業高等専
門学校および工業高等学校などの学
生・生徒は、現在の人材不足により
中小企業での採用が非常に困難な状
況となりました。特に優秀な人材は
ものづくり産業が集中する中央に流
出してしまう傾向が強くみられます。
優秀なポリテク系人材の育成と地

場採用を推し進めていくには、公共
主導のコミュニティや大手メーカー
系列の地域法人に頼るだけではなく、
様々なアイデアを持ったポリテク系

目的 PURPOSE

機関や人材と地場企業による新しいコ
ミュニティの形成や協同研究・共同技術
開発による価値創造が必須です。
我々は、ポリテク系機関・人材＋地場

企業＋OB/OGとのネットワークを構築し、
人材育成、体験型学習の機会創出を目的
に、一般社団法人「先端ポリテクニック
人材育成推進協議会（プロポリス：
ProPolys）」を設立し、産官学連携によ
る、人材の橋渡し、ものづくりに関する
普及啓発事業へ取り組んでまいります。

先端ポリテクニック人材育成推進協議会（プロポリス：ProPolys）は
「Planned Happenstance Theory」の実践から「Serendipity」の
創出に寄与することを目的とします。

●ポリテク系機関（工業高等専門学校（通称、高専）および工業高等
学校など）・ポリテク系人材と、地場企業のネットワークを構築し、
優秀な技術者の育成と地場企業の人材確保の実現

●海外のポリテク系機関と連携した国際交流や、インターンシップ受
入の実現

●STEM教育(＊)に基づく国際競争力を持った技術者の育成支援

●体験や出会いによる新たな気づきと、目的を持った学習や目的に
合った企業と出会うための機会創出の実現
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会長挨拶

産官学連携による技術系人材育成の重要性は誰もが認識するところです。しかし、産

官学相互のコミュニケーションが十分とは言えず産業界の期待に必ずしも応えられてい

ないのが現状です。特に、地域産業界への技術系人材供給については様々な課題が残っ

ています。

そんな中、2018年5月に福岡市で開催されるITSAP2018の会期中に高専アイデアソン

を実施することとなりました。これを契機に、広く各界の代表者が集い連携して技術系

人材育成に乗り出す運びとなります。産業界と連携して、将来の社会を担う学生諸君に、

インターンシップなどの実践的教育の機会を提供したり、キャリアパス設計を支援した

り、実践的職業教育のモデルを構築することができればと

思います。活動の過程で学生諸君が地域産業界に興味を抱き、

将来の地域産業界の担い手に成長してくれることも期待して

います。各界の皆様のご支援を宜しくお願いいたします。

一般社団法人先端ポリテクニック人材育成推進協議会

会長 塚本 寛

公益財団法人北九州産業学術推進機構＜ＦＡＩＳ＞

産学連携シニアアドバイザー
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取り組み

■雇用確保とイノベーション創出
・リクルーティング
・産学連携
・魅力の周知
・企業価値向上
・インターンシップ
・地場採用
・ニーズ

■若く優秀な人材の確保
・OB/OGとの交流
・時流に沿った教育
・企業との交流
・求められる人材育成ニーズに沿った教育

■体験による新たな気づき
・海外交流
・インターンシップ
・企業交流
・アイデアソンハッカソン
・ラウンジ
・ベンチャー
・OB/OG交流

■暗黙知を形式知へ
学生との交流・経験のシェア・企業との交流・
ＩＪＵターン先・教職員との交流

事業内容 CONTENTS

１.  ポリテク系人材によるアイデアソン／ハッカソン企画運営

第1回：「ITSアイデアソン＠九州」をITS-AP2018福岡大会にて開催

第2回：「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2018」を開催

第3回：「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2019」を開催

２. ポリテク系機関との連携・交流・インターンシップ受入斡旋

３.  地場企業またはOB/OGとポリテク系機関を繋ぐイベントの開催

４.  地場企業と連携した産学連携事業、課題の提示と共同研究

５.  ポリテク系人材が地場企業を知る機会の創出（OB/OGによる企業紹介や体験談など）

６.  地場企業インターンシップ事業（海外インターン含む）

７.  新卒及び I・J・Uターン希望ポリテク系人材への会員企業斡旋・紹介等エンゲージ事業及びCCRCへの貢献

８.  ポリテク系人材＋教職員＋企業＋OB/OGの交流の「場」創出（交流会、セミナー、講演会などの開催）

９.  機関誌（会報誌）の発行（企業紹介、研究成果発表、地域の取組紹介等）

10.  情報発信事業（HPでの会員企業紹介、企業×ポリテク系機関の共同研究/取り組み紹介、ノウハウＱ＆Ａ紹介など）

11.  その他、高専TED、Pitch Event、高専ラウンジ、キャラバン等の開催

(＊)STEMとは、
S：Science
T：Technology
E：Engineering
M：Mathematics

すなわち科学・技術・工学・数学の教育分野を総称した言葉で、STEM教育はこれら4つの学問の教育に力を注ぎ、IT社会と
グローバル社会に適応した国際競争力を持った人材を多く生み出そうとする、21世紀型の教育システムです。
STEM教育の根底には「自分で学び、自分で理解していくこと」があります。すなわち自発性、創造性、判断力、問題解決力
といった諸々の能力を高めていくということ。それを可能とするのが、ITでありコンピューターでありテクノロジーです。

本協議会では、この理念に基づき、STEM教育を推進されているNPO法人QUEST様の後援・協賛を頂いて各種プログラムの推進
を行っております。
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次世代エンジニア育成 国際ハッカソン2019
THEME:ロボット×IoT×Mobility

第３回：イベント企画【2019/8/20-8/23】

「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2019～ロボット×IoT×Mobility～」を開催

対象 九州沖縄地区高専生、海外招聘学生(インドネシア、韓国、シンガポール、香港)

英語言語

JICA九州（北九州市）/ 北九州国際会議場（北九州市）会場

主催イベント
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次世代エンジニア育成 国際ハッカソン2019
THEME:ロボット×IoT×Mobility

参加学生

協賛

主催・共催・後援

主催：(一社)先端ポリテクニック人材育成推進協議会
共催：北九州工業高等専門学校
後援：独立行政法人国立高等専門学校機構 公益財団法人北九州産業学術推進機構 北九州市 九州経済産業局 福岡県

福岡県ロボット・システム作業振興会議
特別協賛：日本・アジア青少年サイエンス交流事業さくらサイエンスプラン 公益財団法人北九州観光コンベンション協会

北九州高専 １０

有明高専 ３

久留米高専 ２

熊本高専 ７ １

佐世保高専 ３

鹿児島高専 １

大分高専 ３

Temasek Polytechnic(シンガポール) ４

Nanyang Polytechnic(シンガポール) ４

VC-UGM(インドネシア) ４

Yeungjin Univ(韓国) ３

Hong Kong VTC(香港) ２０

参加校 日本人学生 海外学生 備考

合計 ２９ ３６ ６５
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チーム テーマ 国籍 所属

BPS

【最優秀賞】

G-Dog (Guide Dog)

