
＆マッチングフォーラムｉｎ駒ヶ根
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第７回

日 時 2020年 月 日（金） 13：30～16：35１ ３１

会 場 駒ヶ根総合文化センター 大ホール・小ホール

参加費 無料 ・ 申込不要

「次のものづくりステージへ導く人材育成 ～ゲーミフィケーションによる日本再興戦略！？～」

13：45～ 基調講演

日本アイ・ビー・エム株式会社

UX Consultant

堀越 諒太 氏

全国ものづくり高大連携発表会

株式会社ミライロ

HRBP

シャルマ ボニー仁 氏

15：20～ 活動発表

【発表校】

山梨県立 甲府工業高等学校

Pythonを使った機械学習によるライントレース改善法について

大阪府立 布施工科高等学校
高大連携によるプロジェクト教育

－ものづくりをとおして未来を創造する。

「Electric Vehicle（ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾋﾞｰｸﾙ）の実証実験」－

長野県 長野工業高等学校
顔認証システムで出席をとろう‼ －先生方への感謝の気持ち－

長野県 駒ヶ根工業高等学校
駒ヶ根フィールドにおけるLPWAシステムの伝送特性評価と

その活用について
－sigfoxシステムの農業ハウスへの適用にむけて－

（順不同・発表内容については現時点での予定）

高校と大学等との
連携活動の発表

高大連携活動・企業展示

14：30～

高校生が大学等と連携して行った「ものづく

り」に関する研究活動成果の展示や、企業の

会社概要や製品などを紹介！

高大連携活動展示
＆企業展示

【第6回高大連携活動・企業展示の様子】

主催

お問い合わせ先

駒ヶ根市（産業部 商工振興課）

０２６５-８３-２１１１（内線433）

syoukan@city.komagane.nagano.jp

TEL

MAIL
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「次のものづくりステージへ導く人材育成
～ゲーミフィケーションによる日本再興戦略！？～」

開会式

基調講演

開場

閉会式閉場

第 7 回

＆ マッチングフォーラム in 駒ヶ根

全国ものづくり高大連携発表会

プログラム
1
31

2020年

(金)

日本アイ・ビー・エム株式会社

UX Consultant

堀越 諒太 氏

ほりこし りょうた

駒ヶ根総合文化センター
長野県駒ヶ根市上穂栄町23-1 ℡：0265-83-1130

会 場

お問い合わせ先

TEL 0265-83-2111 内線433
MAIL syoukan@city.komagane.nagano.jp

駒ヶ根市役所 商工振興課 工業係

（順不同）

株式会社ミライロ

HRBP

シャルマ ボニー仁 氏

ひとし

高校生が大学等と連携して行った「ものづくり」に関する研究活動
成果を展示しながら説明します。

高大連携活動・企業展示＆マッチング

【展示校】

山梨県立 甲府工業高等学校
Pythonを使った機械学習によるライントレース改善法について

大阪府立 布施工科高等学校
高大連携によるプロジェクト教育 －ものづくりをとおして未来を創造する。
「Electric Vehicle（ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾋﾞｰｸﾙ）の実証実験」－

長野工業高等学校
画像認識を用いた電源管理システム

松本工業高等学校
自走式座面アシスト電動車椅子

飯田OIDE長姫高等学校
ミニチュア工場

駒ヶ根工業高等学校
アクリルストラップ製造ライン構築技術 ほか7テーマ

公立諏訪東京理科大学
Sigfoxシステムのフィールドにおける伝送特性評価とそれを活用した農業分野
への応用 ほか3テーマ

長野県南信工科短期大学校
長野県南信工科短期大学校における総合課題と実習成果物

企業概要のパネルや製品を展示し、社員の方が説明してくれます。
市内企業を知る良い機会です！
【出展企業】
「人と夢をつなぐテクノロジー」私たちは楽しく働き、社会に貢献します

