
大島商船高等専門学校　第3期中期計画・年度計画

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。

○日本船主協会と５商船系高専の入試広報「合同進
学ガイダンス」を開催した。（広島・横浜・神戸）
○北海道地区での最寄地受検に伴い，９月に北海道
地区の中学校に瀬戸内３商船高専連盟でチラシ（６５
０枚）を送った。
○７月に岩国市で開催された「うみまつり」にて，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は，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月に下関市で実施された「サイエンスフェスティバ
ル」に参加し，広報を行った。
○１１月に開催の「柳井まつり」に参加し，PRを実施し
た。
○山口県内３高専合同学校説明会を，６月に下関市
川中中学校（宇部高専担当），７月に岩国市福祉会館
（本校担当，参加者数１０１名，前年比１．７倍），８月
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。
○関東以西の各地から受検者を集め，倍率も約３倍
を維持した。

Ｓ

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月及び７月に，中学校（２２校）において入学説明
会を行った。
○６月及び８月にオープン・キャンパスを実施した。
○昨年から実施している６月開催のオープンキャンパ
スは，２回めとなり近隣の中学校への広報が定着して
きている。参加者は３３２名で，前年比１．６倍に増加
した。また，８月の実施時期について，本校の学生が
多数参加できる時期を検討した。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多く寄せら
れた。また，祝日と重なったこともあり，保護者の参加
者数が前年比１．２倍に増加した。（４３５名参加）
○１１月３日の「商船祭」に併せて，第３回オープン
キャンパスを実施した。（１８０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は，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。（９７名参加）
○合同学校説明会（岩国市）において，約１００名の
中学生・保護者を対象とした公開授業を実施した。
○山口県教育庁と連携し，県内１３の小中学校を対
象に「専門家と連携した防災出前授業」を実施し，各
校の防災対策を支援するとともに高専の特色につい
て説明した。

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を見直し，新し
い学校案内資料を作成した。
○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，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，最寄地受検や複数校志望受検の拡大につい
て検討する。

○瀬戸内３商船高専複数校志望受検の受検会場を，
昨年の７ヶ所から１０ヶ所に拡大した。

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，
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。

○高専女子百科を女子中学生に配布するとともに，
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っ
た。これらの活動の結果、ここ５年間で最も多い女子
入学生（１２７名中３７名）を確保した｡

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。

○社会・産業・地域のニーズに従う本校の本科と専攻
科のあり方，本校の個性化，活性化・高度化について
検討する。

○社会・産業・地域のニーズに対応できる人材を育成
するため，高専教育高度化検討WG会議にて
KOSEN4.0イニシアティブを考慮した専攻科の在り方
等について検討した｡

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。

○山口県内３高専共同事業として県内企業及び商船
系企業の人材ニーズを調査した結果を基に，ふさわ
しい教育体制の検討を進めた。
○山口大学を中心としたCOC+事業「YFL育成プログ
ラム」に参加し、山口県定着のためのカリキュラムを
始めた｡

Ａ

中　　　　　期　　　　　計　　　　　画
平成２８年度
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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。

○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，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。
○１１月８～１０日に，３年生を対象に到達度試験
（CBTトライアル（数学）)を実施した。（３クラス参加）
○平成２９年１月に高専共通の「学習到達度試験」を
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，８月に４年生全
員にTOEICテストを受験させた。また，他の学年に，
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。
○専攻科入試において，今年度から英語学力試験の
代わりに，TOEICスコアシートを提出することに変更し
た。そのため，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
の評価を全教員に配付した。

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。

○各クラブの問題点を改善していき，課外活動活性
化のための環境作りを行う。

○課外活動施設の運用により，課外活動の活性化を
進めている。
○教員が引率する公式以外の試合において，宿泊費
を支給できるように運用を変更した。

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。
○新たに同好会を作る場合の指針を決めた。

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を作りを推進する。

○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。

○学生会を中心に，校内花壇の除草等を行った。
○美化委員会を中心に，校内清掃活動を実施してい
る。
○エコキャップ運動では，各クラスの美化委員を中心
に定期的に回収を行った。

