
エントリー申込期間
出願日・面接日

合格発表
試験地

9月 1日（火）～ 3月 25日（木）
エントリー受付後、相談により出願
日程、面接日を決定します。
面接試験終了後後日通知
本学

ＡＯ(アドミッションズ・オフィス)入試

トピックス

「ロボメカデザインコンペ２００９」に参加

機械システム工学科３年
浦 宏徳

（祐誠高校）

　私は、入学当初から
ロボットに興味を持っ
ていましたが、今回、
仲間とチームを作り機
械学会主催の「ロボメ
カデザインコンペ２０
０９」に参加しました。
本学は今年で２回目の参加になります。結果は
全１９チーム中、５位以内に入り、昨年同様２
次審査に進むことができました。私たちは、放
置竹林の竹を自動で伐採するロボットの設計を
行いました。現地調査から始まり「社会のニー
ズを探る。新しいものを作る」ことの大変さを
勉強することができました。このロボットが少
しでも社会の役に立てるようにがんばっていこ
うと思います。

研究紹介

その他

コンピュータグラフィックス（CG）を
利用した聴覚障害児用
見真似発音練習システムの開発 14
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　平成 20 年度からの 3 年間、科学研究費基盤研究
（C) の補助を受け、「コンピュータグラフィックス
（CG）を利用した聴覚障害児用見真似発音練習システ
ムの開発」というテーマで研究を行っています。この
システムでは、学習者自身の口唇動作を画面上に表示
し、モデルとなる口唇動作の CG アニメーションと比
較して真似をしながら発音練習が行えます。口唇動作
CG アニメーションの開発は、情報ネットワーク工学
科で CG に関する専門技術を学んだ大学生たちの協力
にささえられています。

福岡モーターショー
学生フォーミュラ出展

提携教育ローンのご案内

　12 月 11 日（金）～ 14 日（月）の期間、福岡にて
開催された『福岡自動車博覧会（福岡モーターショー）
2009』の「福岡県学生車両展」に本学の「学生フォー
ミュラプロジェクト」が出展しました。この模様は、
RKB-TV の取材をうけ、この内容は、１２月５日（土）
RKB−TV「ふくおか見聞録」で放映されました。
　本学学生フォーミュラプロジェクトは、今年「全日
本学生フォーミュラ大会」に参戦３年目となります。
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でした。更なる活躍が期待されます。

　本学では、大学の学費に関わる経済的不安を少しで
も和らげ、安心して勉学が続けられるように信販会社
と教育ローンを提携しております。
　詳しくは、学生課へお問い合わせ下さい。

出願期間
試験日

合格発表
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1月 7日（木）～ 1月 26日（火）
2月 2日（火）・2月 3日（水）
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出願期間
試験日
合格発表
試験地

3月 15日（月）～ 3月 25日（木）
3月 27日（土）
3月 28日（日）
本学

出願期間
試験日
合格発表
試験地

2月 15日（月）～ 3月 8日（月）
3月 11日（木）
3月 13日（土）
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前期一般入試

一般入試

中期一般入試

後期一般入試

センター入試

出願期間
合格発表
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3月 28日（日）

出願期間
合格発表
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センター利用中期入試

センター利用後期入試

出願期間
合格発表

1月 7日（木）～ 2月 5日（金）
2月 13日（土）

センター利用前期入試

久留米工業大学のモバイルサイト ( 携
帯版 ) からも資料請求ができます。左
の QR コードからアクセスしてご覧く
ださい。

2月2日

2月3日

試験日自由選択制

福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・
鹿児島・那覇・松山・広島・大阪
本学のみ

入試日程
推薦入試

出願期間
試験日
合格発表
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1月 7日（木）～ 1月 18日（月）
1月 20日（水）
1月 23日（土）
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後期推薦入試

情報ネットワーク工学科　講師　小田まり子
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就職活動報告

卒業生の声

　僕は一年以上前から旋盤
の練習をしています。大学
に入るまで旋盤の存在すら
知りませんでしたが、授業
で触れてみて興味を持ち大
学の先生に勧められて個人
的に練習を始めました。初
めは勝手が分かりませんで
したが、練習を続けていく
うちに扱いにも慣れ、今年の夏に普通旋盤作業の三級
機械加工技能士の資格を取得しました。
　しかし、これで満足するつもりはありません。実際、
三級は高校で既に取得している人も多く、特別な資格
ではないからです。更に練習を積み、技術を磨いて二
級機械加工技能士を目指して努力していきたいと思い
ます。

　祖父は大工で、現在住んで
いる家を建ててくれました。
私も建築士の資格を取得し
て、自分が設計した家を世の
中に残す !! これが私の夢で
す。今は１年生なので、資格
取得のための特別な取り組み
はまだしていませんが、授業
をきちんと聞いて理解するよ
うにしています。在学中に、インテリアコーディネー
ターやカラーコーディネーター他、沢山の資格取得を
目指します。そして卒業後に二級建築士、実務経験を
経た後の一級建築士の資格取得を目指して努力するこ
とを惜しまず頑張ります !!