株式会社コガネイ駒ヶ根事業所
精密部品の切削加工とダイカスト製品を製造している会社です

株式会社塩澤製作所
創業60年 日本の製造業トップ企業を自動化技術で支え、先端企業の一歩先を行く
ものづくりへ挑戦！

天竜精機株式会社
地域や人との共生を大切に、県内唯一の技術（粉末冶金）で100年企業を目指す
ものづくり企業です

ナパック株式会社
金属製品の金型設計製作から、各種加工技術で様々な製品に対応できる会社です

株式会社ヨウホク
地域に育まれて1世紀 「ものづくり」と「まちづくり」の総合企業

株式会社ヤマウラ
「AnyCha」 IBM若手有志が開発した、いつでもどこでもでもだれとでも気軽に使える
多言語翻訳チャットアプリを紹介します！

日本アイ・ビー・エム株式会社

（順不同・現時点での予定）

（順不同・現時点での予定）

高大連携活動展示

企業展示 －企業紹介－

（講演内容については現時点での予定）

高校生が大学等と連携して行った
「ものづくり」に関する研究活動成果
を発表します。

➢山梨県立 甲府工業高等学校
Pythonを使った機械学習によるライントレース改善法
について

➢長野工業高等学校
顔認証システムで出席をとろう‼
－先生方への感謝の気持ち－

➢大阪府立 布施工科高等学校
高大連携によるプロジェクト教育
－ものづくりをとおして未来を創造する。

「Electric Vehicle（ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾋﾞｰｸﾙ）の実証実験」－

➢駒ヶ根工業高等学校
駒ヶ根フィールドにおけるLPWAシステムの伝送特性評価
とその活用について

－sigfoxシステムの農業ハウスへの適用にむけて－

【発表校】

（順不同・内容については現時点での予定）

高大連携活動発表



高大連携活動展示・企業展示 14:30～15：15

高大連携活動展示

山梨県立 甲府工業高等学校

Pythonを使った機械学習によるライントレース改善法について

大阪府立 布施工科高等学校

高大連携によるプロジェクト教育
－ものづくりをとおして未来を創造する。
「Electric Vehicle（ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ﾋﾞｰｸﾙ）の実証実験」－

長野工業高等学校

画像認識を用いた電源管理システム

松本工業高等学校

自走式座面アシスト電動車椅子

飯田OIDE長姫高等学校

ミニチュア工場

駒ヶ根工業高等学校

①アクリルストラップ製造ライン構築技術

②フルカラーLEDオブジェの製作

③Pythonを用いたニューラルネットワーク

④ＰＷＭ制御を使った電動スケートボードの製作

⑤シーケンス制御を使った自動分別機の製作

⑥ウィムズハースト式誘導起電機の製作

⑦スターリングエンジンの研究

⑧「2019 JPN×AUS Space Challenge Emotional
Dream & Next Innovation」
～ 宇宙への夢と感動 新しい価値を創ろう、

宇宙科学エンジニアを長野から宇宙へ～

公立諏訪東京理科大学
①Sigfoxシステムのフィールドにおける伝送特性評価とそれを活
用した農業分野への応用を活用したスマート農業システムの
研究開発

②IoTを支えるLPWA通信技術と応用事例

③火災安全に関する研究―火災感知から火炎形状

④AIによる農学・化学・工学の融合研究

長野県南信工科短期大学校
長野県南信工科短期大学校における総合課題と実習成果物

展示

高校生が大学等と連携して
行った「ものづくり」に関する研
究活動成果を展示しながら
説明します。

企業概要のパネルや製品を展示し、社員の方が説明してくれ
ます。市内企業を知る良い機会です！

企業展示 －市内企業紹介－

閉会式 16：25

（順不同）

出展企業

「人と夢をつなぐテクノロジー」私たちは楽しく働き、社会に貢献します

株式会社コガネイ 駒ヶ根事業所

2019年3月新棟完成。15年後の100周年は皆さんが主役です。

精密部品の切削加工とダイカスト製品を製造している会社です

株式会社塩澤製作所

「モノづくりの匠集団」新時代の職人の姿がここにある！

創業60年 日本の製造業トップ企業を自動化技術で支え、
先端企業の一歩先を行くものづくりへ挑戦！

天竜精機株式会社

最先端企業と共に未来の一歩先を行くものづくりへ挑戦しています。

地域や人との共生を大切に、県内唯一の技術（粉末冶金）で

100年企業を目指すものづくり企業です

ナパック株式会社

県内唯一の「粉末冶金」工法で高精度な製品を実現！

金属製品の金型設計製作から各種加工技術で様々な製品に
対応できる会社です

株式会社ヨウホク

モノづくりの姿勢と社員同士の和を大切にしています。

地域に育まれて1世紀 「ものづくり」と「まちづくり」の総合企業

株式会社ヤマウラ

建設とエンジニアリングの技術融合で豊かな明日

をかたちづくります。

多言語/多人数の会話のリアルタイム翻訳で"分かり合う"を実現する

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM若手有志が開発した、いつでも・どこでも・誰とでも気軽に使える
多言語翻訳チャットアプリ"AnyCha"を紹介します！

（順不同）


