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学 生 会学 生 会

　学生会は、大分高専学生全員をもって構成され学校の指導
のもとに学生の自発的な活動を通じてその人間形成を助長し、
高専教育の目的達成のため、次の目標を立て活躍している。
１　学生生活を楽しく、豊かで規律正しいものにし、よい校

風をつくる。
２　健全な趣味と豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。
３　心身を錬磨し、余暇を活用する。
４　学校生活における集団の活動に積極的に参加し、自主性

を育てるとともに親和協力の精神を養う。
５　学校生活において、自治的能力を養い、もって民主的社

会人としての資質を向上させる。

　The Student Council is comprised of all the students of 
Oita National College of Technology. It acts on its own 
initiative under the guidance of the college authorities 
in order to help its members form strong character and 
attain their educational goals. Its objectives are as follows:
１．To make college life enjoyable, productive and orderly 

so as to establish a good school spirit.
２．To help cultivate taste and culture, and develop strong 

personalities.
３．To help develop a healthy mind and body through 

recreational or club activities.
４．To promote campus activities that will foster a spirit of 

friendliness, cooperation and independence.
５．To help develop self-goverming ability to better 

contribute to a democratic society.

▲学生会（クラブリーダー研修）

▲体育祭

▲音楽祭

▲球技大会

▲高専祭

紹　介 Introduction
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学生会／ Student Council

▲ロボコン全国大会

組織図　Organization Chart

野　球　部
Baseball Club

バ レ ー 部
Volleyball Club

バスケット部
Basketball Club

サッカー部
Soccer Club

卓　球　部
Table Tennis Club

ソフトテニス部
Softball Tennis Club

陸上競技部
Track & Field Club

柔　道　部
Judo Club

剣　道　部
Kendo(Japanese fencing)Club

水　泳　部
Swimming Club

ラグビー部
Rugby Club

少林寺拳法部
Shorinji-kempo Club

空　手　部
Karate Club

バドミントン部
Badminton Club

テ ニ ス 部
Tennis Club

弓　道　部
Kyudo(Japanese archery)Club

国　際　部
International Club

軽 音 楽 部
Light Music Club

写　真　部
Photography Club

気象天文部
Weather & Astronomy Club

科　学　部
Science Club

囲碁将棋部
Go & Shogi(Japanese chess)Club

吹 奏 楽 部
Brass Band Club

ボランティア部
Volunteer Club

電子計算機部
Computer Club

ロボット研究部
Robot Research Club

文　芸　部
Literature Club

茶　道　部
Sado(tea ceremony)Club

書　道　部
Shodo(Japanese calligraphy)Club

美　術　部
Art Club

学　 級
Class

評  議  会 学　 級
Class

Board of Representatives

会計監査 学　 級
ClassAccounting Auditors

体 育 局
Athletic Division

学生総会 執  行  部
General Meeting     　Executive Committee

文化局
Culture Division
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