
大島商船高等専門学校　平成30年度　年度計画・実績報告

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、１０月に北海
道地区の中学校に瀬戸内３商船高専連名でチラシ
（６３０枚）を送った。

○７月に松山市（４０名参加）と８月に下関市（４０名
参加）で、練習船大島丸の体験航海を実施し、参加
者に積極的な広報を行った。

○８月及び11月に岩国市で開催された「青少年のた
めの科学の祭典in岩国」に実験ブースを出展し、広
報を行った。

○１１月２３日に開催された「柳井まつり」に、ものづく
り体験ブースを出展し、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２３日に下
関市立川中中学校（宇部高専担当、参加者約２００
名）、７月１６日に山口市民会館（徳山高専担当、参
加者約２００名）、８月２５日に岩国市福祉会館（本校
担当、参加者数５７名）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。

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
ループで中学生や保護者に分かりやすい内容及び
レイアウト等を議論し、広報資料を作成した。

○１年生全員が本校での生活の様子や感想を手紙
に書き、進路選択の資料として８月に各出身中学校
に送付した。

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
に順次修正するためＷＧで評価を行い修正を行っ
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。

○入試委員会で有効な最寄地受検や複数校志望受
検について検討し、受検会場は昨年と同じ８か所に
決定した。また、瀬戸内三商船複数校志望受検制度
を引き続き実施した。

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、広報活動の充実を図った。

○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こととしている。

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Jr.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。

〇KOSEN4.0イニシアティブを考慮して、「大規模災
害に対応可能な先端技術を活用できる実践的技術
者の育成事業」を行った。

A

中　　　　　期　　　　　計　　　　　画
平成３０年度

○５月から８月にかけて、依頼のあった近隣の中学
校（２１校）において入学説明会等を行った。

○６月１６日に実施した第１回オープンキャンパスは
申込み不要のフリー制としているが、近隣の中学校
への広報が定着してきており、２８７名の参加があっ
た。

○８月４日に実施した第２回オープンキャンパスは、
コース制として申込みを受け付け、３１４名の参加が
あった。

○１１月３日に開催する商船祭にあわせて、自由参
加型の第３回オープンキャンパスを実施する予定で
あったが、大島大橋外国船衝突事故による交通規
制や町内全域にわたる断水の影響により中止となっ
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本校で実施し、１０６名の
参加があった。

○すべてのオープンキャンパスにおいて、多数の学
生が案内を担当しており、参加者からは学生から直
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。

○女子学生の志願者確保に向け、オープンキャンパ
ス等の各種ＰＲ行事において、高専女子百科Jr.等を
配布した。

○オープンキャンパスや合同学校説明会では、女子
学生が案内や説明を行い、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。
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担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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・地域ニーズなどを把握するため、地域
連携交流会（９月２７日開催）や就職進学説明会に
参加する企業と情報交換を行った。

A

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、学内で検討を行い、学生が理解できていない項
目を確認した。

○休業中の学力向上及び学生の理解度を確認する
ため、春季休業明けの４月とに、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
力テストを行ったところ、数学の理解度が上がってい
た。

○１～３年生を対象に、学習到達度試験に代わる
CBT試験を「数学」「化学」「物理」で実施した。

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。

○奨学後援会からTOEICテスト受験料補助を受け、
４月には商船学科５年生、１月に電子機械工学科及
び情報工学科４年生が受験した。また、商船学科で
は、全日本船舶職員協会からTOEICテスト受験料補
助を受け、１～３年生の希望者１３名が受験した。

○専攻科入試では、TOEICスコアシートの提出をさ
せることとした。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
の評価結果を全教員に配付し、その結果を踏まえた
「授業改善実施計画・報告書」を作成・提出させた。
報告された授業改善における工夫点をとりまとめて
学内ホームページで公表した。

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。

○週のうち平日の1日と土日のいずれか1日を休養
日とすることで、過度な負担を避け、効率よく活動で
きる環境を整えた。

〇業務負担軽減対策として、クラブコーチ９名を外部
委託した。

○教員の負担軽減の観点から、クラブの統合・再編
見直しの検討を行うとともに、他高専からの情報を
収集した。

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。

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。

○警察や税関等の公的機関と協力して地区の積極
的な広報・啓発活動をしている「サザンセト地区沿岸
警備協力会（柳井警察署主体）」に入会し、８月に実
施された定例協議会へ参加した。１１月に予定され
ていた学生参加の地域連携イベントは、周防大島町
の断水の影響で延期となった。