盲導犬の代わりをする
ガイドロボット

韓国 Yeungjin
University

シンガポール Temasek
Polytechnic

シンガポール Temasek
Polytechnic

日本 熊本高専

日本 北九州高専

モンゴル 熊本高専

Asia No.1

【TPEC賞】

MOVING ROOM

日常生活している空間ごと
移動（旅行）できる乗り物

日本 佐世保高専

日本 有明高専

シンガポール Nanyang 
Polytechnic

香港 香港VTC

日本 大分高専

香港 香港VTC

What Do You Want

【LAC賞】

Jet stream bike

自転車やバイクユーザ向けの
全天候型快適バイク

日本 北九州高専

日本 北九州高専

シンガポール Nanyang 
Polytechnic

日本 鹿児島高専

香港 香港VTC

香港 香港VTC

De Right Path

【さくら賞】

Path Finder

災害時に熱や障害を感知しながら
避難経路を探すロボット

シンガポール Nanyang 
Polytechnic

日本 有明高専

香港 香港VTC

日本 大分高専

日本 北九州高専

ROCKET

【Propolys賞】

Sound control vehicle

障害のある方でも運転可能な
音声で制御する乗り物

日本 熊本高専

日本 北九州高専

香港 香港VTC

日本 有明高専

インドネシア VC-UGM

香港 香港VTC

チーム編成

次世代エンジニア育成 国際ハッカソン2019
THEME:ロボット×IoT×Mobility

最優秀賞 ： 独立行政法人国立高等専門学校機構
TPEC賞 ： 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング
LAC賞 ： 株式会社ラック
さくら賞 ： 一般社団法人先端ポリテクニック人材育成推進協議会
Propolys賞： 一般社団法人先端ポリテクニック人材育成推進協議会
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チーム テーマ 国籍 所属

GANDY HA HA Avoiding obstacle 6 legs robot

6本足で災害時の悪路でも
走行可能なロボット

香港 香港VTC

インドネシア VC-UGM

香港 香港VTC

日本 熊本高専

日本 北九州高専

日本 熊本高専

Super-Team WESCAPE (We Escape)

熱や障害物を感知しながら
災害時に非難誘導するロボット

香港 香港VTC

韓国 Yeungjin
University

日本 佐世保高専

香港 香港VTC

シンガポール Temasek
Polytechnic

日本 熊本高専

Barrier-Free Non-Driver Barrier-Free 

Vehicle for Elderly

無人でバリアフリー走行が
可能な老人サポート車

日本 北九州高専

日本 熊本高専

香港 香港VTC

日本 熊本高専

香港 香港VTC

香港 香港VTC

Luminous Be With You In Dark

コミュニケーションを取りながら
暗闇を誘導するロボット

日本 久留米高専

韓国 Yeungjin
University

日本 北九州高専

香港 香港VTC

香港 香港VTC

シンガポール Temasek
Polytechnic

Anything Automatic Shoes

ローラースケートとホバーボード
を組み合わせたシューズ

日本 佐世保高専

日本 大分高専

香港 香港VTC

日本 久留米高専

香港 香港VTC

シンガポール Nanyang 
Polytechnic

Car Crashers NO CAR CRASH

センサーを用いた事故を未然に
回避する車

インドネシア VC-UGM

インドネシア VC-UGM

香港 香港VTC

香港 香港VTC

日本 北九州高専

日本 北九州高専

次世代エンジニア育成 国際ハッカソン2019
THEME:ロボット×IoT×Mobility
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イベントの様子・開催内容・各所よりコメントなど

1日目 アイデアソンの様子

日程:2019/8/20(火)PM (JICA九州にて）

塚本会長 挨拶 開会の挨拶（原田校長先生）

オリエンテーション 高専機構 谷口理事長 激励

まずはアイデアソン。テーマにそって、アイデアの捻出、検討、議論。（休憩中にスポンサーコーナー見学）
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イベントの様子・開催内容・各所よりコメントなど

2日目 ハッカソンの様子

日程:2019/8/21(水) (JICA九州にて）

アイデアソン成果の具現化に向け試行錯誤
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イベントの様子・開催内容・各所よりコメントなど

3日目 ハッカソンの様子

日程:2019/8/22(木)AM (JICA九州にて）

独立行政法人
国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校
校長 原田 信弘様

International Hackathon for Training Next Generation Engineer was held with 65 participants 
from Japan and overseas. The main theme was “Robot x IoT x Mobility”. Students from KOSEN in 
Kyushu area and from Singapore, Indonesia, South Korea, and Hong Kong were divided into 11 
groups. Each of them discussed and blushed up their ideas based on the main theme and 
realized the idea through robot production and software creation. And finally they gave a 
demonstration and a presentation.
Many of their ideas were robots and its functions that kept our safety from traffic accidents and 
from recent disasters such as fires or earthquakes. While domestic students felt difficulty of 
English communication, they could find great significance especially for students with second 
participation. So, continuing to hold such events and to provide opportunity in the future so that 
students can grow up to become engineers responsible for the future.
Finally, we would like to express our sincere appreciation to the sponsors who cooperated in the 
implementation of this International Hackathon and to the staffs involved in the PROPOLYS.

次世代エンジニアのトレーニングのための国際ハッカソンが、国内外から65人の参加者ととも
に開催されました。主なテーマは「ロボットx IoT xモビリティ」です。九州地域の高専、シンガ
ポール、インドネシア、韓国、香港の学生は、11のグループに分けられました。彼らはそれぞれ、

メインテーマに基づいて自分たちのアイデアを議論し、磨き上げ、ロボットの生産とソフトウェア
の作成を通してそのアイデアを実現しました。そして最後に、デモンストレーションとプレゼン
テーションを行いました。

彼らのアイデアの多くは、交通事故や火災や地震などの最近の災害から私たちの安全を守る
ロボットやその機能でした。国内の学生は英語のコミュニケーションに困難を感じていたようで
すが、特に2回目に参加した学生たちは，大きな意義を見いだすことができたようです。そのた

め、将来に渡りこのようなイベントを開催し続け、機会を提供し、学生が成長して将来を担うエ
ンジニアになることができるよう期待しています。
最後にこの国際ハッカソンの実施に協力してくれたスポンサーと、PROPOLYSに関係するスタッ
フに心から感謝したいと思います。

プレゼン（発表会）に向け最後の調整



イベントの様子・開催内容・各所よりコメントなど

3日目 発表会の様子

日程:2019/8/22(木)PM (北九州国際会議場にて）
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【各チームのアイデアの傾向】

