
大島商船高等専門学校　第3期中期計画・年度計画

担当

年度計画 実　績　報　告 評価

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

　目標を達成するために取るべき措置

１．教育に関する事項

(1) 入学者の確保

① 各種イベントやメディア等を通じた積極的な広報を行う。 ○全国及び地域で開催されるイベント等に参加し，ま
た，メディア等を通じた積極的な広報活動を行う。高
専PRの広域化を図る。

○北海道地区での最寄地受検に伴い，９月には，北
海道地区の中学校に瀬戸内３商船高専連名でチラシ
（６５０枚）を配布した。

○７月に宇部市において，練習船大島丸の一般公開
及び体験航海を実施し，参加者に積極的な広報を
行った。

○九州地区等において，各地の港での帆船寄港時の
一般公開等の行事に教員を派遣して広報活動を行っ
た。

○９月に下関市で開催された「下関サイエンス・フェス
ティバル」に参加し，広報を行った。

○１１月２３日に開催された「柳井まつり」に参加して
PRを実施し，本校のブースに約５００名の来場があっ
た。

○山口県内３高専合同学校説明会を，６月２４日に下
関市立川中中学校（宇部高専担当），７月１５日に岩
国市福祉会館（本校担当，参加者数８７名，前年比
0.8倍），７月２３日に山口市民会館（徳山高専担当）
にて開催し，積極的な広報を行った。

Ａ

② 中学生が国立高等専門学校の学習内容を体験できるような入学説明会，公開授業，
オープンキャンパス等を充実させ，特に女子学生の志願者確保に向けた取組を推進す
る。

○入学説明会，公開授業，オープンキャンパス等を
充実させ，高専を体験することで，高専の良さをア
ピールする。特に，高専女子学生の活躍をアピール
し，女子学生の確保に努める。

○６月～７月にかけて，中学校（１８校）において入学
説明会を行った。

○６月１７日に第１回オープン・キャンパス，８月５日に
第２回オープン・キャンパスを実施した。

○オープンキャンパスを６月に開催するのは３回目と
なり，近隣の中学校への広報が定着してきた。参加
者は２８０名であった。

○８月のオープンキャンパス実施については，本校の
学生が多数参加できる時期を検討し，８月第１週の土
曜日に開催した。この結果，学生から直接情報を得る
ことができた等との感想がたくさん寄せられた。中学
生の参加者数は，３７５名であった。

○１１月３日に商船祭に併せて第３回オープンキャン
パスを実施した。（約１６０名参加）

○女子学生の志願者確保に向けて，高専女子百科
等を配布した。

○合同学校説明会等に女子学生に参加してもらい，
直接中学生や保護者に関わることで，女子学生の活
躍をアピールした。

○１２月に，中学３年生を対象にマークシート対策を
含んだ入試問題解説会を実施した。（９５名参加）

Ａ

③ 進路選択に役立った情報を調査し，中学生やその保護者にわかりやすい広報資料を作
成する。

○進路選択に役立った情報を調査し，学校案内の充
実，学科の特色を盛り込んだチラシ等の広報資料を
作成する。

○学校案内の作成にあたっては，PRワーキンググ
ループで中学生やその保護者に分かりやすい広報資
料作成を念頭に内容及びレイアウト等にした。

○１年生全員に本校での生活の様子や感想を手紙に
書いてもらい，８月には各出身中学校に，進路選択の
資料として送付した。

Ａ

○ホームページの進路選択関係情報を充実させる。 ○ホームページの学科情報をより分かりやすいもの
に順次修正した。

Ａ

④ ものづくりに関心と適性を有する者など本校の教育にふさわしい人材を的確に選抜でき
るように適切な入試を実施する。

○本校の教育にふさわしい人材を全国的に選抜でき
るよう，有効な最寄地受検や複数校志望受検につい
て検討する。

○入試委員会において，有効な最寄地受検や複数校
志望受検について検討し，受検会場を８ヶ所に決定し
た。

Ａ

⑤ 入学者の学力水準の維持に努めるとともに，女子学生等の受入れを推進し，入学志願
者の質を維持する。

○学力水準の維持のため，志願者確保に向けた入
試広報対策を検討する。

○従来の広報活動に加え，公開授業の充実及び入
試問題解説会など，入学者の学力水準維持のために
広報活動の充実を行った。

○志願者確保のため，複数校志望受検において第３
志望まで選択できるようにした。

Ａ

○女子学生の受け入れを推進するため，入試広報を
充実させる。

○オープンキャンパスや県内外の中学校訪問の際に
女子中学生に高専女子百科を配布すると共に，同冊
子をパネルにして各種広報イベント会場に配置し，女
子中学生及び保護者に積極的に説明を行いPRを
行った。

Ａ

(2) 教育課程の編成等

①-1 社会・産業・地域のニーズに従い，本科の学科構成の検討を行う。また，専攻科について
も，社会・地域のニーズにあった充実を検討して，本校の個性化から，専攻科の活性化・
高度化を目指すための再編を検討する。

○KOSEN4.0イニシアティブを考慮した社会・産業・地
域のニーズに従う本校の本科と専攻科の在り方，本
校の個性化，活性化・高度化について検討する。

○KOSEN4.0イニシアティブの来年度の申請に向け
て，高度化推進委員会で検討を行った。

Ａ

①-2 学科や専攻科の改組を目指すため社会・産業・地域ニーズなどの把握に努め，効率的な
把握が可能となるような手段を検討し，実施する。

○社会・産業・地域ニーズなどの把握について，効率
的な方法を検討する。

○社会・産業・地域のニーズを把握するため，地域連
携交流会や就職進学説明会の参加企業と情報交換
を行った。

Ａ

中　　　　　期　　　　　計　　　　　画
平成２９年度
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担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成２９年度

② 各分野において基幹的な科目について必要な知識と技術の修得状況や英語力を把握
し，教育課程の改善に役立てるために，学習到達度試験を実施し，試験結果の分析を行
うとともに公表する。また，英語については，TOEICなどを積極的に活用し，技術者として
必要とされる英語力を向上させる。

○教育の改善に資するため，基幹的な科目である
「数学」，「物理」に関し，各高専共通の「学習到達度
試験」を実施し，その試験結果について分析し，学生
の理解度向上に役立たせる。

○昨年度実施した学習到達度試験の結果について，
学内で検討した。

○休業中に学力の向上を図るよう指導し，春季休業
明けの４月には，１～３年生を対象に「数学」と「英語」
の実力テストを行った。

○夏季休業明けの９月下旬に，１～３年生を対象に
「数学」と「英語」の実力テストを行った。

○１０月には１，２年生を対象にCBT試験トライアルを
実施した。１年生は一般化学，２年生は数学を実施し
た。

○平成３０年１月に高専共通の「学習到達度試験」を
３年生を対象に実施し，試験結果について分析して学
生の理解度向上に役立てた。

Ａ

○実用英語検定試験やTOEIC試験などの受検を奨
励する。

○学生の英語力を向上させるため，TOEIC公開テスト
及び実用英語検定試験等の受験を奨励した。４月に
は商船学科５年生にTOEICテストを受験させた。１２
月には電子機械工学科及び情報工学科４年生全員
にTOEICテストを受験させた。。商船学科４年生につ
いては，下船後の来年度４月に実施する予定であ
る。