　私は今、広川中学校で
「学習支援員」をしていま
す。学習支援員は、先生
が授業をしている時、授
業についていけない生徒
をサポートします。授業
に参加していないような
生徒には、声をかけて指導するといったことも行って
います。このような活動を通して、勉強の教え方や生
徒とのコミュニケーションのとり方を学ぶことができ
ます。将来、教師になろうと考えている私にとって、
実際の教育現場に立ち会うことは、とても貴重な体験
となっています。これからもこのような機会があれば、
積極的に取り組んでいきたいです。

　私の就職活動は、2 月中旬に
行われた学内就職説明会に参加
することから始まりました。そ
こで会社説明を受け、3 月に学
内で筆記試験、半月後には本社
にて筆記試験と面接を受けまし
た。筆記試験の内容は、ＳＰＩ
と一般常識、整備に関する専門分野でした。最終的に
は、3 月末に内定の通知を受けました。自分は、「技
術アジャスター（損害調査サービス業務）」という業
種をこの大学に入って知りましたが、大学で学んだ専
門知識を生かすことができ、自分の能力を生かせる職
業だと思いました。当初からこの業種の会社の求人を
あたり、2 社受験し、この会社に内定をいただきまし
た。「技術アジャスター」は、非常に困難な仕事では
ありますが、そのため逆に非常にやりがいを感じます。

　１０月２５日（日）に佐賀県市村記念体育館にて行
われた、天皇杯平成２１年度全日本卓球選手権大会（一
般の部）佐賀県予選会において、本学卓球部のエース
で機械システム工学科３年の西川剛弘君が昨年に引続
き男子ダブルス（西川（久工大）・中島（西九州大）ペア）
で見事優勝、更に今年は、男子シングルス３位に入賞
し佐賀県代表として全国大会への出場権を獲得しまし
た。（期日：平成２２年１月１２日（火）～１７日（日）
会場：東京体育館）
　なお、この選手権大会には、日本卓球界をリードす
る選手や世界卓球選手権大会及びオリンピック出場者
も参加する予定で、ハイレベルな熱戦が予想されます。
西川君は「全日本で先ずは一勝！！」を目標に今一層
練習に励んでいます。更なる飛躍と全日本卓球選手権
での活躍を期待します。

学生活動ニュース

トピックス１ 機械システム工学科2年　川畑 裕樹
（田川高校）

「品質管理検定２級」取得

　品質管理とは、製造業に限らず、あらゆるものの品
質を保持し、また向上するために必要な考え方や手法
のことで、これらの知識の度合に応じて１～４級の資
格があります。僕は、アルバイトや就職活動でこの「品
質管理」の大切さを知り、その検定資格があることを
知ったので受験しました。就職活動中で忙しい時期で
したが、ちょうど大学の講義でも品質管理について学
ぶことが重なり、また、資格を持つことは将来的にも
役に立つと信じ、２級取得を目標に頑張りました。今
後いろいろなところにこの知識を活かせていければと
思っています。

交通機械工学科４年　津城 端祥
（八女学院高校）

建築・設備工学科１年　吉開 麻美
（山門高校）

損保ジャパン調査サービス
交通機械工学科4年　早淵 太郎

（博多青松高校）

夢に向かって
アライモータースポーツ　ドライバー

牟田 周平

教育創造工学科  1 年　古川 貴大
（聖心ウルスラ学園高校）

天皇杯平成21年度
全日本卓球選手権大会（一般の部）に
出場

機械システム工学科  ３年　西川 剛弘
（北陵高校）

　皆さんは、コンピュータの操作はマウスとキーボー
ドを使っていますよね？私たちは、身振り手振りでコ
ンピュータを操作する研究をしています。その一環と
して、色を検出して操作するホッケーゲームを作成し
ています。
　このゲームでは、まず、ユーザーは手に赤色と青色
の物体を持ちます。それをカメラに向けます。コン
ピュータはカメラに映った映像をリアルタイムで取り
込み、その映像を画像処理します。このときに、画像
の中から赤と青の色を抽出することで、ユーザーの手
の位置を検出することが可能となります。そして、画
面上の物体を動かし、操作することができるのです。
　オープンキャンパスの展示でも人気で、多くの方に
楽しんでもらえることができました。

身振り手振りで動かす
インターフェイスの開発をしています

情報ネットワーク工学科  4 年
北出 国和　末安 純平　原口 哲也

（祐誠高校）

　卒業後、友人達のように就職…ではなく、小さい頃
からの夢を追う道を選んだ。夢を掴むチャンスは、大
学や知人から支援を受け出場した自身初の『全日本ラ
リー』後にやってきた。卒業間際、世界チャンピオン
の新井敏弘氏から “若手育成” の話を頂き、タイミン
グの良さも功を奏しチャンスを掴むことができた。こ
のチャンスを貰えた事に感謝し、今の自分は師匠（新
井敏弘）を越える事を目標に、また恩返しだと思い、
日々の練習で技術や心身を鍛え、全国ラリー選手権に
も出場するに至っています。
　皆さんも人と同じという事にとらわれず、それぞれ
の夢や目標に向かって今何をすべきかを考え、前を向
いて進んでいけば結果はついてくるものと信じて頑
張ってほしいと思います。