ロボット×IoT×Mobilityというテーマの下、「災害時の避難」
に関するアイデアは出やすい様です。

ロボットのパーツがどうしても限定的になることが要因の一つ
であるとは考えられます。

そんな中、テーマに沿った「移動すること」に関するアイデア
は多く、斬新なアイデアも何チームかみられました。
賞にもつながっています。

今後、実現性をどれだけ見据えたアイデア出しと試作を行え
るかが、ポイントになってくるでしょう。

生活支援・介護

災害安全・快適な移動

BPS
Barrier-Free

Asia No.1
Anything
What Do You Want
Luminous
Car Crashers

Gandy HAHA

De Right Path
Super-Team

ROCKET



イベントの様子・開催内容・各所よりコメントなど

3日目 各チームへの質問と回答（抜粋）
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チーム名 Q/A 内容

ROCKET Q ・他の市場に既にある先行技術をリサーチして比較していますか？（塚本会長）
・「45度曲がれ」で動けるか？（原田校長）

A ・技術は存在するが、実用はされていない。自分達が考えている課題も一緒にクリアする必要がある。
・今回のロボットは対応出来ない。

De Right Path Q ロボットはどの様に正しい（安全な）道を選んでいるのか？（間瀬様）

A 温度センサーや(炎の)色で識別している。

What Do You 
Want

Q ・日本では傘を差しながら自転車に乗ることは違法だと言いましたが、違法改造された自転車も同様だと思
います。このことについては、どう思われますか？既に調べているのでしょうか？（他チーム）
・この乗り物は窓部分が貴重なポイントだと思うが、どうですか？（間瀬様）

A ・調べました。それに主婦の人達が自転車に傘を固定しているのをよく見かけます。でもこれはそれらと違
い、日本の規則に違反するとは思いません。
・実際、窓も重要だし、屋根部分の素材をしっかりと見極めて作らないといけないと考えている。

Asia No.1 Q デモ映像で障害物を回避していたが、元のルートに戻すのはどういうロジックを使ったか？（間瀬様）

A 超音波で障害物を把握し距離センサーで障害物との距離を測る。ある程度の閾値を超えて近づいたと判断
したらまず左によける。その後、ロボット後方の距離センサーで再度物体との距離を測り、まず壁を超える。
その後ライントレースでラインの乗せる。

Anything Q ・安全面について何か考えたか？（東田理事）
・この製品はシューズなので、必ずペアでないといけませんが、それが問題となりうると思っています。
カーブする際に例えば左右での速度差（片方が遅く、片方が速く）が発生するが、どのように考えて
いますか？（他チーム）

A ・考えました。このシューズは車のように両足ともに4輪ずつ車輪がついています。
速度を上げて荒い道を走行中でも衝撃に耐えれるので、使用者にとって安全であると考えています。
・タイムアップのため回答なし

Super-Team Q ロボットは非難に最適なルートを判断し人を誘導するといっているが、誘導される側の人に関しても

考慮すべきだと思うが、それに関してはどう考えているか？ ロボットのスピードなども考慮するべきだと
思っている。（塚本会長）

A もし誘導される側の人たちがライトやサインを見れない場合はどうすべきか、ということですか？
ロボットは、誘導に最適なマップを自身で作成し誘導します・・・※タイムアップ

Gandy HAHA Q このアイデア（モデルケース）をスケールアップさせる場合、コストや重量や操作性の問題が出てくると思う
が、実現性の面でどう考えている（塚本会長）

A このデモムービーはただテストした場合にどのように安定しているかを示しているだけです。

また、使用できる機材から、今回のロボットの目的を、様々な道路状況に対応した乗り物にしようと決めまし
た。もちろん問題もあると思いますが、今回のロボットで出来る機能としては充分なものであると思います。

Luminous Q なぜ外の明るさで光の色を変えているのか？（間瀬様）

A より見やすくするために変えています。日常生活では光の加減は変わるので、それぞれの光度のなかで、
より見え易い色を選びました。例えば暗闇では緑色、日中は紫色が理想だと考えました。

Car Crashers Q 道の角（コーナー）毎にセンサーを置くとなると相当な数になるのではないか？（原田校長）

A 今回のケースでは、センサーの機能が不足しているのですが、１つのコーナーに対して最低３つのセンサー
が必要と思います。そして、センサーに対応するために事前に接続しておくことが必須条件です。

BPS Q 似たような製品を調査している？（間瀬様）

A 特に調査はいませんが、比較対象として本物の盲導犬を想定しています。

Barrier-Free Q 救急走行が必要な状況下での動作はどうなる？ルールを守れる？（他チーム）

A 交通ルールに従うことは考えないといけない課題だと思っている。
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3日目 表彰チーム

日程:2019/8/22(木)PM (北九州国際会議場にて）

最優秀賞：チームBPS
プレゼンター：独立行政法人国立高等専門学校機構

理事 東田様

TPEC賞：チーム Asia No.1
プレゼンター：株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング

取締役本社・福岡技術センター長 間瀬様

LAC賞：チーム What Do You Want
プレゼンター：株式会社ラック

執行役員 又江原様

さくら賞：チーム De Right Path
プレゼンター：前)トヨタ自動車九州会長

一社)先端ポリテクニック人材育成推進協議会
名誉顧問 二橋様

プロポリス賞：チーム ROCKET
プレゼンター：一社)先端ポリテクニック人材育成推進協議会

会長 塚本様
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【ポイント】
盲導犬の代わりをするガイドロボット。
様々な要因で盲導犬を連れて行けない場所にも行けたり、
生き物が故に抱える悩みを解消するアイデアに審査員の
票が集まった。

【ポイント】
日常生活している空間ごと移動（旅行）出来る乗り物。
旅行への願望は誰しも持っているが、如何に快適に
ストレス無く移動するか、に着目。

【ポイント】
自転車やバイクユーザ向けの全天候型快適バイク。
ターゲットとユースケースを絞り込み、移動の快適さを追及
したアイデア。

【ポイント】
災害時に熱や障害を感知しながら避難経路を探すロボット。
人間では判断に迷い心理的にも落ち着けない状況下で
安心・安全な非難手段を提供するアイデア。

【ポイント】
障害がある方でも運転可能な音声で制御する乗り物。
一般的な乗り物は運転できなくても運転・移動の願望を
音声制御で実現出来る様にしたアイデア。
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一般社団法人
先端ポリテクニック

人材育成推進協議会
会長 塚本 寛

独立行政法人
国立高等専門学校機構
理事 東田 賢二様

Thanks to the cooperation of many of you, we have successfully completed the “International
Hackason 2019 for training Next Generation Engineers". For the participants, it was a hard
schedule to overcome language barriers in the international team, analyze the problem points
and present solutions, for the task given in 3 days, but on the final day they showed off splendid
presentations. I believe that the Hackason will have a great impact and will surely be utilized in
their future, since the Hackason is required for communication skills, problem analysis ability,
problem solving skills, and presentation skill. For this consortium organized on the occasion of
the Ideason implemented as a part of the ITSAP 2018, held on May 7 to 9, 2018, at Fukuoka,
Japan, this event questioned the future of the consortium. Fortunately, it is a great pleasure to
be able to finish successfully with the support from many directions. Since we are willing to
continue trying to train engineers who will be responsible for the next generation, we would
appreciate your support.