○美化委員会を中心に、校内除草活動を実施した。

○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
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。

○本年度は採用がなかったが、引き続き、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しており、内
地研究に昨年度・一昨年度に続き来年度も派遣する
手続きを進めている。  （本年度は応募なし）

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・登用を推進してお
り、一般科目教員公募においては、女性優先公募を
行った。また、校長補佐に女性教員を登用した。

○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しており、７月
及び2月に開設した臨時託児所を女性教員のべ２名
が利用した。

A
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担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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

○高専機構本部が実施する教員向け研修会、中国
地区教員研修会等に積極的に派遣して、能力向上
を図った。（７研修会に１１名派遣）

○グローバル高専事業で、７月の協同学習講演会に
１名、８月の英語で授業を行う教員キャンプに２名、
１１月の協同学習研究会に１名の教員を派遣した。

○教員の能力向上を目的としたピアレビューを前期
に４回、後期に４回開催し、教員による授業評価を授
業実施教員に提示することで、今後の授業改善に取
り組んでいる。

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ステークホルダー協働型
FD・SDワークショップへ教員２名を派遣した。

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。

○教員表彰制度による適任者の人選を行い、活動
を支援しており、今年度は教授１名が高専機構の優
秀賞を受賞した。

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。

○校長裁量経費等で教員２名の国際会議への参加
費補助を行った。

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の実質化に対応したシラ
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。

○Webシラバスに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した。

○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
シラバス運用を開始し、シラバスの見直し作業の準
備を行った。

A

○「高専学生情報統合システム」を高専機構本部の
指示に従って整備を進める。

○「高専学生情報統合システム」について、高専機
構本部の指示により、データ移行を進めた。

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、プロ
グラムの改善を図る。

○平成29年度の中間審査を終え、次の審査に向け
た準備を開始した。評価Ｃとして残っている項目が評
価Ａとなるよう改善を進めた。

○電子・情報システム工学専攻２年生のJABEE認定
プログラムの修了見通し及び非JABEEプログラムへ
の変更希望について、４月のJABEE委員会で審議及
び承認を行った。非JABEEプログラムへの変更は、
１名が承認された。

○平成30年度は学位授与機構のレビューを受審し
た。教員の専門性を考慮し、教育の質の向上を図る
ために担当科目の見直しを実施した。

○教育の質が低下しないように、対策を検討した。

○Webシラバスの活用、成績内訳表、試験の答案の
PDFファイル化など、ＪABEE認定審査のための準備
を進めることができた。

○平成30年度の電子・情報システム工学専攻2年生
7名のうち、6名がシステムデザイン工学プログラム
（JABEE認定プログラム）を選択していた。3月に
JABEE委員会を開催し、4名がJABEE認定プログラ
ム修了と承認された。

○JABEE認定プログラムを修了できなかった学生
は、TOEICのスコアが足りていないことを確認し、今
後の改善課題とした。

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実施する。 ○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を行い、電子
機械工学科と情報工学科の選択科目の一部を共通
の内容で実施することとした。

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ている。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の補助を行
い、本校での受験を可能としている。

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、
毎年自己点検評価報告書を作成している。また，評
議員会で評価しをおこなっている。

A

3/11



担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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、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。

○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７日及び７月３０日に実施し、４年生１１９名が
参加した。

○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結果、本年度の受入れ企業数
は１２８社となった。また、４年生全体では１２２名中１
０５名がインターンシップに参加し、参加割合は８６％
であった。

○電子機械工学科4学生インターンシップ成果報告
会を12月18日、25日に開催し、情報工学科4学生イ
ンターンシップ成果報告会を10月22日に開催した。
また情報工学科4学生インターンシップ報告会には
情報工学科３学生が次年度に向けて、報告会を聴
講した。
　
○本年度就職に関して来校した企業は４３社に上っ
ており、連携実績のない企業７社に対しては、イン
ターンシップを含む共同学習のカリキュラム整備実
現に向け、相談を継続する。

