
平成30年度 明専塾開催報告
平成30年度（平成30年１月～12月）は、第148回から第168回まで、計20回の明専塾が開催されました。
ご講演くださった企業の皆様、ご協力誠にありがとうございました。
回 開催年月日／開催地 企 業 名 講演者氏名（敬称略） 講 演 題 目 担当

教員
参加数

講演会/懇親会

第
148
回

平成30年１月10日（水）
開催地：飯塚 セイコーエプソン㈱

熊倉一徳
村田昭雄（情機Ｈ８）
中田健一（情機Ｈ15）
川田健司（Ｍ学Ｈ28）

「エプソンの技術戦略について」
「情報系技術者の活躍について」
「入社13年目の社員が語るEPSONについて」
「入社２年目の担当業務について」

小林 37/ 28

第
149
回

平成30年１月19日（金）
開催地：戸畑 JFEスチール㈱

松蔭誠作（二電Ｈ５）
矢野容次（電電子Ｈ21）
中島大剛（機科Ｈ15）
現海孝雄（設ＢＨ10）

「JFEスチール概要と製造部門系の業務紹介」
「JFEにおける電気・制御系エンジニアの仕事」
「JFEにおける製造部門系エンジニアの仕事」
「製鉄所における機械系の海外業務内容紹介」

野田 51/ 52

第
150
回

平成30年１月25日（木）
開催地：戸畑 ㈱日立製作所

佐野貴彦（電59）
SERBOUTI YASSINE（Ｍ機Ｈ28）
河喜多心哉（設機Ｈ12）
渡辺拓也（機制Ｈ21）

「世界に広がる日立製作所の事業」
「入社２年目の業務紹介」
「業務紹介と学生時代やっててよかったこと」
「IoTの時代に求められるエンジニア像」

奥山 87/ 87

第
151
回

平成30年１月26日（金）
開催地：飯塚 ㈱日立製作所

守田陽一郎（Ｍ情科Ｈ11）
梅田多一（情知Ｈ10）
木村昌太郎（情子Ｈ16）
樽本瑶子（情知Ｈ17）
広瀬智明（情機Ｈ20）
長谷部雄太（情生Ｈ20）

「世界に広がる日立グループの事業」
「わくわくが止まらない。仕事の楽しみ方」
「日立のハードウェア設計」
「女性から見た日立製作所」
「ミドルウェア開発とSE業務について」
「品質とは？日立の品質に対する取り組みについて」

竹内 81/ 53

第
152
回

平成30年２月２日（金）
開催地：戸畑

NOKグループ
NOK㈱
NOK㈱
NOK㈱
日本メクトロン㈱
NOK㈱

黒木安彦（機二54）
渡部光雄（機宇Ｈ15）
長井 修（機62）
田畑浩二（電電子Ｈ21）
黒木安彦（機二54）

「NOKグループの紹介」
「世界中の機械を支えるシール製品の設計」
「グローバルでのモノづくりを支えるNOKの生産技術」
「電子機器の小型化を支えるFPCの実装技術」
「九工大生へのメッセージ」

野田 45/ 49

第
153
回

平成30年４月24日（火）
開催地：飯塚 ソニーLSIデザイン㈱

本山清和（加Ｈ２）
浜田爽志（情機Ｈ28）
山本結代（電計Ｈ６）
山下未希（情生Ｈ19）
片野兼作（電子Ｈ12）
浅田浩嗣（情子Ｈ27）

「ソニーの英知を結集し、ソニー半導体デバイスを世界中に届ける」
「入社３年目を迎えて」
「女性目線で見たソニーLSIデザイン」
「世界No.1 イメージセンサーの開発現場」
「就職活動体験談」

宮瀬 62/ 32

第
154
回

平成30年６月15日（金）
開催地：戸畑 ㈱野村総合研究所

吉田亮太（電情Ｈ15）
中島祐樹（機制Ｈ21）
門司祐子（情生Ｈ11）
小屋松裕貴（電気エＨ27）

「野村総合研究所の概要と証券取引について」
「機械学習と株式自動売買」
「NRI福岡で働くということ」
「入社１年目を終えて～皆さんへのメッセージ～」

白土 90/ 46

第
155
回

平成30年６月８日（金）
開催地：飯塚

パナソニック㈱
アプライアンス社
AIS社
アプライアンス社

鬼束雄佑（情知Ｈ27）
関屋翔一朗（情子Ｈ23）
郷原邦男（情知Ｈ13）

「入社１年目に感じたこととモチベーション」
「パナソニックの車載セキュリティ開発取組について」
「クラウドと連携した新しい家電とは ～これまでの10年とこれからの10年～」

國近 80/ 47

第
156
回

平成30年７月６日（金）
開催地：戸畑 ルネサスエレクトロニクス ※台風により

中止となりました 白土 /

第
157
回

平成30年７月18日（水）
開催地：若松

安川電機グループ
安川コントロール㈱
㈱安川電機
安川エンジニアリング㈱
安川コントロール㈱
安川モートル㈱

吉田一昭（子54）
坂本雅宏（制63）
高崎秀紀（電55）
松浦勝彦（子60）
出光利明（電56）

「ご挨拶 安川電機グループの紹介と、本日の講演者・参加者の紹介」
「グローバルに展開する安川電機の産業用ロボット」
「安川エンジニアリングの紹介と品質保証体系」
「安川コントロールの紹介と新市場を捉える取組みと展望」
「安川モートルの紹介とモータつくり100年の軌跡と今後の展望」