この度、多くの皆様のご協力により、「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2019」を成功裏に
終えることができました。参加した諸君にとっては、3日間で、与えられた課題に対して、国際
チームで言語の壁を克服し、問題点を分析整理し解決策を提示するというハードな日程でした

が、最終日には立派なプレゼンテーションを披露してくれました。コミュニケーション力、問題分
析力、課題解決力、プレゼンテーション力が要求されるハッカソンが与えるインパクトは大きく、彼らの将来に必ず活かされるも
のと信じています。また、ITSAP2018の一環として実施された国際アイデアソンを契機として組織された当協議会にとって、昨年

に続く今回のイベントは、当協議会の今後を問うものでした。幸いにも、多方面からのご支援を得て成功裏に終えることができ
たのは大きな喜びです。これからも次世代を担うエンジニア育成のため努めていく所存ですので、ご支援の程、宜しくお願い申
し上げます。

I participated in the final presentation of the International Hackathon 2019 as I did last
year. I am impressed that students from different countries are working together to
create a variety of works in a short period of time with ingenious ideas. National Institute
of Technology (KOSEN) is now attracting worldwide attention as an international higher
educational institution. It is expected through this kind of opportunity that KOSEN
students would have a strong awareness of going out to the world with the power of
technology for the future, and also that oversea students would promote friendship with
Japanese students.

国際ハッカソン2019 の最終プレゼンテーションの場に，昨年続き参加させて頂きました．
異なった国々の学生の皆さんが，趣向を凝らしたアイデアでいろいろな作品を短期間で
力を合わせて作り上げていることはとても印象的で感動しました．高専(KOSEN)は今や

国際的な高等教育機関として世界から注目されています．このような機会を通して，高
専生が国際的な経験を積み，将来に向けて技術の力で世界に出ていくという意識を強く
持って頂くことが大切かと思います．また海外からの参加者には日本の魅力を知って頂
き，さらに日本の高専生との友情を深めて頂ければと思います．

一般来場者アンケートより（抜粋）

・プログラムに満足
ロボットやIoT、Mobilityへの関心が高まった
司会者の進め方が良かった （長崎県 30代学校関者）

・プログラムにはやや満足
今後このような機会があれば参加したい （京都府 30代学校関係者）

・プログラムに満足
次世代のエンジニアが盛んに国際交流していた点が良かったと感じる
今後、ロボットやIoTで研究者の登壇するイベントを期待したい （無記名）

・プログラムに満足
今回のプログラムのテーマが良かった （福岡県 50代会社員）
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Congratulations on your successful 2019 Hackathon.
This is our second participation, and I felt that the quality of your ideas has increased year by year.
I was impressed by the ideas of yours beyond my expectations as to whether such unique usage
can be achieved even though only general-purpose parts were combined.
When you go to society or go to the world, more unique ideas are required in a limited situation.
At such times, I believe that the experience of "making new proposals" will really be utilized.
I hope that the activities like this Hackathon will be further developed and connected with each
other. People grow only by thinking. Please do thinking much and grow. Good luck!

国際ハッカソンに初めて協賛・参加の機会をいただき、貴重な経験となりました。弊社は30年近く、
システムインテグレーション・サイバーセキュリティという2つの事業ドメインで事業運営をし、新た

な事業ドメインを構築するための活動を昨年から開始しています。
時代の大きな変化の中で、1年かかるようなプロジェクトや調査が、1ヶ月ほどでおよそ完了するケースも珍しくないスピードの中

で、今回のイベントのように学生の皆さんのマインドを感じる機会は、非常に有益でした。
比較的容易に情報収集ができ、モノづくりができてしまう時代になったからこそ、現地現物確認・リアルなコミュニケーションの場

として、今回のような取組への参加は、今後も積極的に行っていきたいと考えています。
来年も、新しいテーマ、新しいアイデアでの皆様の発表を拝見できることを楽しみにしています。ありがとうございました。

2019ハッカソンの開催ご成功おめでとうございます。２度目の参加になり
ますが、年々アイデアの質の高まりを感じました。汎用部品を組み合わ
せただけなのに、こんなユニークな使い方ができるのか、想定を超えた皆
さんのアイデアに感動させてもらいました。皆さんが社会に出て、または
世界に出て仕事を進める際には、限られた状況の中で、もっとユニークな
発想を求められます。
そんな時には今回の「新たな提案をする」経験がまさに活きると思います。

このハッカソンのような活動が更に発展しながら脈々と繋がって行くことを祈念しています。人は考えることでしか成長しません。
是非大いに考えぬいて成長してください。

I participated this international Hackathon event for the first time and it was a valuable
experience for me. LAC has been operating two business domains, System Integration and
Cybersecurity, for nearly 30 years. In addition, we started a new activity to expand our business
domains since last year. We are living in the period, in which technological changes are very
quick. It is no longer unusual that we complete a project within a month, which used to take one
year in the past. In such a situation, this event was very beneficial for me in that I had an
opportunity to feel minds of students.
Nowadays we can collect information and make things relatively easily.
I think this situation is actually very risky. In that, I think it is very important to continue this kind
of events where real communications and touching real things are carried out.
I look forward to seeing your announcements on new themes and new ideas next year. Thank
you very much.

株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング
取締役本社・福岡技術センター長 間瀬 晃様

株式会社ラック
執行役員 又江原 恭彦様

3日目 発表会終了後の交流会での様子
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ファシリテータのコメントと分析

スキル
人数

チーム
ワーク

リーダー
シップ

問題解決
コミュニ
ケーション

技術 社会貢献

全体(65名) 3.17 2.82 2.98 2.95 3.06 3.08
日本(29名) 3.03 2.66 2.90 2.76 3.03 2.86
海外(36名) 3.28 2.94 3.06 3.11 3.08 3.25

国際ハッカソン参加学生65名を対象に、6つのスキルについて4段階のレベルを設け、自分が該当するレベルを回答しても
らった(D,C,B,Aとレベルが上がっていく)。特にチームワークと技術において平均を上回っており、これらの項目について自

己評価も高いことが確認できた。一方で社会貢献、コミュニケーション、リーダーシップの項目では日本の学生より海外の
学生は0.3程度、評価が高い。それぞれ国際的な視野、英会話、リーダーシップであり、今後の次世代エンジニア育成につ
いてこれらの項目に重点を置くことが重要であるものと思われる。

イベントを通じての分析

以下の棒グラフにてもう少し詳しく分布を見る(緑：日本、赤：海外、スキルはA,B,C,Dの順に高いものとする)。日本人学生の
特徴として、Aは少数であるがBが優勢である項目もある。日本人の自己評価が低いという傾向を勘案すると、実際はかな
り近づいているものと思われる。
コミュニケーションについては海外学生と十分渡り合う学生も増えてきており、今後の改善が見込まれる。