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
講師に招いた授業を継続して行った。

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。大学５校に８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。

○アクティブラーニング形式でＩＣＴを活用し、情報工
学科２年の創造演習１の授業を行った。

○ＩＣＴ活用教育の中心的基盤である情報教育セン
ターの整備計画を策定した。

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。

○学生及び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
た。１０月末を締切とし、その結果は１２月末までに
教員会議で部分的に公表した。

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６・７日に中国地区の学生相談室会議が広島
商船高専で行われ、学生相談室長及び看護師が参
加し最新の知見を得た。

○９月１３・14日に東京で開催された全国高専学生
相談室会議に学生相談室員及び看護師を派遣し最
新の知見を得た。

○１１月５日に岡山市で開催される文部科学省主催
の「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会」
に看護師１名を派遣し最新の知見を得た。

A

 

A

 
A

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）

○老朽化していた学寮地区の火災報知設備の更新
工事については、１２月に工事完了した。

○老朽化していた厨房室の製氷機を更新した。

○老朽化している厨房室の食器洗浄機を３月に更新
した。

○学生寮内に設置した防犯カメラの定期点検を行
い、老朽化していた３箇所のカメラを更新した。

○、学生の居住・学習環境の整備として、老朽化して
いた居室のマットレスを６０箇所程度更新した。

○男子寮浴室用の温水ボイラが老朽化しており、営
繕要求を行った。

○女子寮居室および管理棟の鍵を３月に更新した。

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。

○120周年記念事業による奨学金制度の受給方法
について、厚生補導委員会にて検討を行った結果、
平成31年度当初に制定予定となった。

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
に掲載した。また、各奨学金の昨年度までの貸与学
生数を公開した。

〇全ての情報のアップデートを行った。

A
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担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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。

○校内で実施してきた就職・進学ガイダンスの参加
学生の多様化（低学年の参加者の拡大や学外から
の参加など）の可能性を検討する。

〇３月１日に実施した就職・進学ガイダンスでは、大
島大橋外国船衝突事故による交通規制や町内全域
にわたる断水の影響を受け、行事が重複したことに
より、3年生の参加希望者は６名に留まった。次年度
は、低学年に向けても本ガイダンスを周知する。
　
〇求職中の卒業生１名に本ガイダンスを周知した
が、実現に至らなかった。本ガイダンスの多様化に
向けて今後も取り組んでいく。

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
ミーティングの効果を検証するため継続実施する。

〇２月９日に東京で開催された内航船フェアに商船
学科航海コース４年生２１名が参加した。２月１０日
には神戸で開催された内航船フェアに商船学科機関
コース４年生１９名が参加した。就活前のミーティン
グ参加は好評であった。

S

(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。

〇キャンパスマスタープラン（案）を作成し、平成３１
年度に審議を予定している。

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。

〇利用状況調査を検討した。平成３１年度に施設整
備委員会を開催し建物等の有効利用について審議
予定とする。

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年度に整備済み。） 〇（施設の耐震化は、平成27年度に整備済み。） S

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。） 〇実験装置の部品、屋外構築物塗装塗料の中に新
たなPCB廃棄物が発見され、現在保管中である。平
成３１年度処分予定である。

A

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。

〇９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９名が参加し
た。その結果、普通救命講習修了書の取得率は９
０％を維持している。

○２月に警察職員を講師に招き、安全運転講習会を
実施した。教職員32人が受講し、公用車及び自家用
車の安全運転について啓発を行った。

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、学校HPで
公開している。また、水曜日をノー残業デーとして通
知して、定時帰宅を促し、ワーク・ライフバランス推進
に努めた。

〇人事院中国事務局主催「平成30年度育児休業・
女子福祉制度説明会」へ人事係員１名を派遣した。

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。

○高専機構西日本リサーチアドミニストレーター
（KRA）とのパイプを維持することで外部資金獲得に
向けた情報交換及び教員への情報提供を行ってき
た。外部資金獲得の効果は多少上がっていると思わ
れるが、今後はもっと顕著な結果を出すことも課題と
なっている。

○６月８日に本校の校長による科研費講演会を実施
した。参加者は２１名であった。参加者の科研費取
得が期待されるところである。

○７月２４日に東京都立産業技術高等専門学校名
誉教授による科研費に関する懇談会を実施した。参
加者はわずか２名であったので、今後はこのような
行事の際は参加者を増やすことが課題でもある。

