
International Symposium on Innovative Engineering 2022 (ISIE2022) 
 

ISIE2022 実施要項 
 
ISIE とは 
九州沖縄 9 高専とマレーシア・ペトロナス工科大学(UTP)で開催している学生向け国際シンポ

ジウムです。マレーシアと日本で交替に開催され、今回は第 6回目となり、北九州高専主催で実
施します。 
 
1. 開催期日 
令和 4年 12 月 20 日(火)、12 月 21 日(水)の二日間 

 
2. 開催形式 
北九州高専がホストとなりオンライン開催で実施します。(Teams を利用) 

 
3. 募集人数 
高専 18 名 各高専より 2名(熊本高専は 2キャンパスで 2名)、UTP 18 名 

 
4. 応募条件 
(1) 第 5 ブロック高専の本科生、専攻科生 

(2) ISIE 全体を英語で行うので、日常会話が可能な英語コミュニケーション力レベルが好ましい。 
口頭発表は事前提出したビデオで行うが、Q&A はリアルタイムで行うため、対応可能程度の
英語力が必要となる。 

(3) 発表内容はリアルタイム配信を含め、さまざまなメディアで公開される可能性があるため、
特許などに関わる発表は控えること。 

 
5. 申込締切等 
1) 参加申込: 令和 4 年 8月 22日(月) 

申し込んだ学生の氏名、所属専攻、学年を、各高専で取りまとめて北九州高専学生課学生支援
係に、電子メールで連絡ください。 

※ 3名以上の応募者がいる場合は、順位をつけてお申込ください。 

メール送信先: global@kct.ac.jp 
 
2) 論文概要(アブストラクト)の提出期限: 令和 4年 9 月 16 日(金) 

 配布テンプレートに従い、A4サイズ 1ページ以内の英文を作成してください。 
 
3) 論文原稿提出期限: 令和 4年 11月 4日(金) 

 配布テンプレートに従い、4~6ページ(参照ページを含む)以内の英文で作成してください。 
 
4)ビデオ提出期限:令和 4年 12月 9日(金) 



 英語による発表ビデオを事前提出してください。ビデオの長さは 10〜12分 

*詳細に関しては、後日連絡します。 
 
9. 発表分野 
 機械、材料、電気、電子、情報、制御、土木、化学、建築など工学全般に関する研究分野 
 
10. 発表方法 
 口頭発表:15 分(事前録画による発表 12 分、ライブ対応による質疑応答 3分) 
 
11. 参加費 
 不要 
 

お問い合わせ 
 【シンポジウムについて】 
 北九州高専 グローバル推進センター長 
 Email: naruki@kct.ac.jp 
 
【申込書等について】 
 北九州高専 学生課学生支援係(グローバル担当) 
 Email: global@kct.ac.jp 



 ISIE2022 
6th International Symposium on Innovative Engineering 2022 
December 20(Tue), 21(Wed), 2022, Online 
 
 

ISIE2022 マレーシア・ペトロナス工科大学(UTP)との 
共同開催の学生国際シンポジウム 

 

参加学生募集 
 

開催日 
 令和 4年 12月 20日(火)、21日(水) オンライン開催 
 
 

締切日 
• 令和4年8月 22日(月) 
• 各高専で参加者を取りまとめの上、北九州高専学生課学生支援係
（グローバル担当）までメールにてお知らせください。 

 
 

募集人数 
• 各高専２名（熊本高専は２キャンパスで２名） 

 

対象学生 
• 本科生、専攻科生で日常会話が可能な英語力が望ましい。 

 
ISIE is an International Conference on Engineering and Technology. The 
objective of ISIE 2022 is to provide opportunity for mutual exchange in 
engineering and technology among students. 
 
 問合せ先 

北九州工業高等専門学校 学生課 
学生支援係(グローバル担当) 
Email: global@kct.ac.jp 
メール件名: ISIE2022 について 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This virtual symposium aims to provide 
a platform for academicians, researchers, 
and students to present their research 
results and information on the most recent 
and relevant innovations regarding the 
theories and practices in engineering and 
technology. 
 
ISIE welcome academicians, researchers, and students in the domain of interest 
to network and get the opportunity to establish future collaborations. 
 

Research Area 
• Chemical, Mechanical, Civil, Petroleum, Electrical & Electronics 
• Information, Control, Materials, Architecture 
• Other Engineering 
 

Important Dates 
• Abstract Submission: September 30 
• Paper Submission: November 4 
• Video Submission: December 9 
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