
●地域連携センター
当センターは地域との連携を密にし、高知高専
の有する人的・物的資源を有効に活用すること
により、地域の活性化や地元産業の振興に寄与
するための拠点となることを目指しています。
出前授業や企業における人材育成事業など地域
における教育支援の実践や、高知県産学官民連
携センター（ココプラ）との連携活動、県内外
の企業や団体等との共同研究の実施による技術
力の向上など、地域の産業や文化の向上に資す
ることを目的としています。

●情報処理センター
情報処理センターは主に教育用情報処理システムの維持管理や
業務用情報システム関連の各種サーバー類の運用など、幅広い
サービスを提供しています。教育用情報処理システムは情報処
理センターの演習室及び小演習室、専攻科棟のパソコン室 1
及びパソコン室 2 並びに図書館といった学内の共同利用施設
に設置された 180 台のパソコンからなり、およそ 40 の講義、
実験演習で使用されています。業務用情報システムは学内のメ
ールサーバ、WWW サーバ、グループウエア用サーバ、教育用
各種サーバ、認証サーバ等からなり、日々の業務に必要不可欠
なサービスを提供しています。また、本校は ICT 教育拠点校
として他高専をリードする先駆的教育の実施を年度計画に盛り
込んでいますが、情報処理センターは技術的な側面からそれら
の活動を支えています。

学生相談室
Student Counseling Office

情報処理センターでの授業風景
A class at Information Processing Center

高知高専研究者総覧　　http://www.kochi-ct.ac.jp/sangaku/souran
Comprehensive List of Researchers in NIT, Kochi College

高知高専シーズ資料集　http://www.kochi-ct.ac.jp/sangaku/seeds
Collections of Business Seeds Owned by NIT, Kochi College

地域連携・研究支援
Regional Collaboration and Research Support

産学共同部門
Industry-Academia Collaboration Category

地域教育連携部門
Regional Educational Collaboration Category

技術相談
Technical Guidance　　
共同研究
Joint Researches　　
受託研究
Contracted Researches　　
受託試験など
Contracted Tests and Other

出前授業
Visiting Lectures　　　　　　
公開講座　　　　　　
Lectures Open to the Public

イベントなどへの出展
Presentations in Local Events

地域連携活動
Regional Collaboration Activities　　　　

Student Counseling Office
The Student Counseling Office was established to help students overcome various 
questions, anxieties and worries, and thereby grow as persons. Dedicated counselors 
are in the office during the lunch time and after classes to provide counselling 
services. A psychiatrist (in 2008) and a social worker (in 2013) joined the team. Also, 
peer supporter system is introduced in 2011, in which advanced-course students 
provide counselling service to younger students.
*For activities done in academic year 2017, see "Activities of Student Counseling 
Office" on page 25.

● Regional Technology Collaboration Center
With close cooperation with regional society, the Regional 
Technology Collaboration Center is aiming to be the base 
of regional vitalization and local industry development 
effectively utilizing human and material resources that 
NIT, Kochi College owns. The center provides educational 
assistance including delivering visiting lectures and 
help ing human resources development of  local 
bus inesses ,  co l l abora tes  w i th  Koch i  Reg iona l 
Collaboration Center (KoCoPla), and conducts joint 
researches for technical improvement with companies 
and organizations in and out of the prefecture, to 
contribute to the prosperity of regional industry and 
culture.

● Information Processing Center
The Information Processing Center provides wide range of ICT-related 
services on campus such as managing educational information processing 
system and operating various servers for administrative information system. 
The educational information processing system includes 180 computer terminals 
installed in the laboratories in the Information Processing Center, personal computer rooms 1 and 2 in Advanced Course Wing, the Library and other joint use facilities on 
campus, and used in approximately 40 lectures and exercises. The administrative information system consists of mail server, WWW server, groupware server, various 
educational system servers, and authentication server, provides all sorts of services necessary for day-to-day operations. Furthermore, as NIT, Kochi College is 
assigned as a base college of ICT education, providing pioneer education to lead to other technical colleges is incorporated in the annual plan. The center is supporting 
such activities in the technical aspect.

学生相談室は、学生がさまざまな疑問・不安・悩みを乗り
越えて自分を高め人間的な成長ができるように支援するこ
とを目的として設置されました。専門のカウンセラーが昼
休みと放課後に在室し相談に応じています。平成 20 年度
からは精神科医が、平成 25 年度からはソーシャルワーカ
ーがスタッフに加わりました。また、平成 23 年度から「学
生による学生のための学生相談」ということで専攻科学生
によるピアサポーター制度の取り組みが行われています。
 ※平成 29 年度の学生相談室の活動…25 ページ
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