○７月３０日に若手教員を中心として、科研費獲得に
向けた情報交換会を実施した。参加者は１２名で
あったが、いずれも活発な議論が交わされ、情報交
換会としては成功であった。

〇８月２日に神戸大学大学院教授による科学研究
費申請書作成の講演会を実施した。参加者は３３名
であり、盛況であった。本講演会の効果が科研費獲
得実績となって具体化されることが期待される。

A

○８月３日に高専機構西日本リサーチアドミニスト
レーター（KRA）による科研費及びその他の外部資金
獲得に向けた講演会を実施した。前日にも科研費関
連の講演会があったにも関わらず、１８名が参加し、
質疑応答では活発な議論が交わされた。今後、具体
的に外部資金獲得が期待されるところである。

○９月１０・１１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。参加者
は５名であった。

○11月の科学研究費補助金申請の直前に本校校長
による、教員の申請書の最終チェックを実施した。

○企業や他校と交流し、研究成果の発表を推進す
る。

○９月２７日に地域連携交流会による技術講演会を
開催した際に、会員企業及び山口大学の研究成果
発表を実施した。３０名が参加した。

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。

○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。

○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るため、教員の研
究・技術シーズを本校HPにおいて紹介することによ
り、随時研究受入の体制を整えた。また、さんさんコ
ンソからの技術相談等の依頼を全教員に配信し、
マッチングを行った。

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研究成果の円滑な知的
資産化及び活用に向けた取組みを促進する。

○知的財産講習会開催に関する情報を随時周知し
た。また、知的財産委員会により、研究成果の円滑
な知的資産化の迅速な審議及び特許権の見直し等
活用に向けた取組みの促進を図った。

A

5/11



担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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。

○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。

○技術相談・共同研究につながるよう、教員の研究・
技術シーズ４４件を本校HPにおいて紹介した。

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アンケート等
を元に計画する。

○出前授業や公開講座の参加者にアンケート調査
を行った。（出前授業１３件、公開講座７件）

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。

○地域協力センターを通して、練習船大島丸を利用
した地元企業の社員に対する技術研修を３回（５月１
５日、９月７日、９月８日）に実施し、延べ３０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。

○海外協定校との学生交流、教員交流プログラムの
評価、検討を行う。

○７月１２日から１７日までの５日間、台湾の国立高
雄科技大学（NKUST)の商船学部の学生５名及び引
率教員1名を受け入れた。本校における設備の紹介
や各種のクラブ活動を通じて学生交流に臨むほか、
本校練習船大島丸の体験航海を実施した。

○８月２９日から９月８日までの１０日間、本科学生７
名及び教員１名がフィリピンの商船大学のNYK TDG
Maritime Academy（NTMA）にて国際海事教育研修
に参加した。外航船員を強く志す同年代のフィリピン
の学生と生活を共にすることで、英語の重要性を体
感すると共に、国籍を超えて夢を共有できる仲間と
ネットワークを構築することができた。

○９月２日から９月２２日までの３週間、本科学生１
名及び教員１名（後半のみ）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、英語の学習と科学の実験実習
に加え、ハワイの自然や文化などの体験ができた。
特に今年度は本校、富山、鹿児島高専等の合同研
修となり、他高専との交流も深まった。

○９月３０日から１０月６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９名及び引率
教員１名を受け入れた。本校における授業参観・異
文化交流及び本校練習船大島丸による体験航海を
通じて、本校学生との交流活動を深めた。期間中は
本校のサポート学生と一緒に大島丸で宿泊をしなが
ら、全てのプログラムを共にした。その結果、非常に
好評を得た。

A

○高専機構の海外インターンシップ及び国際交流プ
ログラムへの参加学生増加を図る。

○高専機構の夏季の海外インターンシップについ
て、参加者はいなかったが、学生には積極的に広報
を行った。

○８月２６日～９月２日の７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）を受講した。

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図った。 A

○海外協定校及び高専機構主催の学生交流プログ
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、２単位の単位修得を認定しており、２名
が単位修得した。

○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、１単位の単位修得を認定しており、１名が単
位修得した。