コンピテンシー(6スキル)評価用ルーブリック

チームワーク
A) メンバーの行動を評価することができる
B) 活発に意見やアイデアを述べ、チームに貢献できる
C) チームのために働くことの重要性を理解している
D) 何もできなかった

リーダーシップ
A) リーダーシップを発揮できる
B) よりよいリーダーシップについて理解している
C) リーダーシップの重要性を理解している
D) 何もできなかった

問題解決
A) 提案された複数の解決法の中からよりよいものを選ぶ事ができる
B) 問題の重要性を整理して説明することができる
C) 問題解決法を提案できる
D) 何もできなかった

コミュニケーション
A) 合意形成のプロセスを理解し、必要に応じて改善することができる
B) アイデアの元となるキーワードを提示することができる
C) 自分の意見を会話、文章、図で伝えることができる
D) 何もできなかった

社会的貢献
A) 自分達のアイデアが世界の問題を解決できる可能性を説明できる
B) 自分達のアイデアが地域の問題を解決できる可能性を説明できる
C) 自分達のアイデアが法令に反しないことを理解している
D) 何もわからなかった

テクノロジー
A) 複数の機能を組み合わせて優れたプロトタイプを提案できる
B) 技術課題に沿ったプロトタイプを作成できる
C) 与えられた部品の機能を説明することができる
D) 何もわからなかった
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We conducted an international hackathon to develop the following three abilities of young
students. 1. Combining multiple technologies to solve the problem. 2. Selection and integration of
various ideas. 3. Actively work on the international stage. A team consisting of KOSEN students
and overseas students created a prototype and gave a presentation. All activity was done in
English. The purpose of understanding the other member’s ideas and explaining his / her idea was
fully achieved. Besides, in order to measure the effectiveness of education, we made rubrics for
the six skills of teamwork, leadership, problem-solving, communication, technology, and social
contribution. This international hackathon and its evaluation method can be said as an example
case of advanced educational practices. Furthermore, our efforts so far have been reported at the
international conference ISATE 2019 and have been highly evaluated.

次の3点におけるスキル育成を目標として、国際ハッカソンを実施した。1.課題解決のために、複
数の技術を組み合わせる。2.多種多様なアイデアを選択しまとめる。3.国際的な舞台であっても
臆することなく活躍できる。高専生、海外学生からなるチームで課題に対するプロトタイプを作成

し、プレゼンテーションを行った。これらは全て英語で行われた。メンバーのアイデアを理解し、自
分のアイデアを説明するという目的は十分に達成された。加えて、我々は教育効果を測定するために、チームワーク、リーダー
シップ、問題解決、コミュニケーション、技術、社会貢献という6つのスキルに対しルーブリックを定め評価を実施した。この国際

ハッカソンとその評価方法は、先進的な教育実践事例であると言えるだろう。なお、これまでの取り組みについては国際会議
ISATE 2019で報告し、高い評価を得ている。

前)トヨタ自動車九州会長
一般社団法人

先端ポリテクニック
人材育成推進協議会

名誉顧問 二橋 岩雄様

Congratulations on holding the International Hackathon 2019!
The 16th ITS ASIA- Pacific Forum FUKUOKA 2018 was held in May 2018.
Ideathon for KOSEN students from Kyushu district and invitees from Asian countries was held
for the first time concurrently with other international meetings and exhibitions related to ITS.
Progress Polytechnic Resources Growth Consortium (PROPOLYS) has been taking over this
Ideathon and held the International Hackathon 2019 in August this year. In political unrest,
students from Hong Kong and Korea were able to attend this event safely. All invitees from
Asian countries worked hard with KOSEN students under the theme of "Robot x IoT x Mobility"
and competed their ideas with each other. The event getting more and more improving every
year and it was great to see that students’ eyes are sparkled. I am sure that to have the
opportunity such as discussing with foreign students during young age will make them grow. It
is important to train young generation engineers to keep creating innovative technologies
which we can be proud of. Therefore activities to support the developing human resources by
not only school education but also whole society has been required. The young generation
engineers who took a higher education are expected that they can deal with various problems
in society. So that I think this hackathon can be a good way to improve their skills.
Also there are many events for KOSEN students such as ROBOCON and Program Contest.
In addition to that, I hope this International Hackathon contribute to develop human resources
in the future.

「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2019」 開催を祝す！

２０１８年５月第１６回アジア太平洋地域ＩＴＳフォーラム２０１８が開催された。ITSに関わる国際会議・展示会等の行事に並行し、
九州地区の高専とアジアの招聘学生によるアイデアソンが初めて開催された。以来
(一社)先端ポリテクニック人材育成推進協議会がこの活動を継続し、

本年１０月、「次世代エンジニア育成国際ハッカソン２０１９」開催に繋げている。今回は政情に懸念もある中で香港・韓国から
の参加者も来日し、九州各地の高専生とチームを組み「ロボット×IoT×Mobility」をテーマに熱心にアイデアを競った。年を追う

ごとに徐々にレベルが向上してきたし、何よりも参加している若者の目の輝きが素晴らしい。若いうちに外国人と技術ディスカッ
ションを持つ機会を得ることは今後の成長に大いに役立つと確信している。日本が世界に誇れる革新的な技術を生み出し続け
るためには若い技術者の育成が大切であり、学校教育だけでなく社会全体で育成を支援する活動が必要である。様々な社会
課題を、身に着けた技術を用いて解決していくことが高等教育を受けた技術者に期待されるミッションであり、この「ハッカソン」
が技を磨く絶好の機会になると思う。

高専にはロボコンやプログラムコンテストのような切磋琢磨のイベントが蓄積されている。加えてこの「ハッカソン」がグローバ
ルに活躍できる人材育成に資するように歴史を積み重ねていかれることを期待したい。

名誉顧問総評

独立行政法人
国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

教授・博士（工学）
白濱 成希様
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工場見学 8/19-8/20
8/19(火) 安川電機みらい館、トヨタ自動車九州見学
8/20(水) TPEC見学

I can see international students are fully engaged in the program. High quality output from student groups
were seen. I must say this is one of the good result by the active collaboration from international students.
Innovative ideas were created. However, I would say the presentation time for the students to present
their ideas is not enough. For improvement, I would suggest the Hackathon should include students from
Design area, for example Product Design, not just from engineering, also it should balance the male and
female student ratio. Right now, too less of female students participated, may consider to increase the
sponsorship for female students as to engage more female students to the program.
The Hackathon environment is good, the venue is comfortable, with adequate facilities. staff are
professional, the arrangement and rundown are smooth. It can be seen that the organization personnel
did a lot of preparation work to make the success of the program, appreciated.