○専攻科入試では，TOEICスコアシートを提出させて
いる。これにより，より一層TOEIC試験の受験を奨励
し，高得点を目指すよう指導した。

Ａ

③ 卒業生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価を実施し，その結果を積極的に活
用する。

○教育活動の改善・充実に資するため，在学生によ
る授業評価の調査を実施し，教員にフィードバックす
る。さらに，積極的な活用を検討する。

○在学生による授業評価の調査をWeb方式のシステ
ムにより入力させることで実施している。また，これら
の評価は全教員に配布した。

Ａ

④ 課外活動活性化のための環境の改善，適性なクラブ顧問の配置を考慮し，学生のクラブ
活動への取組の意欲向上を図る。

○課外活動をさらに活性化するため環境作りを行う。 ○第一体育館，第二体育館及び武道場を使用するク
ラブで体育館等の使用日，使用範囲等の協議を行
い，体育館・武道場を有効使用できるようにした。

Ａ

○新入生に課外活動の広報を行い参加を促す。 ○新入生に対して，４月最初のＬＨＲの時間にクラブ
紹介を実施した。併せて，各クラブの勧誘ポスターを
校内に掲示した。

○多くの学生がクラブへ参加するよう，クラス担任か
らクラブ等への入部指導を行い，学生生活の向上を
図った。

Ａ

⑤ 学生会を中心に，学生が自主的にさまざまな社会奉仕体験活動に取り組んで行くため
の，情報提供と活動支援のための環境作りを推進する。

○清掃活動・エコキャップ運動などの地域社会奉仕を
学生会を中心に活動する体制について検討する。

○美化委員会を中心に，１１月の商船祭に向けて校
内清掃活動を実施した。

○エコキャップ運動については，各クラスの美化委員
を中心に定期的に回収を行い，業者へ引き渡した。

○校内花壇の整備を行った。

Ａ

(3) 優れた教員の確保

① 多様な背景を持つ教員を採用するため，選考は公募制とする。また，多様な経験を考慮
した教員選考基準を検討し，採用条件の改善についても検討する。

○全ての教員採用を公募制で実施する。 ○常勤及び非常勤の教員採用を公募制で実施し，常
勤３名及び非常勤１７名を採用した。

Ａ

② 人事交流の必要性を全教員に周知しつつ，大学，企業，団体との人事交流を図る。 ○「高専・両技科大間教員交流制度」による交流を推
進する。

○「高専・両技科大間教員交流制度」による交流につ
いて教員に周知し，制度の利用を促進した。

Ａ

○関係する専門分野の大学，企業，団体との教員人
事交流について高専機構本部の取組に協力する。

○関係する専門分野の大学，企業，団体との教員人
事交流について，高専機構本部の取組を教員に周知
した。

Ａ

③ 学位，職業上の高度な資格，経験に基づく高度な実務能力を持つ教員を採用するととも
に，若手教員の学位や資格の取得を奨励する。

○教員の採用選考において，学位，職業上の高度な
資格，経験に基づく高度な実務能力を持つ者の採用
について考慮する。

○若手教員の学位や資格の取得を奨励する。

○教員の採用選考において，学位，職業上の高度な
資格，経験に基づく高度な実務能力を持つ者の採用
について考慮した。

○若手教員の学位や資格の取得を奨励した。

Ａ

④ 女性教職員の働きやすい職場環境の整備に取り組む。また，女性教職員の採用・登用を
推進する。

○女性教職員の積極的な採用・登用を推進するとと
もに，女性教職員の働きやすい環境の整備を進め
る。

○女性教職員の積極的な採用・登用を推進し，全て
の教員公募について，女性を優先した公募とした。

○女性教職員の働きやすい環境の整備として，勤務
日となる休日に学内で保育事業を実施できる体制を
整えた。

Ａ

⑤ 中期目標の期間中に，全教員が参加できるファカルティ・ディベロップメントなどの教員の
能力向上を目的とした研修を実施する。また，特に一般科目や生活指導などに関する研
修のため，地元教育委員会等と連携し，高等学校の教員を対象とする研修等に派遣す
る。

○教員の能力向上を目的とした各種研修に積極的な
参加を奨励する

○高専機構主催の（社会系）アクティブラーニングト
レーナー教員研修会に教員１名を派遣した。

○高専機構主催の情報系教員対象情報セキュリティ
講習会に教員１名を派遣した。

○グローバル高専事業で７月，１１月，１月に開催さ
れたCLIL研修に教員１名を派遣した。

○教員の能力向上を目的としたピアレビューを前期４
回，後期４回開催し，教員による授業評価結果を授業
実施者に提示することで，今後の授業改善に取り組
んだ。

○高専機構主催の教員研修会に教員２名を派遣し
た。

Ａ

○地元教育委員会等が実施する高等学校の教員を
対象とする研修や近隣大学等が実施するＦＤセミナー
等も活用する。

○山口大学で開催されたenpit2やYFL人材育成事業
へ教員３名を派遣した。

Ａ
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平成２９年度

⑥ 教育活動や生活指導などの取組に顕著な功績者に対して，教育表彰制度による適任者
の人選を行い，推薦する。

○教員表彰制度による適任者の人選を行い，それら
の活動を支援する。

○教員表彰制度による適任者の人選を行い，それら
の活動を支援した。

○自薦・他薦による校長表彰制度を実施し，平成２８
年度の功績により，３組４名の教員を表彰した。

Ａ

⑦ 教員の研究・研修活動の機会確保し，それらへの参加を促進する。 ○教員の国内外の大学等で研究・研修及び国際学
会への参加を促進する。

○校長裁量経費等により，国際会議への参加費補助
を教員４名に行った。

Ａ

(4) 教育の質の向上及び改善のためのシステム

① 全高等専門学校が利用できる教材の共有化により，学生の主体的な学びを実現するICT
活用教育環境を整備する。これにより，モデルコアカリキュラムの導入を加速化し，高等
専門学校教育の質保証を推進する。