○台湾の国立高雄科技大学の研究研修に対して、
２単位の単位修得を認定しているが、平成３０年度
は単位修得者はいなかった。

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。

○６月２３・２４日に留学生研修旅行（長崎方面）を行
い、留学生４名、チューターの日本人学生４名、引率
教員２名が参加し、日本文化について学習した。

○７月2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。

○１月20日に呉高専開催のアジアDAYに留学生、日
本人学生及び引率教員など、本校からは9名が参加
した。留学生の出身国の異文化体験ができた。

○１月24日に留学生交流会を実施した。留学生支援
団体などを迎え、日本人学生・教職員を含め約３０名
が参加して、外国人留学生交流会を開催した。

A

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２８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４日開催の運
営委員会で承認を受け、予算配分を行った。

○６月４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、７月
２３日付けで当該教員に対し配分を行った。（のべ２
３名、５、３３５千円）

○今年度も教育研究改善充実費（校長裁量経費）の
一部として、論文掲載料の支援を行った。（５名、２２
０千円）

○１０月以降、毎月、教員に対して、予算差引簿を添
付のうえ、メールにより早期執行・計画的使用を促し
た。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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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。

〇９月に開催された高専機構主催の教員研修会（管
理職研修）に２名を参加した。

A

③ 業務負担軽減に向けた取組を検討する。 ○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と
して、各クラブにおいて週のうち平日１日と土日のい
ずれか１日を休養日とすることとした。

〇業務負担軽減対策として、クラブコーチ９名を外部
委託した。

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12月に回収を終えた。

○実施状況報告書は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。

○５月開催の初任職員研修会（１名）、８月開催の中
堅教員研修会（１名）、９月開催の教職員研修会（管
理職研修）（２名）に教職員が参加し、コンプライアン
ス意識向上を図った。

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２６日に会計内部監査を実施し、結果は良好
であった。

Ａ

○高専間相互監査を実施する。 ○今年度、本校は他高専からの監査が実施されな
いが、高専相互会計内部監査チェックリストに基づい
て、各担当でセルフチェックを行った結果は良好で
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。

○５月１１日に教職員に対し公的研究費等のコンプ
ライアンス教育を実施し、６月１８日に完了した。同教
育では、各種監査において他高専等が前年度指摘
を受けた事項等について、１０項目の設問を設けた。
また、誤解答をした教職員については個別に指導を
行った。

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
研修や中国地区技術職員研修等の各種研修会に派
遣した。（４７の研修会等にのべ５０名が参加）

○ビデオ会議システム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）で派遣した。平
成３０年度においても、高専機構本部へ事務職員１
名を派遣した。

○技術職員１名の採用について、県内他高専と共同
面接を行い採用した。また、今後の交流について、
国立大学や他高専と引き続き協議を行っている。

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。

○本校のウイルス対策ソフトウェア契約満了に伴
い、高専機構本部包括契約のマルウェア対策システ
ムへの移行作業を実施し、５月末に完了した。

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。

○４月上旬に新入生に対して、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。

○教職員に対しては情報セキュリティに関する「誓約
書」を、学生に対しては「宣誓書」の提出を依頼し、併
せて高専機構提供のe-Learning の受講を依頼し
た。全教職員及び全学生の提出およびe-Learning受
講を全て確認でき、高専機構本部に報告した。また、
高専機構のOffice365の学生利用も再開した。

○情報セキュリティ意識の向上を図るため、１１月３
０日に高専機構CSIRTおよびトレンドマイクロ株式会
社から講師を招き、教職員を対象にした情報セキュ
リティに関する講演会と演習を実施した。

○平成３１年１月に全教職員対象に今年度で第５回
目となる情報セキュリティ自己点検を実施した。

〇「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」
および「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１１月５日
に実施した。

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
キュラムをモデルカリキュラムに対応させた中で改善
の可否を模索する。

○調査の結果、学校外の組織（海技教育機構や日
本船主協会）は免許の選択制、すなわち実習の選択
制を推進していることがわかった。今後、校内で実現
性を検討すると同時に、5商船高専の中で議論する
必要がある。また関係官庁との協議も必要である。