各国の生徒皆、今回のプログラムに精一杯取り組んでいると感じた。生徒達のグループから質の高い
成果が見られた。これは各国生徒の積極的なコラボレーションによる良い成果の一つと言うべきである。
革新的なアイデアが生み出された。しかしながら、生徒達が自分たちのアイデアをプレゼンテーションす

る時間は充分ではなかった。更に提案するならば、このハッカソンに技術系だけでなく、デザイン系（例えば製造設計）の生徒
も含めてもよいのではないか。また、男女のバランスも同様です。昨今、女子生徒の参加が少なすぎる。このプログラムにもっ
と女子生徒の参加を増やす為に女子生徒向けのスポンサーを増やすのも良いかもしれない。

ハッカソンの環境はとても良く、会場は快適で、最適な施設であった。スタッフはプロフェッショナルで、スムースに進行した。プ
ログラムを成功させようと、多くの人員が配備されていたように感じており、感謝している。

工場見学・会社見学

8/19 安川電機様未来館見学

8/19 トヨタ自動車九州工場見学

8/20 トヨタプロダクションエンジニアリング（TPEC) 見学

Hong Kong Institute of
Vocational Education

Lecturer Andy Lui
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フォローアッププログラム 8/23-8/24
8/23(金) 北九州モノレール企救丘車両基地・北九州高専見学

今回のハッカソンの進行において、異なる国の参加者達による技術的・文化的交流が、効果的に進め
られる様を見ることができ、嬉しく思います。参加学生達へ、「自身の考えを表現する機会をどのように
して与えるのか」という進行方法に感銘を受けるとともに、学生達が敬意をもって互いに助けあう姿にも感動を覚えました。

ハッカソンの活動に関しては、参加学生達をデザインシンキングから、新的アイデアの実現まで、とてもよく計画されていま
した。業界の著名な審査員や来場者の皆さんによる専門性の高いフィードバックは、参加した学生達にとって、技術の未熟
さや盲点といった弱点を認識するための、大きな助けとなったでしょう。
このイベントは、我々の情報学とITを専攻する学生たちへエンジニアリング観点で異なる視点を与えてくれるものであり、谷

口理事長が適切に表現された様に、エンジニアリングユースケースに知識を統合したり、社会へ貢献するソーシャルドク
ターになる為に、大いに触発される内容であった。

I am glad to see that this platform was able to facilitate effectively both technical and cultural exchanges
between participants from different countries. I was impressed with how everyone was given the
opportunity to voice out their views and at the same time be able to help one another in a very respectful
manner. The activities were well-planned to guide the participants from design-thinking to materializing
their innovative ideas.
The professional feedback from the distinguished industry judges and guests were invaluable and helped
the participants identify their skills gap and blindspots.
I am also thankful that through this event, our students from Informatics and IT background were provided
the different perspectives on engineering; which had greatly inspired them to integrate their knowledge
into engineering use cases, to be a social doctor- doing good for the society, as what Dr. Isao Taniguchi had
aptly phrased it.

フォローアッププログラム

Temasek Polytechnic
Senior Lecturer
Dr Zhang Huiyu



20

フォローアッププログラム 8/23-8/24
8/24(土) 太宰府天満宮

フォローアッププログラム

Department Vocational 
College-Universitas

Gadjah Mada
Lecture FAHMIZAL

NANYANG Polytechnic
Specialist（Social Robotics）

and Senior Lecturer
Dr Edwin Foo

All the students benefitted from the
exchange program. This whole event
was well organized, and I especially like
the industry visit to Toyota Production,
and car factory as well as Yasukawa.
As for the hackathon, it is good to see
different countries students coming
together to form a team. This allow my
students to step out of their comfort
zone. However, I felt the time is a little
bit short. It is also good if there are
some technical support that know how
to operate the various sensors and
devices.

参加した全ての学生達にとって、有益なプログラムでした。イベ
ント進行は全体を通して良いものでした。中でも安川電機みら
い館とトヨタ自動車の工場見学、そしてトヨタプロダクションエン
ジニアリング訪問は素晴らしかったです。ハッカソンに関しては、
異なる国の学生達同士でチームを構成したのは良いと思いま
した。これにより、私の学生達は彼らのコンフォートゾーンから
脱却できたことでしょう。しかし、ハッカソンの時間に関しては少
し短いと感じました。また、センサーや機材に関してもより詳し
いサポートスタッフがいるとよいと思いました。

As an Idea of Hackathon 2019 to
provide opportunities for students
in self-development, insight and
expand networking in Asia.
I really appreciate PROPOLYS who
had organized this event well.
Many thanks for the chance you
gave us.
In this event, not only share the
knowledge but also we could
exchange our culture with each
other to make our friendship.
I suggest for the next event to invite
more countries from Asia.

この度の国際ハッカソン2019は、学生達には自己啓発と洞
察力そしてアジアでのネットワーク拡大の機会が与えられま
した。このイベントをうまく企画してくれたPROPOLYSには本
当に感謝しています。
このような機会を与えていただき、ありがとうございます。
このイベントは、参加した学生達は、自身の知識をシェアす
るだけでなく、お互いの文化を理解し友情を築くことができ
るものでした。
次回は、アジアのより多くの国から学生を招待することを提
案します。
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チーム写真・学生コメント

学生コメント（日本）

・The presentation in English and the presentation in front of 
the company were wonderful experiences.

英語でのプレゼンや企業の方々の前でのプレゼンは経験と
して大きいものが得られた。

・I could talk more than I expected. I thought I needed a more 
active attitude.

思っていたよりしゃべれた。もっと積極的にしゃべりかける姿勢
が必要だと思った。

・Throught this project, I understood that teamwork is really 
important in order to achieve goals.

今回のプロジェクトを通して、目標を達成する為にはチームワー
クが本当に重要だと理解した。

・We had more opportunity to communicate with foreign 
students since there were more students from overseas than 
they were in the last year.

昨年よりも海外からの参加学生が多く、彼らとコミュニケートす
る機会を多く持てた。

・It was  fun to create new idea and products with people with various back ground.
様々なバックグラウンドを持った皆と、新しいアイデアと製品を創造する事は楽しかった。

・There was a lot to gain and it was a good opportunity 
to rethink my challenges.

得るものが多かったし、自身の課題を見つめ直す良い
機会だった。

・Insufficient ability to hear and speak English. I think that the 
problem is that I couldn't keep up with the speed of speaking 
English, though I can understand in the text.

英語をきいて話す力が不足。文章で見るとわかるが英語の話す
スピードについていけていなかったことが課題であると思う。

・Participants thought that they would create robots with ideas, 
fun and uniqueness, but because the judges were looking for 
practicality, the thoughts on both sides differed, and I think I was 
not very fulfilling.

参加者はアイデア性、面白さ、ユニークさでロボットを作るものと
思っていたが、審査側が実用性を求めていたので、双方での思
想が異なり、自分はあまり充実したものにはならなかった。

・I met people with great English skills and communication skills even if the same age and younger age, and I was motivated 
to learn English.
同年代や年下でもすごい英語スキル、コミュニケーション能力を持つ人と出会い、英語を学ぶ意欲が湧いた。

・Importance of active communication (I could not do 
it). I want to improve my communication skills. I want 
to communicate in English.