○ モデルコアカリキュラムに対応したシラバスを検討
する。

○アクティブラーニングを実施するために必要な教員
向けの研修会を実施する。

○ルーブリックによる学習到達目標が書かれたシラ
バスの見直しの準備を行う。

○モデルコアカリキュラムに沿った教育内容であるこ
とを示すWebシラバスを完成させるため，教務主事室
を中心に確認作業を行った。

○本校で開講しているアクティブラーニング型授業を
ＦＤの一環で教員に公開した。

○ルーブリックによる学習到達目標が書かれたWeb
シラバス運用を実施した。

Ａ

○「高専学生情報統合システム」整備に向けて，確認
作業をする。

○「高専学生情報統合システム」整備に向けて，高専
機構本部からの進捗状況に対応し，確認を行った。

○９月に開催された学生情報統合システムのブロック
別研修会に，教員１名，職員１名が参加した。

Ａ

② JABEE認定プログラムの新規認定を受け，教育の質の向上に努める。 ○JABEE認定プログラムの実施状況を確認し，新た
な問題点を把握し，その対策を検討する。

○平成２９年１１月１２・１３日に，本校にてJABEEプロ
グラムの中間審査（実地審査）が行われ，関連資料
の閲覧，教員・学生との面談が実施された。その結
果，JABEEプログラムは，認定可の評価を得た。

Ｓ

③ 高専の枠を超えた学生の交流活動を周知し，学生の参加を奨励する。 ○高専の枠を超えた学生の交流活動を計画する。 ○教員の所属する学会で開催される学生論文発表
会等に延べ２９名の学生を参加させ，大学生等との
交流を行った。

Ａ

④ 特色ある教育方法を実施するとともに，高専機構本部が作成する総合データベースを利
用し教育方法を改善する。

○学科の枠を超えた授業科目の教育改善を検討す
る。

○ＭＣＣに対応したカリキュラムの検討にあわせ，学
科の枠を超えた授業科目について検討した。

Ａ

○在学中の資格取得を推進する。 ○取得可能な資格を各学科・学年ごとに学生に明示
し，目標設定を容易にした。授業等において，関連す
る資格について説明するとともに，電気工事士や一
級小型船舶操縦士，海上特殊無線技士等について
は，取得が容易となるよう試験申込を補助したり，試
験を本校で受験できるようにした。

Ａ

⑤ 機関別認証評価を計画的に進めるための自己点検評価システムの充実を図る。 ○機関別認証評価の準備を計画的に進めるための
自己点検評価システムの充実を図る。

○機関別認証評価の準備を計画的に進めるため，自
己点検評価報告書を作成した。

Ａ

⑥ 中期目標の期間中に，学生が卒業までにインターンシップに参加できるよう，産業界等と
の連携を組織的に推進するとともに，地域産業界との連携によるカリキュラム・教材の開
発など共同教育の推進に向けた実施体制の整備を図る。

○学生がインターンシップに参加できるよう，産業界
等との連携を組織的に推進するとともに， 産学官連
携活動と組織的に連動することで，より効果的なイン
ターンシップの実施を推進する。

○山口県内のインターンシップについては，山口県イ
ンターシップ推進協議会と年度当初から密接に連携
し，インターンシップの必要性，意義及び参加にあ
たってのマナーに関するインターンシップ事前研修会
を５月８日及び８月７日に実施した。また，同協議会の
コーディネートにより，十数名の学生が山口県内企業
のインターンシップに参加した。県外企業について
は，担任及び就職担当と連携し，インターンシップ受
入企業の確保に努め，１００名以上の学生が県外イ
ンターンシップに参加した。最終的に４年生全体では
１３０名中１１８名がインターンシップに参加し，参加割
合は９１％であった。

○１０月２３日・２４日，１１月７日・１４日にインターン
シップの成果報告会を開催した。報告会では，現３年
生も次年度に向けて時間的に可能な者は聴講させる
よう促した。

Ａ

⑦ 実践的技術者による授業並びに講演を継続して実施するとともに，その拡大を検討す
る。

○専攻科の「産業論」において， 企業技術者や外部
の専門家の講演を検討し，充実を図る。

○専攻科の「産業論」について，外部から専門家を講
師に招いて授業を行った。

Ａ

⑧ 長岡・豊橋両技術科学大学をはじめとする関連大学との連携活動を継続する。 ○長岡・豊橋両技術科学大学をはじめとする関連大
学との連携活動を継続する。

○学生に，長岡・豊橋両技術科学大学をはじめとする
関連大学における夏季休業中の体験学習やインター
ンシップ等を紹介した。

Ａ

⑨ インターネットなどを活用したICT活用教育の取組を充実させる。 ○高専教育の特性を活かす，ICTを活用した教材や
教育方法の活用を検討する。

○ＩＣＴ活用教育に必要となる校内ネットワークシステ
ムなどの情報基盤について， 具体的な整備計画を策
定する。

○高専教育の特性を活かす，ICTを活用した教材や
教育方法の活用を検討した。

○ＩＣＴ活用教育の中心的基盤である情報教育セン
ターの整備計画を立案した。

Ａ

(5) 学生支援・生活支援等

① メンタルヘルスを含めた学生支援・生活支援の充実及び支援業務における人材の育成
を推進する。

○メンタルヘルスを含む学生及び生活支援の充実を
推進する。

○学生と保護者と学校の連携を深めるために，学生
相談室から保護者へ向けてのアンケートを実施し，集
計結果を教員会議で報告した。

Ａ

○学生支援やメンタルヘルスの研修会に教職員を派
遣する。

○９月１４日に中国地区の学生相談室会議が広島商
船高専で開催され，本校からは学生相談室長が参加
した。

○１０月に東京で開催された全国高専学生相談室会
議に，看護師と学生相談室長が参加した。

Ａ
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② 学生支援施設の将来像を念頭に置き，寄宿舎などの学生支援施設の整備の計画の見
直しについての提案を図る。

○老朽施設の改善，快適学習・アメニティー施設の具
現化を検討する。（概算要求，営繕要求）

○火災報知機：火災受信機のセンサー誤作動による
警報発信が数回発生し，その度にセンサーを交換し
改善を実施した。

○防犯カメラ：カメラの録画不良・再生不良及びカメラ
４台の不調が発生したため，１１月に修理を実施し
た。

○厨房機器：経年劣化した機器に対応し，４月に冷凍
庫，５月に食品用温度計，６月に厨茶処理機と製氷
機と消毒保管機，７月にスライサー，１０月に電子レン
ジと交換や修理を行った。

○ベッド：老朽化により安全面や衛生面で問題がある
ため，９月にマットレスの交換とともに木製ベッド全て
をスチールベッドに交換した。

○男子寮の浴室の温水の設定温度が不安定であっ
たため，温水ボイラ用循環ポンプの交換修理を行っ
た。

○居室内のエアコン用コンセント（２４時間使用可能）
に施錠可能なカバーの取付けを３月末までに順次
行った。

Ａ

③ 学生・保護者に対し，各種奨学金や授業料免除の制度や申請手続きについての説明の
機会を増やし，関連情報を提供する。

○新入生を対象にオリエンテーションにおいて奨学
金・授業料免除の説明会を行い，積極的な活用を勧
める。ホームルームでクラス担任が奨学金の説明を
行うとともに，必要に応じて保護者との面談により奨
学金の説明をする。