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し，採用条件の改
善を検討する。

○今年度の教員採用については，全て公募制で実施
した。
○多様な背景に考慮した採用基準について検討し，
昨年度に引き続き，「大島商船高等専門学校教員選
考内規」の一部改正を行った。

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」による交流を推
進した。

Ａ

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

○９月に海事人材育成プロジェクト「船舶実務乗船」
へ教員１名が参加して，海運企業との交流を行った。

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。

○職業上の高度な資格を持つ者を考慮する採用基
準について検討し，「大島商船高等専門学校教員選
考内規」を一部改正した。

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。
○引き続き，休日出勤日の臨時託児所の開設を実施
する。

○全ての教員公募について，女性を優先した公募と
した。
○高専機構本部事業に採択され，研究支援員１名を
配置した。
○環境整備の一環として，学校行事による休日出勤
日に臨時託児所を開設（計７日）し，教職員を保護者
とする児童（延べ２９人）を受け入れた。

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

○高専機構主催のアクティブラーニングトレーナー教
員研修会に教員２名を派遣した。
○高専機構主催のインストラクショナルデザイン研修
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。
○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５回開催し，教員による授業評価を授業者に
提示することで，今後の授業改善に取り組んだ。

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。

○平成２９年１月に開催された徳山高専主催・本校共
催の「徳山高専ティーチング・ポートフォリオ作成ワー
クショップ」に本校から２名の教員が参加し，ティーチ
ング・ポートフォリオを作成した。また，その手順等を
参加教員が教員会議で紹介した。

Ａ

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。

○自薦・他薦による校長表彰制度を実施し，平成２７
年度の功績により，教育改善部門で１名，課外活動
部門で３名の計４名の教員を表彰した。
○教員相互評価や学生評価を行い，高専機構本部
の教員表彰制度による適任者を人選し，推薦した。

Ａ
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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。

○高専機構の内地研究員制度に基づき，４月から１０
か月間に国立大学において教員１名が内地研究を実
施した。
○海外学会参加者は延べ１２名（１５回），海外調査
研究者は延べ６名(７回)，その他（海外留学引率等）
は延べ６名（６回）の参加があった。

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，今年度中に完成させるため
教務主事室による講習会を実施した。
○高専機構主催のアクティブラーニング教育の研修
会に参加した教員が講師となり，本校教員を対象とし
た研修会を４月に実施した。さらに，アクティブラーニ
ングが実施しやすい教室を整備し，この教室を１年間
利用した授業を行った｡
○ルーブリックによる学習到達目標を記載した平成２
９年度用Webシラバスの説明会を開き，完成させた｡
○11月に３学科の３年生を対象にCBT型到達度試験
のトライアルに参加した。（３クラス参加）

Ｓ

○「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
機構からの進捗状況に対応し，確認した。

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，問題
点を把握し，プログラムの改善を検討する。

○JABEE認定基準に満たない学生は，TOEICスコア
（350点以上）が低いことが原因である。英語により関
心を持たせるため，英語科教員と協力して，積極的な
英語学習の取組み，国際交流への参加促進，TOEIC
受験の推奨を行った。

Ａ

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検討する。 ○４月に行われた「中国・四国地区高専専攻科生研
究交流会」に，専攻科２年生９名が参加し，発表した。

Ａ

④ 特色ある教育方法を実施するとともに，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。

○高専機構から配分された「企業技術者等活用経
費」を利用し，学科毎に企業の第一線で活躍されてい
る企業技術者を計１６名招いて，企業から見た高専
へのニーズや高専の魅力についての講義を実施し
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。

○学生による授業評価を効率的に行えるよう，Webシ
ステムを使ったコンピュータによる処理を実施した。そ
の結果，学生による評価が２年連続して向上している
ことが分かった。

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月及び８月に実施した。また，同協議会
のコーディネートにより，約２０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た。最終
的に４年生全体では１１４名中９７名がインターンシッ
プに参加し，参加割合は８５％であった。
○１１月８日と１５日にインターンシップの成果報告会
を開催した。３年生も次年度に向けて時間的に可能
な者は聴講させた。

