
●図書館
図書館では、本校内外の学術情報資源を最大限に利用する
ための機能を備え、本校の教育・研究活動の支援に取り組
んでいます。市民の皆様をはじめ学外の皆様方もご利用い
ただけます。

※図書館ホームページより本校の蔵書検索が行えます。

　【館内のご案内】
　　Facility Information　 ▲

開館時間
　　Open Hours

　　平　日／ 8：30 ～ 19：00
　　Weekdays: 8:30 - 19:00

　　土曜日／ 9：00 ～ 13：00
　　Saturdays: 9:00 - 13:00

　　休館日／日曜日・祝日・年末年始等
　　Closed: Sundays, Holidays, Year-end and New Year Holidays　 ▲

お問い合わせ
　　Contact Us

　　TEL. 088-864-5607
　　FAX. 088-864-5609　 ▲

開架閲覧室
　　Bookshelves and Reading Room

　　図書約 7 万 2 千冊
　　Approx. 72,000 books

　　雑誌等の資料
　　Magazines and other documents

　　DVD 視聴コーナー
　　DVD viewing corner

　　閲覧席 121 席
　　121 Seats in the reading room　 ▲

館内
　　The Entire Building

　　無線 LAN システムを整備
　　Wireless LAN fully equipped.▲

ロビー・小演習室 3
　　Lobby and Small Seminar Room #3

 ロビーに 5 台、小演習室 3 に 10 台のパソコンを設置、
インターネットでの各種データベース検索システム等
の情報検索が可能

●国際交流室
国際交流室は、国際教育研究交流及び留学生交流の推進を
図り、外国の大学等との交流協定に基づき海外に派遣する
学生の教育と生活の支援や交流先での教職員、学生の危機
管理等を行うことを目的として設置されました。留学生と
の交流、海外修学旅行や海外語学研修の推進、海外インター
ンシップの派遣等を通じて、グローバルな視野を持つ技術者
を育成するためにも国際交流室の活動が期待されています。

●学寮（切
せ っ

正
せ い

寮
りょう

）
学寮（切正寮）は、規律ある共同生活を通じて、深い友情
を育み、豊かな人格の形成に励むことを目標としています。
1 年生で入寮を希望する者は、選考の上で原則全員入寮を
許可しています。また、2 年生以上の学生は入寮希望者の
中から選考により入寮を許可しています。切正寮では指導
生及び寮生役員を中心として、寮生間の親睦を深めるため
のレクリエーションや愛寮イベントなどの各種寮内行事も
実施しています。また、外国からの留学生もほぼ毎年入寮
しており、日本人学生との交流を図っています。

　学寮（切
せっ

正
せい

寮
りょう

）命名の由縁

　私は日頃から、将来技術者となる学生諸君に向っては、単に学

的教養（学問ともいう）を積むばかりでなく、規範の実践によっ

て徳性を養い、風格の高い人材たらんことをこれ望んできた。完

成された寄宿舎には、詩経箋より、「道徳を以って相
あい

切
せっ

正
せい

す」の

一句を択
とり

、切正寮と命名した。

　この切正とは、規範（正しいもの又は美しいものを会得するた

めに守らねばならない道理）をその実践により、身に着け得たと

ころの道徳的教養（単に道徳ともいう）を以って、友達が切
しきり

にお

互いの誤りを正しあうという意味である。

（昭和 40 年 4 月／野手悌士初代校長「切正寮の命名に寄せて」の

一文から）
図書館　Library

切正寮　Sessei-ryo

● Library
Equipped with facilities that maximize utilization of academic
information resources within and outside NIT（KOSEN）, Kochi
College, the library is striving to support educational and
academic activities of our college. The library is open to the
community citizens and external users as well.
* From the library web site, you can search online for books
that it owns.

● International Exchange Office
The International Exchange Office was established to promote
global educational and academic exchange and international
students' exchange, to provide assistance on the study and life

● Student Dormitories (Sessei-ryo)
The aim of the student dormitories (Sessei-ryo) is to foster
profound friendship and good personality through the
communal life under disciplined control. All the 1st grade
students that wish to enter dormitories are considered and
admitted in principle. As for students in the 2nd grade and
above, significant proportion of applicants are admitted after
careful consideration. In Sessei-ryo, various events such as
recreational and communication events are planned and held
under the leadership of tutors and boarder representatives to
deepen mutual friendship.

Grounds for Naming the Student Dormitory "Sessei-ryo"
　I'm always hoping our students, the engineers of the 
future, not only to study diligently but also to acquire moral 
sense to be respectable persons. So I decided to name the 
newly-built student dormitory "Sessei-ryo" associating with 
a piece from a collection of old Chinese poems (the 
Shijing).
　The "Sessei" means that friends are to reform each other 
in accordance with the moral virtues (or morality) acquired 
through practicing the moral precepts (the reasons to gain 
the right or fine things.)
(From the "Words for Naming the Student Dormitory 
'Sessei-ryo'" by the 1st President Tomoo Note, in April 
1965)

5 desktop computers in the lobby and 10 in the Small 
Seminar Room #3 equipped to enable information searches 
in various database retrieval systems via the Internet.

of students who are sent to overseas colleges/universities 
under the academic exchange agreements, and to supply risk 
management for students and teachers on their visits to 
overseas institutions.
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