○新入生の保護者に対して，入学時に本校の奨学金
及び授業料免除についての説明を実施した。また，
各種奨学金や授業料免除等の募集時期には，クラス
への掲示と担任からの説明を行った。

○厚生補導委員会で各種奨学金や授業料免除の採
用可否に関する審議を行い選考した。選考に漏れた
学生に対しては，他の奨学金や就学支援も検討し，
学生に周知した。

Ａ

○HPの奨学関係情報をアップデートする。 ○奨学金関係の詳しい内容について，常時本校HPに
掲載した。また，各奨学金の貸与学生数は，昨年度
までのデータを公開した。

Ａ

④ 景気の変化にも対応できる高水準の就職率を保つようにする。また，学生の希望と企業
との就職に関するミスマッチを防ぐような対策を講じる。

○入社試験などの情報をPDF化し，各就職担当へ情
報管理の統一化を徹底する。

○就職・進学ガイダンスの充実と問題点の解決を図
る。

○入社試験の情報記載フォーマットについては，各学
科ほぼ同一のフォーマットを用いることで，情報の統
一化を図った。

○入社試験情報のPDF化については，個人情報保護
の観点から情報開示の手法を検討し，学内限定での
開示に留めることとした。

○４年生に対しては，後期以降の就職・進学のため
の準備に関する講演を９月２５日に実施し，就職・進
学に対する意識の向上を図った。

○就職・進学ガイダンスを１～３月に３回実施し，その
内，本校で開催した就職・進学合同会社説明会では
９７％の参加率（進路変更者，急病者を除く）となっ
た。

Ａ

⑤ 船社と学生との就職活動時における接触を支援し，就職率向上に向けた取組を図る。 ○商船学科の在校生を対象に，内航船社のジョブ
ミーティングを実施する。

○商船学科の在校生を対象とした内航船社のジョブ
ミーティングを７月２１日に実施し，４年生３８名が参加
した。

Ａ

(6) 教育環境の整備・活用

①-1 教育設備についての整備計画を見直し，必要度の高い設備の充実に努める。また，教育
環境の確保・安全確保に努める。

○キャンパスマスタープラン（施設整備長期計画）の
見直しを図る。

○キャンパスマスタープランについて見直し案を検討
した。

Ａ

　 ○利用状況に関する点検調査を行い，有効利用を検
討する。

○施設整備委員会を１２月に開催し，建物等の有効
利用について検討を行った。

Ａ

①-2 施設の耐震化については，計画的に整備を推進する。 ○（施設の耐震化は，平成27年度に整備済み。） ○（施設の耐震化は，平成27年度に整備済み。） －

①-3 PCB廃棄物については，適切な保管に努めるとともに，計画的に処理を実施する。 ○（PCB廃棄物は，平成26年度に処理済み。） ○（PCB廃棄物は，平成26年度に処理済み。） －

② 安全衛生管理のための各種講習会を計画・実施する。専門科目の指導に当たる全ての
教員・技術職員が中期計画期間中に安全管理のための講習会を受講を推進する。

○安全衛生管理のための各種講習会を計画・実施す
る。

○９月に救命講習を実施し，今年度新規採用された
教職員及び更新を必要とする教職員１３名が参加し
た。その結果，普通救命講習修了書の取得率９０％
を維持した。

Ａ

③ 男女共同参画に関する情報を適切に提供するとともに，教職員の意識向上に努める。 ○男女共同参画に関する情報を周知するとともに，
ワーク・ライフ・バランスを推進するための環境整備を
進める。

○男女共同参画に関する情報について，本校HPで
公開した。

Ａ
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２ ．研究や社会連携に関する事項

① 企業や他校との共同研究を推進するとともに，研究成果等についての発表会を開催す
る。また，科学研究費助成事業等の外部資金獲得に向けたガイダンスを開催する。

○科学研究費助成事業等の外部資金獲得に関する
説明会を行い，また申請に関する個別相談に応じる
体制を充実させる。

○９月１１～１４日に，GI-netによる科学研究費説明
会を実施した。（延べ８名参加）

〇８月２日に，文系教員を対象に大阪工業大学教授
による科学研究費申請書の講演会を実施した。（２１
名参加）

○随時，本校コーディネーターによる科学研究費申請
書の個別添削指導を実施した。

○８月２８・２９日に，東京都立産業技術高等専門学
校名誉教授による若手・中堅教員を対象の研究スキ
ルアップに関する講演会を実施した。（延べ１７名参
加）

○８月３０日に，東京都立産業技術高等専門学校名
誉教授による科学研究費申請書の個別添削指導を
実施した。（２名参加）

○９月１４・１５日に，山口大学名誉教授による科学研
究費申請書の個別添削指導を実施した。（３名参加）

Ａ

○企業や他校と交流し，研究成果の発表を推進す
る。

○９月２８日に地域連携交流会による技術講演会を
開催した際に，会員企業の研究成果発表を実施し
た。（３１名参加）

Ａ

② 地域協力センター等を活用して，地域の企業や地方公共団体との共同研究，受託研究
への取組を促進する。

○産学連携コーディネーターと協力し，地域連携交流
会や地方公共団体との新たな共同研究・受託研究の
受入れを促進する。

○産学連携コーディネーターと協力し，地域連携交流
会や地方公共団体との新たな共同研究・受託研究の
受入れ促進を行った。

○５月２３日に岩国市と包括連携の締結を行った。ま
た，その活動の一環として，９月８日に岩国市産業振
興部及び岩国商工会議所を訪問した。その後，今後
の地域連携推進を図るため，同商工会議所を通じて
岩国市内の１，８００社に広報チラシを配布した。

Ａ

③ 研究成果を知的資産化するための体制を整備する。 ○知的財産講習会の開催や産学連携コーディネー
ターと協力し，研究成果の円滑な知的資産化及び活
用に向けた取組を促進する。

○６月３０日に高専機構による知的財産講習会をGI-
netで実施した。（３名参加）

Ａ

④ 教員の研究分野や共同研究・受託研究の成果などの情報を多様な媒体を用いて企業や
地域社会に分かりやすく伝えられるよう広報を充実する。

○産学連携コーディネーターと協力し，教員の技術
シーズを地域社会に広く本校HP等を通じて紹介す
る。

○平成２９年度の新任教員等を加えた研究シーズ集
を１月末に更新し，本校HP上に掲載した。

Ａ

⑤ 公開講座や出前授業を充実させて，それらの取組を推進する。 ○出前授業や公開講座の参加者からのアンケート等
を元に改善を図る。

○出前授業や公開講座の参加者にアンケート調査を
行い，次回計画の参考とした。

Ａ

⑥ 地域技術者育成への貢献（社会人の学び直し等）：（H26.4.18追加） ○地域協力センターを通して，地元企業技術者に研
修の機会を提供することを図る。

○練習船大島丸を利用して，海事普及活動と連携し
た地元企業の社員に対する技術研修を３回（５月１６
日，９月１日・２日）実施した。（延べ２７名参加）

Ａ

３．国際交流等に関する事項

① 学生，教員の国際交流を促進するため，海外協定校との交流，海外英語研修を推進す
る。また，海外インターンシップの実施について検討する。

○海外協定校との学生交流，教員交流の促進を図
る。

○７月１２日から１４日までの３日間，イギリス，スコットランド，グラ
スゴーに在住する講師２人により，国際文化交流事業 with
Scotlandワークショップを開催し，学生及び教職員の異文化及び国
際交流への理解を深めることができた。

