
 
 
 
 
 
開会挨拶 
16時 20分 宇部工業高等専門学校 国際交流室長 三谷 芳弘  

第１部 文藻外語大学研修報告 (質疑応答含み７分)  

16時 25分 第１報告 野坂みどり（２C）、大森詩織（２B） 

報告内容 Difference between Japan and Taiwan  
16時 32分 第 2報告 苅部幸広(３E) 

報告内容 Comparison of Weather in Japan and Taiwan  

16時 39分 第 3報告 井上桐乃、岡田唯(３S) 

報告内容 Taiwanese house 

第２部 台湾國立聯合大学研修報告（質疑応答含み 7分） 

16時 46分 第１報告 金子晴花、山本美里(3B) 

報告内容 The annual event of Taiwan 

第３部 マラ工科大学研修報告 (質疑応答含み７分) 

16時 53分 第１報告 秦彩歌(3S) 

報告内容 Application of Arduino on Python 
17時 00分 第２報告 野坂龍之介(4M) 

報告内容 Solar Energy optimization of UiTM Solar car for 
Bridgestone Challenge 2017 

17時 07分 第３報告 藤井奎輔(4M) 

報告内容 Bite block  
17時 14分 第４報告 穂積将輝(4M) 

報告内容 Behaviour of Vacuum Assisted Fibre Composite Laminates 

17時 21分 第５報告 藤井弘喜(4M) 

報告内容 Origami Design Using Compliant Mechanism 

17時 28分 第６報告 真砂彰(４M） 

報告内容 Metal injection moulding of copper 

17時 35分 第７報告 加藤樹璃(4E) 

報告内容 General power system in Malaysia 

17時 42分 第８報告 清水祐哉(4E) 

報告内容 Gas sensor 

17時 48分 第９報告 青木泰憲(4S) 

報告内容 Programming with brain wave signals 

 

 
 

 
 
開会挨拶 
16時 20分 宇部工業高等専門学校 AP特命准教授 原 洋介  
 

第 1部 シンガポールポリテクニック語学研修報告 (質疑応答含み７分) 

16時 25分 第１報告 重政美歩(1B)、大谷芽生(2B)、大谷康平(3M)、植野雄大(3S) 

報告内容 Japan vs Singapore 
16時 32分 第２報告 小野友響(3S)、内倉阿夢(3C)、北岡里陸(3E)、松村海佑(2C) 

報告内容 City vs Countryside 
16時 39分 第 3報告 井上崇(3C)、若林土野(3M)、宮薗孝明(3E)、蔵重優果(3C) 

報告内容 Train vs bus 
16時 46分 第４報告 渡邊玲唯(3E)、中柴優佳(3C)、中尾燦(3C) 

報告内容 Which is better Smartphone camera or SLRC 

16時 53分 第 5報告 渡邊由希惠(1C)、岡田篤也(3M)、赤松諒(3S)、矢野匠真(3C) 

報告内容 Summer or winter 

第２部 マラ工科大学語学研修報告 (質疑応答含み７分) 

17時 00分 第１報告 白木太智(1S)、奥田麻友(3C)、中原 渉(3C)、三原美沙輝(3B) 

報告内容 Malaysian Sports 
17時 07分 第２報告 澄田太一(2C)、牧田敬紀(3M)、林 亜美(3C)、金田真輝(3B) 

報告内容 Malaysian events and fairs 
17時 14分 第 3報告 中村紀之(2B)、徳永 竣(3M)、森田あやね(3M)、山田歩実(3C) 

報告内容 Malaysian foods 
17時 21分 第４報告 西森多彩(2S)、山下航生(3S)、岡田 悟(3S)、中村緋呂子(3B) 

報告内容 Malaysian Culture & History  

第３部 ニューカッスル大学語学研修報告 (質疑応答含み７分)  

17時 28分 第１報告 河口友佑(3S)、加藤亜美(3B)、山田裕貴(5M) 

報告内容 Religions in Australia  
17時 35分 第２報告 山縣 碧(3S)、宮﨑史嗣(3C)、大田 将(3C)、福嶋 晟(3B) 

報告内容 About Australia's "food" 
終了後、第１会場：マルチメディア学習室へ移動 

 
 

平成 2９年度夏季 宇部高専海外研修報告会 

第２会場：視聴覚教室 第１会場：マルチメディア学習室 

講評 17時 55分 宇部工業高等専門学校 国際交流室長 三谷 芳弘 （第１会場、第 2会場合同で、マルチメディア学習室にて行います） 
 

平成２９年１１月１日(水) １６時２０分～１８時００分 
宇 部 工 業 高 等 専 門 学 校 図 書 館 棟 ２ 階 
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