平成19年度情報ネットワーク工学科卒
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日々の練習で技術や心身を鍛え、全国ラリー選手権に
も出場するに至っています。
　皆さんも人と同じという事にとらわれず、それぞれ
の夢や目標に向かって今何をすべきかを考え、前を向
いて進んでいけば結果はついてくるものと信じて頑
張ってほしいと思います。

平成19年度情報ネットワーク工学科卒



エントリー申込期間
出願日・面接日

合格発表
試験地

9月 1日（火）～ 3月 25日（木）
エントリー受付後、相談により出願
日程、面接日を決定します。
面接試験終了後後日通知
本学

ＡＯ(アドミッションズ・オフィス)入試

トピックス

「ロボメカデザインコンペ２００９」に参加

機械システム工学科３年
浦 宏徳

（祐誠高校）

　私は、入学当初から
ロボットに興味を持っ
ていましたが、今回、
仲間とチームを作り機
械学会主催の「ロボメ
カデザインコンペ２０
０９」に参加しました。
本学は今年で２回目の参加になります。結果は
全１９チーム中、５位以内に入り、昨年同様２
次審査に進むことができました。私たちは、放
置竹林の竹を自動で伐採するロボットの設計を
行いました。現地調査から始まり「社会のニー
ズを探る。新しいものを作る」ことの大変さを
勉強することができました。このロボットが少
しでも社会の役に立てるようにがんばっていこ
うと思います。

研究紹介

その他

コンピュータグラフィックス（CG）を
利用した聴覚障害児用
見真似発音練習システムの開発 14
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　平成 20 年度からの 3 年間、科学研究費基盤研究
（C) の補助を受け、「コンピュータグラフィックス
（CG）を利用した聴覚障害児用見真似発音練習システ
ムの開発」というテーマで研究を行っています。この
システムでは、学習者自身の口唇動作を画面上に表示
し、モデルとなる口唇動作の CG アニメーションと比
較して真似をしながら発音練習が行えます。口唇動作
CG アニメーションの開発は、情報ネットワーク工学
科で CG に関する専門技術を学んだ大学生たちの協力
にささえられています。

福岡モーターショー
学生フォーミュラ出展

提携教育ローンのご案内

　12 月 11 日（金）～ 14 日（月）の期間、福岡にて
開催された『福岡自動車博覧会（福岡モーターショー）
2009』の「福岡県学生車両展」に本学の「学生フォー
ミュラプロジェクト」が出展しました。この模様は、
RKB-TV の取材をうけ、この内容は、１２月５日（土）
RKB−TV「ふくおか見聞録」で放映されました。
　本学学生フォーミュラプロジェクトは、今年「全日
本学生フォーミュラ大会」に参戦３年目となります。
今年も昨年に引き続き、九州からの出場校では第１位
でした。更なる活躍が期待されます。

　本学では、大学の学費に関わる経済的不安を少しで
も和らげ、安心して勉学が続けられるように信販会社
と教育ローンを提携しております。
　詳しくは、学生課へお問い合わせ下さい。

出願期間
試験日

合格発表

試験地

1月 7日（木）～ 1月 26日（火）
2月 2日（火）・2月 3日（水）

2月 13日（土）

出願期間
試験日
合格発表
試験地

3月 15日（月）～ 3月 25日（木）
3月 27日（土）
3月 28日（日）
本学

出願期間
試験日
合格発表
試験地

2月 15日（月）～ 3月 8日（月）
3月 11日（木）
3月 13日（土）
本学

前期一般入試

一般入試

中期一般入試

後期一般入試

センター入試

出願期間
合格発表

3月 15日（月）～ 3月 24日（水）
3月 28日（日）

出願期間
合格発表

2月 15日（月）～ 3月 8日（月）
3月 13日（土）

センター利用中期入試

センター利用後期入試

出願期間
合格発表

1月 7日（木）～ 2月 5日（金）
2月 13日（土）

センター利用前期入試

久留米工業大学のモバイルサイト ( 携
帯版 ) からも資料請求ができます。左
の QR コードからアクセスしてご覧く
ださい。

2月2日

2月3日

試験日自由選択制

福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・
鹿児島・那覇・松山・広島・大阪
本学のみ

入試日程
推薦入試

出願期間
試験日
合格発表
試験地

1月 7日（木）～ 1月 18日（月）
1月 20日（水）
1月 23日（土）
本学

後期推薦入試

情報ネットワーク工学科　講師　小田まり子
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