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」において，計１６名の専門家を
講師に招いて授業を継続して行った。　更に，教員が
地元の企業を訪問し，学生の研修・就職の可能性に
ついて意見を交換した｡

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，両大学にそれぞれ２名が参加し
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。

○平成２８年度からの協働教育実施のため，中四国
地区高専共通の授業時間等を設定して，後期商船学
科授業の一部をGI-netを利用して実施した。
○ＩＣＴ活用教育の中心的基盤である情報教育セン
ターの整備計画に従い，新システムを導入した｡

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。

○学生と保護者の為に，本校の学生相談室のホーム
ページから学生相談の予約が出来るシステムの構築
を進めた。

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５・６日の２日間に中国地区の学生相談室会議
が徳山高専で行われ，本校から看護師及び学生相
談室長の２名が参加した。
○１２月に東京で行われた高専機構主催の学生相談
会議に，本校から看護師及び学生相談室長の２名が
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。

○老朽化している防災設備，防犯設備系，風呂設備
系の現状調査を体系的に行う。（継続）

○火災報知機：センサー誤報を改善するため，セン
サーを交換した。
○侵入警報器：不審者侵入防止の改善のため，９月
に女子寮出入口・女子寮内の避難経路について検討
した。
○電子錠：４月頃に男子寮東出入口，１０月に男子寮
北西出入口および南西出入口の施錠開錠の不具合
を修理した。また，出入口施錠後のドア開閉警報の不
具合について，９月に修理した。
○防犯カメラ：録画機の録画不良・再生不良と１・２階
西のカメラ８台の不調が発生したため，８月に修理し
た。
○居室の鍵と錠：各部屋入口の鍵に機能不良が発生
したため，男子寮と中寮の鍵を９月に修理した。
○風呂設備：浴室の排水口のつまり・異臭，シャワー
ノズルの破損等について，９月に修理した。
○火災報知器：発報の時，固有番号が表示されず火
災場所がすぐに分からない，操作盤スイッチの破損
により操作が煩雑など，緊急時対応に不安があるた
め，代替システムへの更新工事の見積りを取り対応
を検討した。
○風呂の給湯のバーナーに着火できない不具合が
発生することがあるため，代替システムへの更新工
事の見積りを取り対応を検討した。

Ｓ

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・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の方法も検
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，常に本校HPに
掲載し更新した。また，各奨学金の前年度までの貸
与学生数を公開した。

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はPDF化し，各就職担当へ情
報管理の統一化を徹底する。

○入社試験の情報記載フォーマットについては，各科
ほぼ同一のフォーマットを用いており，紙媒体では情
報の統一化を行った。
○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で検討事項があり，解決
すべく準備を進めた。

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，内航船社とのジョブ
ミーティングを企画する。

○内航・外航の船舶会社との会合（内航及び外航社
船実習連絡協議会，商船系5高専と人材確保TFメン
バーとの連絡会）に出席し，学生の就職状況を説明し
て，マッチングを図るよう意見交換を行った。
○全国内航タンカー海運組合（役員と約１０社）が来
校し，意見交換会を実施した。
○商船学科の４年生２９名が，夏季休業中にインター
ンシップに参加した。

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）を
策定する。

○１１月末に施設整備委員会を開催し，キャンパスマ
スタープラン（施設整備長期計画）を策定した。

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。

○利用状況に関する点検調査を行い，有効利用を検
討中である。

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年度に整備完了） ○（施設の耐震化は，平成27年度に整備完了） －

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年度に処理完了） ○（PCB廃棄物は，平成26年度に処理完了） －

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１２名が参加し
た。その結果，普通救命講習修了書の取得率９０％
を維持している。

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，学校HPで
公開している。
○環境整備の一環として，休日出勤日に臨時託児所
を開設した。（計７日，延べ児童２９人）
○男性教授１名が，介護短時間労働を行った。