A

7/11



担当

年度計画 実　績　報　告 評価
中　　　　　期　　　　　計　　　　　画

平成３０年度

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
技試験免状取得者の推移を分析する。

○海技免状取得のための科目合格を学生に奨励し
ている。5年生で2級海技士が6名、3科目合格が5
名、2科目合格が2名、1科目合格が2名で53％が全
科目または科目合格している。4年生は全科目合格
が2名、3科目合格が4名、2科目合格が1名、1科目
合格が7名であった34％が全科目合格または科目合
格をしている。3年生は3科目合格が4名、2科目合格
が1名、1科目合格が16名．全科目合格または科目
合格者が51％である。以上のように低学年からの海
技試験への受験意欲は高く、高学年に推移するにつ
れ全科目合格者が増加している。

S

③ 現行PR活動の改善点を検討する。 ○海洋人材事業を通じて、広く若年層への海事普及
活動を行うため、大島丸を利用する。

○７月１５日に高知海洋少年団と協力し、大島丸体
験航海を愛媛県松山市で実施した。（４０名参加）

○７月２８・２９日の２日間で、山口県地域海洋セン
ター連絡協議会と協力し、大島丸を利用した親子３S
体験キャンプを実施した。（３９名参加）

○８月２日と３日の２回、J-CREWプロジェクトと協力
し、大島丸を利用した「海の仕事を知ろう！夏休み小
学生乗船体験」を実施した。（２日４７名参加、３日４
１名参加）

○８月７日に海と日本プロジェクトの後援で大島丸を
利用した小学生対象の「船のしごと体験」を実施し
た。（１３名参加）

○８月８日に日本船主協会及び下関市港湾局振興
課と協力し、大島丸を利用した小・中学生及び保護
者対象の体験航海「船ってサイコ～2018」を実施し
た。（４０名参加）

○11月17日に和歌山で高専フェア（和歌山高専＋鳥
羽商船高専が主管）に参加した。本校ブースの来場
者は約150名だった。

○12月1日に本校主管の高専フェアを大分市で実施
した。来場者は約300名で、その模様は新聞にも掲
載された。

S

○10月20～21日に福井高専の学園祭において商船
高専広報活動を5商船高専で実施した。本校のブー
スの来場者は149名であった。

○2月8日、北九州市立門司海晴小学校において、
北九州キャリア教育研究会 主催によるキャリア教育
「夢授業」に本校教員1名が参加し、小学生および教
員に海運、船員の仕事について説明した。小学校児
童（5年生及び6年生）は約80名であった。

○2月10日に宮崎で高専フェア（主管校：広島商船高
専）に参加した。本校ブースでは2つのイベントを提
供した。本校ブースの来場者は約200名であった。
各イベントではアンケートを実施し、いずれも船員へ
の関心が高かった。

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
用法及び成果を報告する。

○グローバル人材育成のために5商船高専の教員
で教科書を3冊発刊した。また、ICT教材を3種類開発
した。それらの成果はKOSEN4．0イニシアティブ支援
事業の報告会として、 東京海洋大学で実施された
「第4回 高専・海事教育フォーラム」で公表された。

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、具
体的な検討を進める。

○運航実績から取得した気象や海象情報を基にし、
良好かつ有効なデータが得られる研究を選定し、近
隣高専等との共同利用の可能性について、実施方
法等の具体的な検討を進めた。

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。

○４年生のキャリアデザインでの英語記事の輪読を
行い、これから取り組む研究分野での専門用語など
を学習した。また、５年生の電子機械演習や卒業研
究などに関する図表の英語表記も全ての学生が対
応し、成果を上げている。

A

○英語によるプレゼンテーションを行う取組を行う。 ○５年生の電子機械演習のパワーポイントやプレゼ
ンテーションでの英語対応が進み、学生の英語での
表現力が向上している。

S

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、
資格取得者の割合を増加させる。

○取得できる資格一覧を取りまとめ、資格試験の環
境を整えた。特に電気工事士・電験３種・CAD検定・
情報処理のこれまで合格した学生の紹介を行い、意
識向上を促している。さらに本年度は、無線技士へ
受験する学生も現れ、資格の分野も広がっている。

