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1963 年 昭和 38 年
3 月31 日

私立高知工業高等専門学校第 1 学年在学生の本校への
転入学決定
All the 1st-year students of Kochi Technical College (private) were 
determined to be transferred to the newly established Kochi National 
College of Technology.

4 月 1 日

国立高知工業高等専門学校開設（高知市旭天神町元私
立高知工業高等専門学校を仮校舎とする）学科は機械
工学科、電気工学科及び工業化学科
Kochi National College of Technology established, temporarily using 
the school building of former Kochi Technical College (private) in 
Asahi-tenjincho, Kochi City, with the departments of Mechanical 
Engineering, Electrical Engineering, and Industrial Chemistry.

1964 年 昭和 39 年 2 月15 日 校章制定
College emblem determined.

3 月31 日

校舎新築第 1 期（電気工学科棟・工業化学科棟・機
械工場）、学寮（2 号館西半分）第 1 期
The first phase of main buildings (Department of Electrical 
Engineering Wing, Department of Industrial Chemistry Wing, and 
Mechanical Workshop) and student dormitory (the western half of 
Student Dormitory No.2) construction completed.

4 月 1 日
仮校舎から本校舎（南国市物部）に移転
Moved from the temporary campus to the newly built one in Monobe, 
Nankoku City.

1965 年 昭和 40 年
1 月15 日

学寮新築第 2 期（2 号館東半分・1 号館）
The second phase of student dormitories (the eastern half of 
dormitory for lower-class students, and one for upper-class 
students) construction completed.

3 月 6 日 寄宿舎を〝切正寮（せっせいりょう）＂ と命名
Named the student dormitory "Sessei-ryo."

3 月25 日
校舎新築第 2 期（一般管理棟・機械工学科棟・体育館）
The second phase of main buildings (General Administration Wing, 
Department of Mechanical Engineering Wing, and Gymnasium) 
construction completed.

12 月27 日 運動場整備
New athletic ground built.

1966 年 昭和 41 年 1 月22 日 校歌制定
The college song determined.

4 月 1 日 土木工学科設置
Department of Civil Engineering established.

1967 年 昭和 42 年 3 月20 日

校舎（一般教室棟・土木工学科棟・渡廊下）、
学寮新築第 3 期（3 号館高学年部）
The third phase of main buildings (General Classroom Wing, 
Department of Civil Engineering Wing, and connecting corridors) 
and student dormitory (upper-class students' part of mixed-class 
one) construction completed.

1968 年 昭和 43 年 3 月15 日
学寮新築第 4 期（4 号館・女子寮・管理教養棟）
The fourth phase of student dormitories (dormitory for lower-class 
students, Women's dormitory, and Administration and Culture Wing) 
construction completed.

3 月19 日 武道場新築
New martial arts hall built.

1970 年 昭和 45 年 3 月27 日 弓道場新築
New Japanese archery field built.

1971 年 昭和 46 年 3 月26 日
図書館新築、学寮新築第 5 期（3 号館低学年部）
New library and the fifth phase of student dormitory (lower-class 
students' part of Student Dormitory No.3) construction completed.

1973 年 昭和 48 年 3 月 5 日 風洞実験室新築
New wind tunnel laboratory equipped.

1974 年 昭和 49 年 10 月22 日 工業高校からの編入学試験開始
Transfer admission test from technical high schools introduced.

1975 年 昭和 50 年 3 月28 日 電子計算機室新築
New computer room completed.

1980 年 昭和 55 年 2 月 2 日 推薦入学制度導入
Enrollment by recommendation introduced.

5 月31 日 第 2 体育館新築
2nd Gymnasium built.

1981 年 昭和 56 年 4 月16 日 聴講生制度を導入
Auditing student system started.

9 月30 日 テニスコート整備
New tennis courts built.

1982 年 昭和 57 年 3 月25 日 共通校舎棟新築（現管理棟）
Joint Use Wing built.

昭和 32 年 11 月の中央教育審議会第 14 回答申にもとづき、同 36 年 6 月学校教
育法の一部改正により 37 年度から高等専門学校設置の法令が公布された。昭和
36 年 7 月高知県は、吉田茂元首相を会長にして、国立高等専門学校期成同盟会を
東京に結成したが、初年度の開設に至らず、県当局の斡旋により、翌年度国立移管
の含みをもって、昭和 37 年度に高知学園内で私立高知工業高等専門学校を発足さ
せた。入学定員は機械工学、電気工学及び化学工学の 3 学科に各 45 名とした。
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