Ａ

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
体制作りを検討する。

○７月５日と８月３０日に，GI-netによる科学研究費説
明会（計２５名参加）を実施した。
○８月８日に，本校コーディネーターによる科学研究
費講演会（３０名参加）及び科学研究費申請書の個
別添削指導（５名）を実施した。
○８月２９日に，東京都立産業技術高等専門学校の
名誉教授による若手および中堅教員を対象に研究ス
キルアップに関する講演会（１８名参加）を実施した。
また，翌３０日には同講師による科学研究費申請書
の個別添削指導（５名）を実施した。
○９月２６日及び２７日に，山口大学の名誉教授によ
る科学研究費申請書の個別添削指導（５名）を実施し
た。

Ｓ

○企業や他校と交流し，研究成果の発表を推進す
る。

◯１１月３０日の技術交流会において，会員企業の研
究成果発表および地方自治体の要望に沿った特別
講演を実施し，約４０名が参加した。

Ａ
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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。
○技術的マッチングを推進する。

○７月２７日及び２月１３日に高専機構第４ブロックの
コーディネーターが来校し，新たなシーズ発掘を目標
にした意見交換を実施した。
○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
受入れ促進を図っている。
○企業と連携している教員に対してJSTの応募を促
し，１件の応募があった。
◯地方自治体や会員企業からの共同研究要請が口
頭であった．具体的な内容と取組みの検討は来年度
以降に調査する。
○技術的マッチングを推進している。９月１６日に外
部からの技術相談が１件あり，マッチングを図った。

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
用に向けた取組を図る。

○９月２６日に高専機構による知的財産講習会をGI-
netで実施した。
○高専機構第４ブロックの産学連携コーディネーター
と協力し，６月３０日に研究成果の円滑な知的資産化
及び活用に向けた取組を図った。

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。

○研究シーズ集のバナーを本校HP上に作成し，外部
への表示を改善した。また，研究シーズ集を更新し，
本校HP上に掲載した。
○教員のResearchmapを７月までに更新し，教員名と
Researchmapを本校HP上でリンクさせた。

Ｓ

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アンケート等を
分析する。

○出前授業や公開講座の参加者にアンケート調査を
行い，次年度の実施計画の参考とした。

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１８
日，９月３日，９月１０日）実施し，延べ３６名が参加し
た。

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。

○海外協定校との交流を推進する。 ○８月２２日から９月１２日までの３週間，本科生６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
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。また，今年度は基礎的な英語会話
に加え，ハワイ移民の歴史などに関する事前研修を
実施したことにより，研修効果を高めることができた。
○９月11日から２５日までの２週間，台湾の国立高雄
海洋科技大学（NKMU）に専攻科生３名が研究研修に
参加した。このプログラムは昨年始まり、今年で２回
目になる。英語と中国語の学習も含めて，先方の大
学の指導教授からきめ細かい研究指導を受けること
ができ，非常に実り豊かな研修であった。
○７月１４日から１８日までの５日間，台湾の国立高
雄海洋科技大学の商船学部の学生４名を受け入れ
た。商船学科の操船シュミレーターを使用した授業や
英語・中国語などの外国語の授業に参加したほか，
本校練習船大島丸の体験航海も実施した。
○１０月２日から８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，本校練習船大島丸による２日間の体験
航海実習，下関方面への研修旅行，学生寮への受
入れなどを通じて，本校学生との交流活動を行った。
○３月９日から１６日までの８日間，本科生６名が
SMAにて英語研修に参加した。学内ワークショップ，
３泊４日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。
○平成２８年７月に，教員や学生の国際交流のため，
国立台湾海洋大学（NTOU）と国際交流協定を締結し

Ｓ

○高専機構の海外インターンシップへ参加させる。 ○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。
○３月上旬に実施された呉高専実施の「英語キャン
プ」に，２名の学生が参加した。
○国際交流室に海外インターンシップ担当者を配置
し，学生への情報提供などを行った。

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。

○外国人学生対象の３年次編入学試験を実施（１名
受検）したが，合格基準に達しなかった。
○留学生の受け入れ体制の充実を推進し，平成２９
年度は３学科に各１名の留学生を受け入れることと
なった。