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。

○本年度は、大島大橋外国船衝突事故による交通
規制や町内全域にわたる断水の影響により１１月の
オープンキャンパスが中止になり、例年通りとは行か
なかったが、山口県内３高専の学校PRにおいて、学
科案内、進学・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。

〇インターンシップ受入企業の拡大のため、３７社の
企業に対しインターンシップの受入れを依頼し、２９
社に３８名（留学生１名含む）が参加した。

〇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、５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エンジニア育成のため、現状のカリキュラムの
改訂について検討・実施する。

〇MCC対応なども考慮したH27年度新入生適用及
びH30年度新入生適用のカリキュラム改訂を行って
おり、この年度進行に合わせてカリキュラム改訂の
効果を検討した。アクティブラーニングに対応した科
目などによりITエンジニア育成の効果が見られた。

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、卒業研究について教育内容について
確認する。

〇創造演習、卒業研究について、教育内容の充実
度を確認した。いずれも、学生に対し個別の研究
テーマを設定し教育研究が推進されている。卒業研
究の内容を学会にて発表するなどの成果をあげてい
る例が複数あった。

A
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平成３０年度

○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。

〇卒業研究について、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にその資格を取得した学
生の活用を検討する。

○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（勉強会）を平成３０年１０月９日か
ら１９日まで実施した。

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。

〇女子学生の勉学・学内活動の様子、OGの就職
先、仕事の様子の寄稿等の活躍状況を示した各種
資料のうち、「OGの就職先、仕事の様子の寄稿」の
作成に着手した。
平成３１年度のPR活動までに完成する予定である。

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ている。

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。400点以上を獲得した学生は一
桁台にとどまったので、今後はできるだけ多くの学生
が高得点をあげるように指導することが課題である。

○１月下旬に、電子機械工学科４年、情報工学科４
年の全員に対して、TOEICのIPテストを実施した。

A

○総合的な英語力の養成を図る。 ○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学年から３学年に対して
実力テストを実施した。

○１０月の後期始業日においても、学生の総合的な
英語力を高めるため、１学年から３学年に対して実
力テストを実施した。

○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。一層の文法力と語彙
力の強化が求められた。

S

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月に読書感想文の表彰を行った。優秀作につ
いては、図書館HPに掲載した。また、授業において、
文章の要約文の作成や、意見交換の場を設けた。

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。

○大島大橋外国船衝突事故による交通規制や町内
全域にわたる断水の影響によるスケジュール変更な
どから、本年度は日本語検定及び漢字検定を実施
できなかったが，奨励及び事前準備は十分おこなっ
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。

○一昨年度新たに作成した実力テストを新入生に対
し実施した。

○今後2年間で比較資料等を整備して、今後の授業
での指導に生かしていくこととしている。

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。 ○今年度よりCBTテストに変更され1年生から3年生
までの全クラスが数学のテストを受験した。試験は
全クラス250点満点で、平均点はS1：173.57、M1：
209.13、I1：201.63、S2:175.00、M2:182.67、I2：
180.51、S3：129.76、M3：172.75、I3：170.83であり、長
期休業中の学習の成果が確認できた。

A

○数学検定準2級以上の取得を奨励する。 ○１１月１７日に数学検定を実施する予定であった
が、大島大橋外国船衝突事故による交通規制や町
内全域にわたる断水の影響による休校のため、本校
での実施を取りやめたが，奨励及び事前準備は十
分おこなった。

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
生が授業中に積極的に発言したり、放課後に問題の
質問を行う回数が多くなるなど、勉強に対する意欲
が向上した。

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。

○大島大橋外国船衝突事故による交通規制や町内
全域にわたる断水の影響により、授業前の復習小テ
ストの実施回数は少なかったものの、一部の学生が
高得点を獲得できたことから、一定の成果は得られ
た。来年度以降も引き続き、授業前の復習小テスト
を行い、ＣＢＴ試験対策を講じていくことにした。

○授業前の小テストを実施するなどの試験対策を講
じたことにより、ＣＢＴ試験（物理）の結果は一定数の
高得点者が得られた。来年度以降も引き続き関係教
員と情報共有しながら、試験対策を講じていくことに
した。

A
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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。