○８月２１日から９月１１日までの３週間，本科生２名及び教員２名
がハワイのカウアイ・コミュニティ・カレッジ（KCC）にて英語研修に参
加した。プログラムを通じて，参加学生及び引率教員は英語能力の
向上のみならず，異文化体験，人や自然とのつながりの再認識な
ど貴重な経験をし，実り多い研修となった。今年は例年より参加希
望者が少なかったことから，学生は全期間をホームステイで過ご
し，アメリカの受入家族と親密な関係が築かれ研修効果を高めるこ
とができた。

○１０月１日から７日までの７日間，シンガポールマリタイムアカデ
ミー（SMA）の学生８名及び引率教員１名を受け入れ，本校におけ
る授業参観・異文化交流及び地域社会への体験を通じて，本校学
生との交流活動を深めた。また，学生は本校練習船大島丸による３
日間の体験航海を通じて，外国人と共にする船内生活や当直勤
務，船上訓練等の体験ができた。教員においては，国際海事教育
への認識が広まった。

○３月１５日から２４日までの１０日間，本科生８名がシンガポール
マリタイムアカデミー（SMA）研修に参加し，学内見学や６日間のク
ルーズ船上ワークショップなどを通じて，SMA学生との交流活動を
行った。

○３月１６日に本校とSMAとのMOU更新のための調印式を行った。
これまでの学生交換プログラムに加え，教員交換プログラムも促進
していくことを確認した。

○３月９日から２４日までの１６日間，専攻科生２名が台湾国立高
雄科技大学での研究研修に参加した。英語と中国語の学習も含め
て，先方の大学の指導教授からのきめ細かい研究指導を受けるこ
とができた。

Ｓ
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○高専機構の海外インターンシップ参加を推進する。 ○高専機構の夏季の海外インターンシップについて，
学生に広報した。

○国際交流室に海外インターンシップ担当者を配置
し，学生への情報提供等を行った。

○８月２７日から９月１日までの５日間，高専機構と
Education NewZealandが支援するニュージーランド教
育視察・研修旅行に本校の教員１名が参加し，ニュー
ジーランドにおける留学生受入実情について視察及
び意見交換を行った。

○８月２８日から９月９日までの１２日間，高専機構主
催の高専学生海外研修（マレーシア・ペナン）プログラ
ムに本科学生２名及び引率教員１名が参加し，体験
型研修（英語による授業受講，就業体験，フィールド
ワーク）を実施した。

Ａ

② 留学生交流の拡大に向けた環境整備及びプログラムの充実や海外の教育機関との相
互交流を推進する。

○全高専による外国人学生対象の３年次編入学試
験の実施を推進する。

○学校として，留学生の受入体制の充実を推進した。

○短期留学生として海外協定校の学生を受け入れ，
本校学生との交流を図った。

Ａ

○海外協定校との学生交流プログラムの単位認定化
を推進する。

○ハワイのカウアイ・コミュニティ・カレッジの英語研修
に対しての単位修得を認定化を行った。

○シンガポールマリタイムアカデミーの英語研修に対
しての単位修得を認定化を行った。

○台湾国立高雄海洋科技大学への研究研修に対し
ての単位修得を認定化を行った。

Ａ

③ 外国人留学生に対し，日本人学生との交流を通じ，日本文化，歴史，社会に関して学習
する機会を提供する。

○外国人留学生の研修旅行や交流会などへの参加
学生増加を図る。

○７月３日に外国人留学生と日本人学生３年生（120
名）との交流会を実施した。留学生の出身国の紹介
に続き，意見交換の時間を持ち，相互交流の良い機
会となった。

○１０月７日から９日まで国立山口徳地青少年自然の
家で実施した留学生交流シンポジウムには留学生３
名，日本人チューター学生５名及び引率教員１名が
参加し，中国地区８高専の留学生や日本人学生と交
流した。

○１０月２１日に呉高専で開催のアジアDAYに留学生
４名，日本人学生８名及び引率教員１名が参加した。

○１１月１１日・１２日に留学生研修旅行（高知方面）
を実施し，留学生４名，日本人学生４名，引率教員２
名が参加し，日本文化について学習した。

○１２月４日に本校と周防大島町との主催で，外国人
留学生のための交流イベントを実施した。留学生
チューターを含む３０名が参加した。

○２月２０日に大島中学校で外国人留学生による異
文化教室を実施した。本校の留学生３名との交流会
に約５０人が参加した。

Ｓ

４ ．管理運営に関する事項

① 校内資源の計画的配分を行う。 ○校内資源の計画的配分を行う。 ○５月２４日に予算委員会を開催し，校内資源の計画
的配分について了承を得た後，６月１日開催の運営
委員会に諮り，承認を受け，予算配分を行った。

○６月１日付けで教育研究改善充実費（校長裁量経
費）の募集を行い，ヒアリング等の選考の結果，６月３
０日付けで，延べ３３件に対して配分を行った。

○教育研究改善充実費（校長裁量経費）の一部とし
て，５件の論文掲載料支援を行った。

○１０月以降，毎月，教員等に対し，予算差引簿を添
付したメール（電話等も含む。）により，早期執行，計
画的使用を促した。

Ａ

② 中国地区校長会議等において，高専の管理運営の在り方について検討を進めるととも
に，主事クラスを対象とした学校運営，教育課題等に関する教員研修「管理職研修」への
参加を推進する。

○中国地区校長会議等において，高専の管理運営
の在り方について検討を進める。

○第４ブロック会議において，管理運営の協働共有
の具体化に向けた検討を進めた。

Ａ

③ 業務負担軽減に向けた取組を検討する。 ○課外活動における教員の業務負担軽減の方策に
ついて検討する。

○課外活動における教員の業務負担軽減の方策に
ついて検討し，各部において休校日の1日を含め週２
日は休養日を設けることとした。

Ａ

④ 法人の課題やリスクに対し組織一丸となって対応できるよう，研修や倫理教育等を通じ
た全教職員の意識向上に取り組む。

○ 高専機構本部が作成した，コンプライアンス・マ
ニュアル及びコンプライアンスに関するセルフチェック
リストを活用して，教職員のコンプライアンスの向上を
図る。

○１０月に全教職員に対して，「コンプライアンス・マ
ニュアル‐教職員の行動指針‐」及び「コンプライアン
スに関するセルフチェックリスト」を配布し，コンプライ
アンスの向上及び自己点検を実施した。また，同時に
配布した「調査票」は２月に回収を終え，実施状況報
告書を高専機構本部に提出した。