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。

○平成２６年度からハワイのカウアイ・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して
いる。
○平成２６年度から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している。
○平成２７年度から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している。

Ａ
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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を実施す
る。

○７月４日に外国人留学生と日本人学生（３年生）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。約１３０名が参加した。
○７月９日・１０日に留学生研修旅行（佐世保・長崎）
を行い，留学生５名，日本人学生５名，引率教員２名
が参加し，日本文化についての学習を深めた。
○１０月８日から１０日まで国立三瓶青少年交流の家
で実施された留学生シンポジウムに，留学生３名，日
本人チューター学生６名及び引率教員１名が参加し
た。
○１２月６日に周防大島町長等を迎え，学生・教職員
を含め約４０名が参加して，外国人留学生交流会を
開催した。
○１２月１７日に呉高専主催の国際理解ワークショッ
プ「アジアday」に留学生３名，日本人学生１名，教員
１名が参加した。

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２５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。

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ている。
○高専機構主催の「管理職研修」に教員２名が参加
した。

Ａ

③ 業務負担軽減に向けた取組を検討する。 ○業務負担軽減可能な業務について，業務委託等の
実施方法について計画する。

○課外活動において，再雇用教員の従事と外部コー
チの委嘱により，常勤教員の業務負担が軽減した。
○学生寮の日直業務の一部を外部委託とした。
○環境整備の一部を外部委託とした。

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。

○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。

○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１０月５日に配付し，コンプライ
アンスの向上及び自己点検を実施した。
○また，同時に配付した「調査票」は，１月末までに回
収を終え，実施状況の確認を行った。
○実施状況報告書を１月３０日に高専機構本部へ提
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（１名），４・５月に新任教員
研修会（４名），６月に新任課長研修会（１名），７月に
管理職教員研修会（２名），８月に中堅教員研修会（１
名）へ参加し，コンプライアンス意識の向上を図った。

Ａ

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日に内部監査を実施し，結果は良好であっ
た。

Ａ

○高専間相互監査を実施する。 ○１０月２６日・２７日に高専間相互監査を実施し，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。
○公的研究費等に関わる可能性のある教職員を対
象として，e-ラーニングによる研究倫理教育を実施
し，106名が受講した。

Ａ

⑦ 事務職員や技術職員の能力の向上のため，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。

○事務職員及び技術職員の人事交流について，国
立大学や他高専と協議を行った。その結果，平成２９
年度に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）で派遣することとなった。

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。

○平成２８年度末にリース期限を迎えた教育用電子
計算機システムの更新について，情報セキュリティ対
策等も含めた仕様を作成し，導入することができた。
○情報教育センターが管理している学内無線ＬＡＮア
クセスポイントの各無線APのSSID，暗号化規格，セ
キュリティキーを変更し，情報セキュリティ対策を進め
た。

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。

○情報セキュリティ意識の向上を図るため，平成２８
年３月に実施した第２回目の全教職員対象情報セ
キュリティ自己点検の結果分析を行い，平成２８年１０
月にセキュリティ推進委員会で報告した。そして，１１
月開催の教員会議で，分析結果を報告した。さらに，
第３回目を平成２９年２月に実施し，結果分析を行っ
た後、平成２９年３月にセキュリティ推進委員会で報
告、同月の教員会議で報告した。
○昨年に引き続き，高専機構第９８号情報セキュリ
ティポリシー対策規則（教育）第２８条３に基づく「教職
員向け情報セキュリティ教育(eラーニング)」を実施し，
全教職員が受講することで情報セキュリティに関する
基礎知識の習得を図ることができた。
○「大島商船高等専門学校情報セキュリティインシデ
ント（物理的及びシステム）発生時における対応」及び
「情報セキュリティインシデント対応手順（フロー図）」
を基に，各部署の責任者がインシデント発生後の情
報伝達の流れを確認する目的で，サイバー防災訓練
を立案した。そして１０月１３日にセキュリティ推進委
員会の開催に合わせて，机上でのサイバー防災訓練
を実施した。さらに，１１月１日にはセキュリティ管理
責任者も含めて訓練を実施し，当事者による実際の
情報の流れを確認することができた。