積極的にコミュニケーションをとることの重要性（自分
は出来なかった）。コミュニケーション能力を向上させ
たい。英語でコミュニケーションをとりたい。

【GANDY HAHA】

【Car Crashers】

【Luminous】
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チーム写真・学生コメント

学生コメント（日本）

・I really felt my lack of English, but it was a good opportunity to 
receive a very good stimulus. I was able to obtain various 
viewpoints. In addition, a high presentation ability could be 
obtained.

自分の英語力のなさを痛感したが、とてもいい刺激を受ける良い
機会となった。

様々な視点を得ることができた。また、高いプレゼン能力も得る
ことができた。

・I came to think positively after touching the will of foreigners 
trying to make realize something.

海外の方の何とか実現するという意志に触れて考えが前向きに
なりました。

・I was able to manage the schedule for both making a robot and 
preparing powerpoint. However since I already know the 
limitation of tools, I couldn't come up with any ideas that could 
overcome the limitation. I couldn't  make my imagination wider.

ロボット作成とパワーポイント準備両方ともスケジュール管理出
来たと思う。しかし、今回のツールの限界を知っていたので、限
界を超える様なアイデアを思いつく事が出来なかった。
自分のイマジネーションを広げる事が出来なかった。

・In addition to the mBlock language, Arduino's program seems to 
have been created, so if I studied the language in more detail, I 
felt that I could make a robot with finer movements.
mBlockの言語以外にArduinoのプログラムもできたようなので、

その言語をより詳しく勉強していれば、より細かい動作のロボット
が作れたと感じた。

・I could cooperation our team, but I couldn't  get new skill or 
knowledge of industrial any more. Because there is anything that 
I haven't known.

チームへは協力出来たが、自分自身知らなかったモノもあった
ので、新しいスキルや製作知識を得るには至らなかった。

・I can't make robots, but our team members helped for me. To 
help each other is very important, so I would like to help someone 
if I joing this program.

自分はロボットを作れなかったが、チームメンバーが私を助けて
くれた。互いに助けることはとても重要だ。もし今回の様なプログ
ラムに参加する事があれば、誰かを是非助けたい。

・It was really interesting experience to perform in front of many 
people and in public space. I got a confidence from it.

多くの方々面前や公共の場でのプレゼンは、本当に興味深い経
験になった。お陰で自信が持てた。

・I can learn many ideas and many technology. I want to learn 
more anything about technology.
もっと多くのアイデアやテクノロジーを学べると思っている。
テクノロジーについて何でも吸収したい。

・Most of the students who participated this time were very 
excellent, so I thought I couldn't lose.
I think that our school has many students who have global 
awareness, so I learned about human diversity again.

今回参加した学生のほとんどが優秀な学生だったので、自分も
負けられないと思った。

普通通っている高専にも、これだけグローバルに長けている人
がいるのだと思い、改めて人間の多様性について知った。

【Barrier-Free】

【ROCKET】

【De Right Path】
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チーム写真・学生コメント

学生コメント（海外）

・I think it's a good experience for me, because I haven't even 
tried to do seem like Hackathon's competition, It can let me learn 
more about different skills.

今回とても良い経験が出来た。これまでハッカソン競技の様な
内容に挑戦したことが無かったので、今までにないスキルを学
べた。

・I think  through this Hackathon can let me know that I am not a good 
leader until now, so I hope to improve me this point.

今回のハッカソンを通して自分は今まで良いリーダーではなかったな
かったと知ることが出来たので、今後はこの点を向上させたい。

・I think that English is so amazing that it can made a lot of friends of 
myself, 
maybe I will learn more English in the future.
英語はとてもアメージングで、多くの友を持つことができた。
将来、もっと英語を学んで行こうと思う。

・I want to learn something new in this event and also try to improve my  communication skill.
何か新しいことを学び、自分のコミュニケーションスキルを向上させたくて今回のイベントに参加した。

・I can learn a lot through this Ideathon/Hackathon like 
communication skill, 
cooperation skill etc. I am so grateful that I can participate the 
activity.

今回のアイデアソン／ハッカソンを通して、コミュニケーションスキ
ルや協力するスキルなど多くのことを学べた。
今回の活動に参加出来たのは有り難いです。

・I feel that teamwork is significant for a project and the importance 
of effective communication, In fact, I expect next time that may have
more different country people to join Hackathon. I want to be a great engineering for building mecha and robot.
チームワークはプロジェクトにとって重要だと感じた。勿論、効果的なコミュニケーションの重要性も。
次回はもっと異なる国からハッカソンに参加して貰いたい。
そして、自分としてはメカやロボットを組み立てる偉大なエンジニアになりたい。

・I am less of joining a competition which is more than 60 members. 
And the atmosphere motivate me to work hard, try hard. I love this 
Atmosphere
これまで60人を超える競技会に参加したことがない。
全体の雰囲気が頑張るモチベーションになり、実際頑張れた。
今回の雰囲気、大好きです。

・The event, I can make many friends about foreigners. 
So I am happy I can join the event on this time
今回のイベントで外国の友達を一杯作れた。
今回このイベントに参加出来てとても嬉しいです。

・I'm really interested in international communication and this is 
my first time to actually go abroad ,so I was quite excited

国際的なコミュニケーションにとても興味を持っていて、今回が
初めての海外だったこともあり、とても興奮していた。

・Everyone else here have a really good skills, way better than me. 
So it made me want to study more

今回参加している皆は、自分よりも高いスキルやより良い解決法を
持っていたと思う。
もっと勉強したいと思えた。

【What Do You Want】

【Asia No.1】

【Anything】
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チーム写真・学生コメント

学生コメント（海外）

・I'm very glad because I can study the newest technology from here. I can feel how collaborate with people from other countries
今回、最新の技術を学べたことがとても嬉しい。
また、他の国々の人達と協力する方法を感じることができた。

・I feel very happy, that I've got in their event. So I'm very glad 
to join this event positively. I meet many people in different 
countries, so this is important for networking
今回のイベントを知れたことが嬉しく、積極的に参加できた。

たくさんの違う国のメンバーと出会えたことは、ネットワークを
広げるには重要。

・I would like to join this event again, and make the new things to help people. I hope this event will be better for next time and 
produce the new things from any idea
またこのイベントに参加したい、そして人を助ける新しいモノを作りたい。
このイベントが次回さらに良い内容になり、何かのアイデアから新しいモノを生み出すことを期待したい。

・My challenge is my language and my skills, and I must study 
hard for learn new things here because I feel lack of myself, 
especially in programmer

言葉とスキルが自分への課題で、新しいことを学ぶ努力をしな
ければならないと感じている。とりわけプログラム力が足りな
かった。

・I felt lost at the start because I don't have any preferred interest for any ideas. But after joining the team, I felt more 
comfortable to make the idea more feasible and commercial.
アイデアに特段関心が無かったので最初は何も感じてなかったが、
チームに参加してからは、アイデアを実現可能にして商用化することが心地よいと感じるようになった。

・I think I am lack of imagination as my ideas were initially limited in the commercial and feasible angle. As I study some 
business, I always want to be able to make the product and convince customers to buy it.