Ａ

○本校の教職員を対象とした階層別研修等において
コンプライアンス意識向上に関する研修を実施する。

○４月に初任職員研修会（５名）及び山口大学新規採
用職員研修（５名），５月に新任教員研修会（４名），８
月に中堅教員研修会（１名）に参加させ，コンプライア
ンス意識向上を図った。

Ａ
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⑤ 内部監査を実施する。また，高専間相互監査を実施する。 ○内部監査を実施する。 ○９月２９日に会計内部監査を実施し，監査結果は良
好であった。

Ａ

○高専間相互監査を実施する。 ○１１月２８日・２９日に本校において，高専間相互監
査を実施（監査校：久留米工業高等専門学校）した。
監査結果は良好であった。

Ａ

⑥ 公的研究費等に関する不正使用の再発防止策を確実に実施し，不適正経理の防止に
努める。

○公的研究費等に関する不正使用の再発防止策を
検討し，不適正経理の防止に努める。

○公的研究費等に関する不正使用の再発防止策を
検討し，不適正経理の防止に努めた。

Ａ

⑦ 事務職員や技術職員の能力の向上のため，高専機構本部が実施する研修に加え，必要
に応じ文部科学省などが主催する研修や企業・地方自治体などにおける研修などに職
員を参加させる。

○事務職員や技術職員の能力向上を図るため，各種
の研修会に参加させる。必要に応じ学校内での研修
を企画・実施する。

○事務職員や技術職員を高専機構本部が実施する
研修をはじめ，中国地区技術職員研修等の各種の研
修会に参加させた。また，GI-netを利用した説明会等
を積極的に活用して能力向上を図った。

Ａ

⑧ 事務職員及び技術職員について，国立大学との間や高等専門学校間などの積極的な人
事交流を図る。

○事務職員及び技術職員について，国立大学や高
専間などの人事交流を推進する。

○職員の共同採用について，県内の高専と検討を行
う。

○平成２９年度から２名の事務職員を人事交流（高専
機構本部１名・宇部工業高専１名）で派遣しており，今
後の交流について引き続き国立大学や他高専と協議
を行った。

○職員の採用において，県内の高専との共同面接を
実施した。

Ａ

⑨ 情報セキュリティ対策を適切に推進するため，政府および高専機構の方針を踏まえ，情
報システム環境を整備する。

○各種システムなどの情報基盤について，時宜を踏
まえた情報セキュリティ対策の見直しを進める。

○高専機構ソフトウェア管理規則（規則第９４号）に基
づき，ソフトウェア購入・管理における追加の手続きに
ついて情報教育センター運営員会で申合せ（案）を作
成・審議し，６月２９日付けで「大島商船高等専門学
校ソフトウェア管理に関する申合せ」を制定した。

○私物のパソコン・記憶媒体等の持込みに関する
ルールについて，情報教育センター運営員会でガイド
ライン（案）を作成・審議し，６月２９日付けで「本校支
給以外の情報システムからの学内ネットワーク等の
利用に係るガイドライン」を制定した。（関連規定：情
報セキュリティ教職員規程第１９条）

Ａ

○教職員及び学生を対象とした情報セキュリティ意識
向上のための研修を実施する。

○新入生に対し，パスワードポリシー及びSNS利用に
関する注意など，全学生に共通する情報セキュリティ
教育を実習形式で実施した。

○全教職員の情報セキュリティ意識の再確認のた
め，長期休暇期間前後に高専機構作成のセルフ
チェックシートを用いたチェック行うよう，メール及び教
員会議で依頼した。

○高専機構本部の依頼を受け，全教職員に対しては
情報セキュリティに関する「誓約書」を，全学生に対し
ては「宣誓書」の提出を依頼し，７月に提出率１００%と
なったことを高専機構本部に報告した。

○情報セキュリティ意識の向上を図るため，平成３０
年２月に全教職員対象に今年度で第４回目となる情
報セキュリティ自己点検を実施した。点検項目の内容
についても，実施前に情報セキュリティ推進委員会で
確認し，改版を行った。

Ａ

５ ．その他（各学科・科目の目標等）

(1) 商船学科

① 海運業界等のニーズに対応するカリキュラムの検討を行う。 ○海技免許を選択制にする場合の，６学年の別カリ
キュラムの検討を始める。

○海技免許を選択制にする場合の，６学年の別カリ
キュラムを検討し，モデルカリキュラムに対応した。

Ａ

② 海技免状の資格取得と各種資格試験の資格取得を積極的に促す。 ○海技免状取得のため，科目別合格を推進する。 ○海技免状取得のため，科目別合格を推進した。そ
の結果，３年生４名が科目別合格した。

Ａ

③ 現行PR活動の改善点を検討する。 ○大島丸を利用したサマークルーズを引き続き行い，
学校及び学科のPRを実施する。

○大島丸を利用したサマークルーズを７月１５～１７
日に実施し，参加者１１０名に対し学校及び学科の
PRを実施した。

○夏休み小学生乗船体験を８月４日に実施し，参加
者は３３名であった。

Ａ

④ 大学間連携共同教育推進事業を完遂させる。また，事業継続を図る。 ○発刊した電子書籍を用いたフィールドでの授業活
用法，並びに成果をまとめる。

○発刊した電子書籍を用いたフィールドでの授業活
用法及び成果のまとめ方について，方針を定めた。

Ａ

⑤ 近隣の高専・大学の練習船共同利用の可能性について検討する。 ○近隣高専等との共同利用の可能性について，検討
を進める。

○近隣高専等との共同利用の可能性について，検討
を進めた。

Ａ

(2) 電子機械工学科

① 実験・実習，設計製図，卒業研究を通じて，基礎技術の応用能力や自発的に研究する理
論的な考察力をつけるための仕組みを検討する。

○実験・実習，卒業研究において英語表現を取り入
れる。

○実験・実習，卒業研究等において，英語表現を取り
入れた。４年生のキャリアデザインでは配属先の研究
室ごとに英語記事の輪読を行った。また，電子機械
演習及び卒業研究発表会では，予稿と発表時の図表
をすべて英語表記にするよう指導を行った。

Ａ

○英語によるプレゼンテーションを行う取組を行う。 ○電子機械演習の科目において，学生によるプレゼ
ンテーションを英語で行った。また，教員がその評価
を行い，プレゼンテーション能力の向上を図った。