Ｓ

５ ．その他（各学科・科目の目標等）
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(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。 ○社会の多様なニーズに対応すべく，海技免許取得
を選択制にすべきか検討する。

○社会の多様なニーズに対応すべく，海技免許取得
を選択制にすべきか検討を進めた。

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。 ○海技士国家試験において，学年ごとの受験学生が
増加した。
○その他の資格試験である無線，TOEICなどの受験
学生も増加した。

Ａ

③ 現行PR活動の改善点を検討する。 ○帆船寄港地特に入学・受験者の少ない松山，宮
崎，大分へ赴き，学校，学科PRを引き続き行う。

○各港に入港した帆船の一般公開の際にリーフレッ
トを配布したり，関東から九州地区までの県内外の合
同ガイダンスに参加して学校PRを行った。

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。 ○他の4商船学科とともに東京にて第3回高専・海事
教育最終フォーラムに向け，担当事業を完遂する。

○５年間の事業報告と成果, 今後の本事業の展開に
ついて多くの海事関連団体, 海事関連企業, 海事教
育機関等に広く周知することを目的として，平成２９年
２月１０日に最終回のフォーラムを開催した。
○本事業により，新たな海事技術者に不可欠な知
識・技能を教授するために必要な専門科目の教科書
を９冊刊行し，開発した教科書の電子化を７冊行っ
た。

Ｓ

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
する。

○山口県内３高専で共同利用の可能性について検討
した結果，平成２９年度から具体的な検討を進めるこ
ととした。

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。特に，電子機械演習発表会では英語による
発表を，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に指導した。

Ａ

○プレゼンテーション能力の向上を図る ○キャリアデザイン，電子機械演習，卒業研究の科
目において，学生によるプレゼンテーションを行った。
また，教員がその評価をしており，プレゼンテーション
能力が向上した。

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。

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
先・就職先の資料を配布し，女子学生を含めた志願
者の増加を図った。

Ａ

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。複
数のインターンシップに６名の学生が参加した。
○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，４名の学生が参加した。

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育成の観点から，現状
のカリキュラムを確認し，その内容の改訂について検
討する。

○ITエンジニア，リーダー，SE育成の観点から，現状
のカリキュラムを確認し，改訂について検討した。

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，その内容の改訂について検討する。

○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，その内容を確認した。

Ａ

○卒業研究に関する教育内容について確認する。 ○卒業研究に関する教育内容について確認した。 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，情報セキュリティマネジメン
ト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として活用し，資格
試験対策の補講等を実施した。

Ａ

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月及び１２月に４学年と希望者を対象として，
TOEICのIPテストを受験させた。高学年用の選択科目
「英語特論」は，TOEIC専門の授業であるが，きめ細
かな指導を行った。
○英語検定試験に関しては，希望者がほとんどいな
いため，実施には至らなかったが，一方で，TOEICの
活発な受験が実現した。

Ａ
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○総合的な英語力の向上を図る。 ○４月の年度初めには，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。
○後期においては，学生の総合的な英語力を高める
ため，各授業において実力テストの実施等を行った。

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。

○小説，評論文の読解を通じ，形式，語句の面からも
他者とのコミュニケーションスキルを身につけさせた。

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。

○１１月１１日に日本語検定を実施し，２０名が受験し
た。３級に９名が合格した。
○１月１３日に漢字検定を実施し，１６名が受験した。
２級に１名が合格した。
○読書感想文コンクールを実施し，１２月に最優秀１
作，優秀２作，他佳作を選定し，校長表彰を行った。
また，図書館HPに感想文を掲載した。

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。
  

○新指導要領に沿った新入生の実力テストを作成
し，比較する。

○昨年度に新たに作成した実力テストを新入生に実
施した。
○今後４年間で比較資料等を整備して，今後の授業
での指導に生かす準備ができた。

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。 ○３年生については，夏休みの課題に到達度試験に
関する内容の課題を提出させ，課題テストを実施し
た。
○後期は，授業中に到達度試験の問題を教材として
利用した。