花本 58/ 56

第
158
回

平成30年10月５日（金）
開催地：戸畑 カルソニックカンセイ㈱

井澤淳一（金58）
朝長大貴（電気エＨ26）
中村俊基（機機Ｈ25）
中所和生（設機Ｈ12）
井澤淳一（金58）

「カルソニックカンセイグループの紹介」
「入社３年目で考えること」
「生産技術で感じる、カンジニアとエンジニア」
「熱マネジメント屋として働く魅力」
「九工大生へのメッセージ」

野田 72/ 47

第
159
回

平成30年10月５日（金）
開催地：飯塚

Honda
本田技研工業㈱
㈱本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター
㈱本田技術研究所 二輪Ｒ＆Ｄセンター
㈱本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター

福田桃子（情知Ｈ25）
平井美紀子（情機Ｈ26）
首藤健太（電通Ｈ23）
内藤秀晴（電電Ｈ９）

「SEの心得」
「飯塚キャンパスのために話します。入社３年目の四輪制御開発。」
「ツーリング好きな私が大型二輪・レース車両電装開発に挑む」
「入社19年。内藤秀晴が語る電気自動車研究の歩き方」

宮瀬 60/ 43

第
160
回

平成30年10月17日（水）
開催地：飯塚 ㈱牧野フライス製作所

中安和正（情機Ｈ８）
菅 真弓（情機Ｈ９）
小島道雄（情機Ｈ14）

「世界のものづくりを支えます」
「MAKINOが目指す未来の自動化システム」
「工作機械ONLY？そうじゃない！多様なエンジニアが時代と共に幅広く挑戦」

是澤 49/ 30

第
161
回

平成30年10月26日（金）
開催地：戸畑

トヨタグループ
トヨタ自動車㈱
トヨタ車体㈱
トヨタ車体㈱
㈱トヨタ車体研究所

日野 顕（機二Ｈ２）
伊藤 毅（情Ｈ６）
渡邊大夢（情機Ｈ23）
脇田幸一（情制Ｈ17）

「自動車業界が支える日本」
「CVカンパニーにおける生産技術の魅力」
「振動騒音実験屋から見た「もっといいくるま」の作り方」
「コックピット開発の流れ」

野田 89/ 66

第
162
回

平成30年11月1６日（金）
開催地：戸畑

Honda
㈱本田技術研究所 二輪Ｒ＆Ｄセンター
㈱本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター
㈱本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター
㈱ホンダアクセス

竹本悠作（機宇Ｈ29）
林 健太郎（応化Ｈ25）
森 愛美（応化Ｈ26）
山中麻由（電シＨ25）

「ただのバイク好きからバイク開発者へ」
「入社四年目、電気自動車開発に携わる」
「衝突安全！！壊れろ FIT、守れ お客様」
「ペーパードライバーだった私がカーナビの開発をする」

清水 118/ 89

第
163
回

平成30年11月22日（木）
開催地：戸畑 新日鐵住金㈱

吉田達哉（物材Ｈ６）
綾部孝則（情機Ｈ20）
大谷洋平（電電Ｈ12）
杉本岳士（物材Ｈ17）

「新日鐵住金の概要について」
「新日鐵住金における機械系出身技術スタッフの業務紹介」
「新日鐵住金における電気制御系エンジニアの仕事」
「新日鐵住金における材料系出身技術スタッフの業務紹介」

北村 77/ 79

第
164
回

平成30年12月６日（木）
開催地：飯塚 ITコンサルタント 辻 裕人（情生Ｈ22） 「ITコンサルタントが教えるシステム開発講座」 入佐 45/ 25

第
165
回

平成30年12月７日（金）
開催地：戸畑

安川電機グループ
㈱安川電機
㈱安川電機
安川モートル㈱
安川コントロール㈱
安川情報システム㈱

小笠原浩（情54）
坂本雅宏（制63）
出光利明（電56）
松浦勝彦（子60）
箱田貴久（情知Ｈ５）

「ご挨拶」
「グローバルに展開する安川電機の産業用ロボット」
「モータつくりの歴史・軌跡と今後の展望」
「安川コントロール、ベスタクト・ソリューションズの紹介」
「安川情報システムのご紹介」

白土
花本 78/ 87

第
166
回

平成30年12月14日（金）
開催地：戸畑

地方公務員
北九州市役所
北九州市役所
北九州市役所
北九州市役所
福岡県庁

喜洲淳哉（開63）
金子慎吾（建社Ｈ15）
山口秀和（建社Ｈ13）
森迫英夫（建社Ｈ19）
吉武範幸（開63）

「地方公務員（建設系）の仕事」
「大規模プロジェクトに携わって（折尾地区総合整備事業）」
「北九州市の下水道維持管理」
「市営住宅整備の仕事」
「福岡県庁建設系職員の仕事」

鬼束 106/ 70

第
167
回

平成30年12月10日（月）
開催地：飯塚

グローバルに活躍する情報工学部OB
LEANPLUM（リーンプラム）
㈱大塚製薬

米田匡克（情知Ｈ３）
﨑山基行（情生Ｈ10）

「シリコンバレーで働く ～どこででも誰とでも働けるスキル～」
「自分らしいリーダーシップとは」 本田 103/ 35

第
168
回

平成30年12月21日（金）
開催地：戸畑 ㈱日立製作所

佐野貴彦（電59）
合田佑司（電シＨ26）
伊多倉京士朗（Ｍ機Ｈ24）
中嶋繁夫（Ｍ生生Ｈ23）

「世界に広がる日立製作所の事業及び風力事業」
「若手の自分が感じている仕事の喜び、考え」
「入社後２年半の業務で経験したこと・学んだこと」
「気体機システム事業における海外業務」

浅海 69/ 64

※参加数（学生・教員・OBの合計）

交流のひろば
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