Ａ

② 電気系・機械系の資格取得することを積極的に推進する。 ○低学年から電気系・機械系の資格試験を紹介し，
資格取得の環境を整える。

○取得できる資格一覧を紹介し，資格試験の環境を
整えた。３年生までの学生が電気工事士・電験３種・
CAD検定を受験し，３０名が第二種電気工事士に合
格した。

Ａ

③ 電気系・機械系志願者の確保に向けた取組を行う。特に，女子学生の志願者を増加する
ためのPR活動を推進する。

○電気系・機械系志願者に対して，就職先・進学先を
取り入れた資料で学校PRを行う。特に，女子学生の
就職先・進学先に関する資料で学校PRを行い，女子
学生の確保を推進する。

○本校のオープンキャンパスや，山口県内３高専の
学校PRにおいて，電子機械工学科の学科案内，進
学・就職先の資料を配布して，女子学生を含めた志
願者の増加を試みた結果，参加した中学生のうち５
名が入学者となった。

Ａ
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④ 企業あるいは大学へのインターンシップ参加による，学生各自のキャリア教育の充実を
図る。

○インターンシップ受入企業，受入大学の拡大を図
る。

○インターンシップ受入企業の拡大のため，来校する
企業に対しインターンシップの受入れを依頼した。新
たに，地元企業１社，県外企業１社の受入れがあっ
た。

○大学のインターンシップにも積極的に応募するよう
指導し，６名が参加した。

Ａ

(3) 情報工学科

① 情報工学科の3つの教育目標（ITエンジニア，リーダー，SEの育成）達成のためのシステ
ム作りをおこなう。

○ITエンジニア，リーダー，SE育成のため，現状のカ
リキュラムの改訂について検討する。

○ITエンジニア，リーダー，SE育成の観点から，現状
のカリキュラムの改訂を検討した。また，MCC対応な
ども考慮し，平成３０年度新入生適用としてカリキュラ
ム変更を行った。

Ａ

② エンジニアリングデザイン教育の充実を図る。 ○創造演習について，エンジニアリングデザインの観
点から，その内容を改訂する。

○創造演習について，エンジニアリングデザインの観
点から，その内容の改訂を検討した。

Ａ

○卒業研究について，エンジニアリングデザインの観
点から，その内容の改訂について検討する。

○卒業研究について，エンジニアリングデザインの観
点から，その内容の改訂を検討した。

Ａ

③ 情報処理関連の資格取得を積極的に促す。低学年では情報活用試験，高学年では情報
処理技術者試験の受検を推奨する。

○資格取得関係の受験案内等を学生に周知し，合格
を推進する。

○基本情報処理技術者等の資格取得関係の受験案
内等を学生に周知した。

Ａ

○資格試験対策の補講等を実施する。資格試験の
補講等にその資格を取得した学生をＴＡとして活用す
る。

○関連資格を取得した学生をＴＡとして活用すること
が困難であったため，資格試験の受験者同士による
勉強会を開催した。

Ｂ

④ 国立高専情報工学科にふさわしい志願者確保に向けた取組を行う。女子学生の志願者
確保に向けた取組を行う。

○女子学生の状況を示した資料を用いた学科PRを
検討する。

○女子学生の状況を示した資料を用いた学科PRを
検討した。

Ａ

○志願者確保のため進学状況や就職状況を広くPR
する。

○志願者確保のため進学状況や就職状況を学科パ
ンフレット及びホームページで公開した。

Ａ

(4) 一般科目

① 英文法を徹底して理解させることにより英語力を養成する。特に読解力と作文力の向上
に心がける。英語検定試験やＴＯＥＩＣなどの資格試験を積極的に受験させることをはじ
めとして，日常の生活においても工夫を重ねて，できる限り毎日英語に接するように指導
する。
  

○実用英語検定試験やTOEIC試験などの受検を推
奨し，英語力の向上に向けた対策を検討する。

○４月に，商船学科５年全学生に対してTOEICのIPテ
ストを受験させた。

○１２月初旬に，電子機械工学科４年及び情報工学
科４年の全員に対してTOEICのIPテストを受験させ
た。

Ａ

○総合的な英語力の向上を図る。 ○４月の年度初めに，総合的な英語力の養成を図る
一環として，始業日に１年生から３年生に実力テスト
を実施した。

○１０月の後期初めに，学生の総合的な英語力を測
るため，各授業で実力テストの実施等を行った。

○１１月以降は、４月と１０月に実施した実力テストの
結果を分析し，学生が苦手な箇所を把握した上で，授
業において指導を実施した。

Ａ

②-1 総合的なコミュニケーション能力の向上を目指して，授業形態や，教材，指導方法を工
夫・改善する。

○コミュニケーション能力，及び文章表現，作文力の
向上を図る効果的な授業方法を検討，実践する。

○１２月に読書感想文コンクールの選考を行い，優秀
者９名を表彰した後，図書館HPに感想文を掲載した。

Ａ

②-2 検定試験の受験者のさらなる増加，及び合格率の向上を図る。 ○日本語検定４級以上，漢字検定準２級以上の取得
を奨励，併せて，事前対策を適宜開講する。

〇日本語検定を１１月１０日に実施し，受検者２級１
名，３級２４名であった。２級に１名，３級に１４名，準３
級に７名が合格した。

○漢字検定試験を平成３０年１月１８日に実施し，受
験者２級１９名，準２級１名であった。２級に４名が合
格した。

Ａ

③ 専門科目に必要とされる数学の知識を身につけさせるため，微分積分学等の適切な補
助教材を作成する。また，毎年度始めに実力テストを行い，数学の定着度を確認する。
  

○平成２８年度から４年間で新指導要領に沿った新
入生の実力テストを作成して比較検討し，今後の授
業に生かす。

○昨年度新たに作成した実力テストを新入生に実施
した。

○今後３年間で比較資料等を整備し，授業での指導
に生かした。

Ａ

○年度始めに実力テストを実施する。 ○春休みに課題を出題し，年度始めに，１年生から３
年生を対象に実力テストを実施した。

Ａ

○学習到達度試験の到達度向上を目指す。 ○年間を通じて到達度試験対策を行った。結果は，
それぞれクラス平均が商船学科１５３．８点，電子機
械工学科１８１．８点，情報工学科１７５．９点であっ
た。昨年度の平均点に比べ商船学科が２７．１点，電
子機械工学科が１０．７点，情報工学科が９．９点上
昇し，全学科で結果が向上した。

○後期からは，授業中に到達度試験の問題読解を実
施した。

Ｓ

○数学検定準2級以上の取得を奨励する。 ○６月２４日に数学検定を実施し，準１級３名，２級２
名，準２級６名，３級２名が受験した。合格者は２級１
名，準２級２名であり，１次合格者は準２級３名であっ
た。