Ａ

○数学検定準2級以上の取得を奨励する。 ○１１月１２日に数学検定を実施し，準１級２名，２級
８名，準２級２名が受験した。１次合格者は３名であっ
た。

Ａ

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・意欲を深めるべく，問題演習や
実験を適宜取り入れ，学力向上に向けた配慮を行っ
た。その結果，一定の基礎的知識の修得及び学力が
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。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，授業の理解度を高めた。
○学習内容の理解度を向上させるため，夏季休業中
や後期中間試験後に課題を配付して自習を促した。
○成績不振者には，基礎的内容の理解度向上を図
るため，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回程度の蘇生法教育人体モデルおよび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（１２９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４１名は５月３
１日実施，Ｍ科４４名は６月３日実施，Ｉ科４４名は５月
２７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。

○専攻科の再編検討を進める。 ○来年度以降にKOSEN4.0イニシアティブの内容を含
んだ本科カリキュラムがスタートするため，各学科の
特色を踏まえて，引き続きカリキュラムの再検討を
行った。
○１専攻３コース制（海洋工学コース・エネルギー工
学コース・知能情報工学コース）の専攻科カリキュラ
ムの改正案について再検討した。

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。 ○専攻科入学後の２年間で合計２回のTOEIC IP試験
を受験させ，英語能力の変化について調査を行った。
その結果，点数が伸びている学生は全体の約３割で
あった。

Ａ
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○海外の大学への研修を実施する。 ○昨年から高雄海洋科技大学との海外研修（９月中
２～３週間）を実施しており，昨年は４名，今年は３名
の学生が参加した。
○１１月に開催された今年度の研修報告会を来年度
研修参加予定の学生に聴講させ，研修に参加するた
めの目的と研修終了後の効果について参加者との意
見交換を行い，より効果が上がるように事前準備の
必要性について学んだ。

Ａ

3) JABEE対応の教育を充実させる。 ○JABEE認定教育を行う。 ○専攻科において，JABEE認定教育を実施してい
る。認定基準をクリアできるよう，きめ細かな指導，補
講等を実施した。
○JABEE認定基準に満たない学生の全ては，TOEIC
スコア（350点以上）が低いことが原因である。英語に
より関心を持たせるため，英語科教員と協力して，積
極的な英語学習の取組み，国際交流への参加促進，
TOEIC受験の推奨を行った。

Ａ

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
科と合わせて専攻科の魅力，位置づけについて説明
を行った。
○本科生の保護者には，毎年６月に実施している奨
学後援会総会で専攻科のメリット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での紹介し
たり，特別研究の中間発表会では，関連する教員以
外だけでなく，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。
○１１月３日の第３回オープンキャンパスにおいて，専
攻科が行っている研究紹介を各研究室公開時に行っ
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・就職支援を進める。 ○企業説明会及び大学院進学説明会を定期的に実
施している。３月には本科生と合わせて就職・進学合
同説明会を開催した。
○専攻科生に企業及び大学へのインターンシップへ
の参加を積極的に周知した。
○今年度実施されたキャリアセミナーには，専攻科１
年生を全員参加させ，４月以降実施される就職活動
及び進学に向けての事前準備を行った。

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は，各教室，各事
務室等に掲示等して周知した。今年度の見直しにつ
いて，６月１３日に環境委員会を開催し決定した。ま
た，６月及び７月に環境委員会委員長名でエアコンの
冷房運転の抑制について教職員に周知した。その
際，設定温度の管理や退室する際の電源ＯＦＦ等，省
エネルギーについても周知した。

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７件のうち，５件については
２者以上の入札者があり，競争性，透明性を確保し
た。
○「大島商船高等専門学校校舎等警備業務」及び
「大島商船高等専門学校清掃業務」については，学
校近辺の警備業者，清掃業者の数が少ないという地
域性があるため，１者入札となった。
○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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