イマジネーション力が不足していて、アイデアが商用と実現性の観点で最初は限定的だった。自分はビジネスを勉強して、
お客が納得して購入する様な製品を作れる様になりたいと常々思っている。

・It is very rare that one gets selected by school to 
participate in an international competition overseas. Of 
course I want to join this Hackathon very badly.

海外での国際競技への参加者として学校から選ばれる機
会はとても希少です。
勿論自分はこのハッカソンにとても参加したかったです。

・Really happy and excited to get a chance to participate 
and meet new people from different countries.

イベントへの参加と異なる国からの新しい友達に会える
チャンスを得られて本当にハッピーで興奮しました。

・I feel that we can understand problems faced by different countries and understand how would they face this problems. I hope 
there can be more time and equipment for us to expand our imagination.

異なる国々で直面する問題を理解し、どの様にその問題に向き合うかを理解出来たと感じている。自分たちの想像を広げて
いくには、もっと時間と設備があればと良いと思う。

・Through this hackathon, I realized that I am still not ready to lead a team but thanks to my great teammates, our project was 
success.

今回のハッカソンを通して、自分にはチームをリードする力がまだ備わっていないと感じたが、優れたチームメートのお陰で自
分たちのプロジェクトは成功した。

【BPS】

【Super-Team】
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イベント終了後の学生アンケート集計結果

Q1
ア
イ
デ
ア
ソ
ン
参
加
の
気
分

Q2
参
加
で
何
か
を
得
ら
れ
た
と
感
じ
た
か
？

Q3
今
回、
自
分
に
何
か
不
足
し
て
い
る
と
感
じ
た
？

Q4
今
回、
居
心
地
の
良
さ
は
？

Q5
感
じ
て
い
る
未
来
へ
の
可
能
性
は
？

Q6
実
現
し
て
い
く
こ
と
へ
の
期
待
？

Q7
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
感
じ
た
有
り
難
さ
は
？

Q8
今
回
を
き
っ
か
け
に
何
か
を
始
め
た
い
？

Q9
今
回
参
加
の
積
極
性
は
？

Q13
参
加
が
二
回
目
の
場
合、
参
加
し
て
よ
か
っ
た
？

国内学生平均 8.1 8.4 8.0 7.2 7.4 7.3 9.1 8.1 6.7 8.3

海外学生平均 8.5 8.3 6.8 8.5 8.3 8.0 9.3 8.0 8.5 －

全体平均 （10点満点） 8.3 8.4 7.3 7.9 7.9 7.7 9.2 8.1 7.7 7.9

[分析]

総じて海外学生の方が回答数値が高い傾向にある。
特にQ4(居心地の良さ)とQ9(参加の積極性)については顕著である。
更に、Q5(参加して感じた将来への可能性)やQ6(アイデアを実現していくことへの期待)も海外学生の方が高い。

一方、国内学生の方が数値が高いQ3(自分に不足しているものを感じた)は、主に英語力、コミュニケーション力、
積極性等であった。
この部分が“居心地の良さ”が低い点にもつながっている。

また、国内学生に限ってはQ13(二回目参加して良かった)の回答数値も高く参加の意義を見出せていると考える。



26

イベント終了後の学生アンケート集計結果

国内学生 海外学生 全体

Q10

参加人数を
どう感じた？

Many 16 23 39

Just 11 3 14

few 3 8 11

Q11

開催時期と期間は妥当か？
Yes 27 28 55

No 3 7 10

Q12(＊)

スポンサーコーナーや会社訪問を
通して興味を引かれた企業は？

TPEC

(Toyota)外数

3

(1)

8

(3)
11

(4)

LAC 4 5 9

Yasukawa 8 17 25

Ruby 8 5 13

＊Q12スポンサーコーナーの件は、アンケートでスポンサーブースと表現してしまった事で誤解を招いた部分あり。
回答時に困惑があり、“案内や機会が無かった”や訪問した企業と誤解しての記載が見受けられた。

[分析]
参加人数は多いと感じる回答が多かった。

開催時期と期間は妥当との意見多いが、国内学生は
夏季休暇中ということで、他のイベントとのバッティング
で予定が立て辛いとの声も有り。

興味を持った企業は？の質問には、
工場見学が工程に入っていた企業へ票が集まった。
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高専ITSアイデアソン
メインテーマ：ITSを活用して、いかにしてアジア各国の交通事故を減らすか

※特定の国の道路事情に応じた解決策でも可

スポンサー：トヨタ自動車九州、パソナテック、アドバンテスト、ゼンリン

第16回アジア太平洋地域ITS(APITS)フォーラム2018福岡概要

テーマ：Everyone’s Mobility by ITS  ～ITSが支えるモビリティ社会の実現を目指して～

総参加者数：3,556名（海外参加者：343名/27ヶ国）

協賛/参加企業・団体数：109社

主催：第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム2018福岡 実行委員会

共催：ITS Asia-Pacific 協力：ITS Japan

過去のイベント

第1回：イベント企画【2018/5/7-5/10】

APITSフォーラム2018福岡にて「高専ITSアイデアソン＠九州」を開催

第2回：イベント企画【2018/11/16-11/18】

「次世代エンジニア育成国際ハッカソン2018 in 福岡」を開催

テーマ：ロボット×IoT×防災

参加学生：４０名
国内参加者：２８名
海外参加者：１２名 (香港VTC）

協力

会員

一般社団法人 先端ポリテクニック人材育成推進協議会
福岡市科学館

主催

独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

共催

株式会社 QTnet
九州沖縄地区国立高等専門学校

後援

九州沖縄地区国立高等専門学校
Vocational Training Council (香港)

参加校

北九州
高専

久留米
高専

有明
高専

佐世保
高専

熊本
高専

大分
高専

都城
高専

鹿児島
高専

沖縄
高専
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株式会社エフェクト
http://www.effect-effect.com/

お問合せはITS AP FUKUOKA事務局
contact@itsap-fukuoka.jp

PROPOLYS
Progress Polytechnic Resources Growth Consortium

先端ポリテクニック人材育成推進協議会 会員募集中

PROPOLYS 会員企業ご紹介

先端ポリテクニック

後援

後援・協賛

株式会社Ruby開発
https://www.ruby-dev.jp/

お問合せはProPolys事務局
info@propolys.jp

北九州市立大学
山崎進研究室

株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング
http://www.tpec.co.jp/

幹事会員

一般会員

北九州
高専

久留米
高専

有明
高専

佐世保
高専

熊本
高専

大分
高専

都城
高専

鹿児島
高専

沖縄
高専