○１月27日に数学検定を実施し，２級５名，準２級１３
名が受験した。合格者は２級２名，準２級４名であり，
１次合格者は２級２名，準２級５名であった。

Ａ
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平成２９年度

④ 科学的な事物・現象を理科の基本的な概念や原理・法則に基づいて理解し，さらに科学
的に問題解決能力を涵養する。

○講義や実験から基本的な概念や原理・法則の理解
能力を高める。さらに補助教材の改訂を適宜実施し，
基礎知識が身に付きやすいように教育的配慮を行
う。

○教科に対する関心・意欲を深めるため，問題演習
や実験を適宜取り入れ，学力向上に向けた対策を
行った。その結果，一定の基礎的知識を修得し学力
が向上した。（定期試験の平均点は，昨年度に比べ
て向上した）

○アクティブ・ラーニングを取り入れることにより，学
生が積極的に発言するなど意欲的に授業に参加させ
ることができた。

Ａ

○学習到達度試験について，結果に基づいた学生の
理解度向上を図る。

○学習到達度試験について，高得点の学生も一定数
いたことから，ある程度の成果はあった。来年度以降
も引き続き，各専門学科の教員と学力向上のため情
報共有を行い，協力して対策を講じていくこととした。

Ａ

⑤ 自立した社会人技術者としての活動にふさわしい社会科学系能力を養成する。 ○小テストの実施，自習用課題の配布，成績不振者
への補習等を行い，基礎的学習内容の理解度の向
上を図る。

○前期後期の授業において，継続的に小テストを実
施した。

○定期的にレポート作成を行い，各自が調べることで
学習内容の理解度の向上を促した。また，夏季休業
中や後期中間試験後に課題を配布して自習を促し
た。

○成績不振者には，基礎的内容の理解度向上を図
るため，試験前を中心に質問時間を設けて個別に対
応した。

Ａ

⑥ 人命救助の意識を養うための講習等を実施する。 ○心肺蘇生法（ＣＰＲ）授業を１～４年生で実施する。 ○１～５年生（情報工学科５年を除く）に対し，５月に９
０分×３回の蘇生法教育人体モデル及びAEDトレー
ナーを使った心肺蘇生法（CPR）授業を実施し，人命
救助に関わる意識と勇気を向上させた。

○夏休み前の水泳の授業で水難救助法を学ばせ，
水辺の事故防止に向けた意識を向上させた。

Ａ

○２年生を対象に，普通救命講習を実施し，全員修
了を目指す。

○２年生全員（１２７名）に対し，消防署による普通救
命講習を実施し全員が修了した。（Ｓ科４２名は５月３
０日実施，Ｍ科４１名は６月２日実施，Ｉ科４４名は５月
２６日実施）

○これにより，２～５年生全員が消防署が発行する
「普通救命講習修了証」のカード保持者となった。

Ａ

(5) 専攻科

① 技術の高度化やグローバル化に対応するため，設置から十数年が経過した専攻科の専
攻や教育内容について以下の見直しを行う。

1) 現在，海洋交通学システム専攻(定員４名），電子・情報システム工学専攻(定員８名）
となっている２専攻のカリキュラムをはじめとした改善を検討する。

○KOSEN4.0イニシアティブを考慮した専攻科のカリ
キュラム改正について検討を行う。

○KOSEN4.0イニシアティブを考慮し，ＩｏＴ技術，情報
セキュリティ技術の教育を推進できるよう，専攻科の
カリキュラム改正について検討を行った。

○本科がモデルコアカリキュラムに対応できる見通し
を得ており，本科から専攻科に続く教育内容となるよ
う，専攻科のカリキュラム改正について検討を行っ
た。

○少人数で実施可能な特別実験において，ＩｏＴ技
術，情報セキュリティ技術の教育内容を盛り込めるよ
うに検討を行った。

Ａ

2) グローバル化に対応した教育を充実させる。 ○入学者における英語能力の変化を調査するととも
に英語力の向上を図る。

○本校で実施した専攻科生のTOEIC-IPのスコアを英
語科の教員に確認した。

○JABEEプログラムの修了要件に英語能力が挙げら
れており，TOEICのスコアは１名を除き，JABEEプログ
ラムの修了に至った。

○大学院に進学を希望していた学生は，TOEICのス
コアを上げることに成功し，希望どおりの大学院に進
学することができた。

Ａ

○海外の大学への研修を実施する。 ○平成２９年８・９月に，専攻科生２名が宇部高専主
催の国際交流プログラムに参加し，台湾の国立聯合
大学において研究内容を英語で発表した。

○平成３０年３月に，専攻科生２名が台湾の国立高
雄科技大学を訪問し，研究内容を英語で発表した。

Ａ

3) JABEE対応の教育を充実させる。 ○JABEE対応教育の中間評価を行い，問題点があ
れば改善策を検討する。

○JABEEプログラムの中間審査において，前回の審
査で指摘を受けた項目について，全て適合であると
の評価を得ることができた。

Ａ

9/10



担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成２９年度

② 入試制度改革を行うとともに，専攻科の魅力を中学生，在校生に周知することで，入学
志願者の増加を計る。

○専攻科の魅力や位置づけをPRし，入学者の確保
に努める。

○中学校訪問やオープンキャンパス時において，本
科と共に専攻科の魅力や位置づけについて説明を
行った。

○本科生に対しては，JABEEプログラムの説明の際
に，専攻科の魅力や学士取得についての説明を行っ
た。

○本科生の保護者には，７月に実施された奨学後援
会総会で専攻科の魅力について説明を行った。

○専攻科生の学外発表時の表彰等をHPで紹介し
た。また，特別研究の中間発表会について，関連教
員だけでなく，本科生も聴講するよう学校全体にアナ
ウンスを行い，専攻科生の活躍を広く周知した。

○平成２９年１２月に開催された就職進学説明会で，
本科４年生の保護者に対して専攻科の魅力，就職・
進学状況などの説明を行った。

○平成３０年度の専攻科入学者数は１９名となり，平
成２９年度の入学者数１１名を大幅に上回った。

Ａ

③ キャリア支援室とのより密な連携を行い就職・進学先の確保を行う。 ○専攻科生を対象とした進学・就職支援を継続実施
する。

○各学科長の協力を得て，専攻科生を対象とした進
学・就職支援を継続して実施した結果，専攻科２年の
就職希望者と進学希望者は希望どおりの進路選択
ができた。

Ａ

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置
① 業務運営の効率化を見直し，コスト削減を図る。 ○環境委員会を開催し，省エネルギー対策方針を決

定し，全教職員に周知する。
○省エネルギー対策方針について，各教室，各事務
室等に掲示等して周知した。また，デマンド監視装置
による電力使用の抑制に努め，エアコンについては，
集中管理により使用時期や温度の設定を行った。

Ａ

② 契約については，原則として一般競争入札等によるものとし，企画競争や公募を行う場
合においても競争性，透明性の確保を図る。

○一般競争入札による契約においては，契約条件，
契約手続き等を見直し，改善を図る。

○実施した一般競争入札８件について，いずれも２者
以上の入札者があり，競争性を確保した。

○定期的に仕様書を見直す等により，競争性，透明
性の確保により一層努めた。

Ａ
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