〇前期・後期を通じて、授業内容の理解度を確認で
きるように、小テスト・確認テストを実施した。

〇社会的問題に対する主体的な学びを促すために、
授業内容を単に暗記するのではなく、事柄の内容の
論理的説明や事象が起こる背景や原因の論理的追
究を学生がみずから取り組み、レポートとしてまとめ
理解の定着に努めた。

〇授業内容をより深く理解するために、授業時間内
外を問わず、積極的な質問、補習受講を促し、一定
の効果を得た。

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。 ○１～４年生に対して５月に９０分×３回、５年生に
対して６月に９０分×１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。

S

○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（１２６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。（商船学科３９名は
５月２２日実施、電子機械工学科４５名は６月１日実
施、情報工学科４２名は５月２３日実施）

○これにより、本校の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。

S

(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進める。

○産業論の講義において複数の企業を訪問し、「新
産業を牽引する人材育成」を目的とした施設見学お
よびIoT導入に関する説明を受ける機会をつくった。

○産業論の講義において企業の技術担当を招き、
情報セキュリティ及びIoTの要素を講義に追加した。

○本科のモデルコアカリキュラムが推進され、確立さ
れつつある。これを受けて専攻科の１専攻３コース制
のカリキュラム等を検討しているが、学位授与機構
で特例認定を受けている商船学、機械工学、電気電
子工学、情報工学を３コース制で実施する方法につ
いて検討した。

Ａ

2) グローバル化に対応した教育を充実させる。 ○入学試験における英語外部試験利用制度の見直
し（基準や点数化など）について検討を行う。

○専攻科の入学試験における英語外部試験利用制
度として、TOEICのスコアを１００点満点に点数化し
て運用している。専攻科の受検生にもこの制度が認
知されてきている。受検生のスコアと合否の相関か
ら、基準や点数化が妥当であることを確認した。

○大学院への進学希望者が増加したこともあり、全
体的にTOEICのスコアが上昇傾向にある。

Ａ

○海外の大学への研修制度の見直しについて検討
を行う。

○国立高専機構のISTS2018（International Seminar
on Technology for Sustainability）に専攻科生1名（D
専攻）が参加した。

○国際交流室と連携して海外の大学の研修制度に
専攻科生を派遣しており、SMA（Singapore Maritime
Academy ）との国際交流に専攻科生1名（K専攻）が
参加した。

○国際交流室と連携して海外の大学の研修制度に
専攻科生を派遣してきたが、台湾国立高雄科技大
学（NKUST）への参加者はいなかった。今後の研修
制度の見直しを検討した。

○高専機構主催の海外インターンシップ、高専学生
海外研修、中国地区コンソーシアム８高専合同海外
研修プログラム、第４ブロックグローバル高専事業の
海外インターンシッププログラムなどの活用を検討し
た。

Ａ

3) JABEE対応の教育を充実させる。 ○ＪABEE認定審査のための準備を行う。 ○平成29年度の中間審査を終え、次の審査に向け
た準備を開始した。中間審査で評価Ｃとして残った項
目が評価Ａとなるよう改善を進めた。

○断水による休講措置の影響で、教務予定が大幅
に変更されたため、「国際的に通用する技術者教育
ワークショップシリーズ」は出席できなかった。

○Webシラバスの活用、成績内訳表、試験の答案の
PDFファイル化など、ＪABEE認定審査のための準備
を進めることができた。

○平成30年度は学位授与機構のレビューを受けた。
専攻科教育を充実させるための教員の審査である
が、JABEE教育の充実にも関連しており、良好な結
果が得られた。

○平成30年度の電子・情報システム工学専攻2年生
7名のうち、6名がシステムデザイン工学プログラム
（JABEE認定プログラム）を選択しており、4名が
JABEE認定プログラムを修了した。

Ａ
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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PRに対する評価を行う。 ○１１月３日の第３回オープンキャンパスにおいて、
専攻科の学生が行っている研究紹介を各研究室公
開時に行う予定であったが、大島大橋外国船衝突事
故による交通規制や町内全域にわたる断水の影響
により中止となった。

○平成30年度の専攻科入学者は定員を大幅に超え
ており、PRの成果が表れている。

○毎年12月に開催された就職・進学懇談会におい
て、本科4年生の保護者に対するＰＲ（説明）が徐々
に専攻科進学への成果につながった。

○学位授与機構の特例適用認定が在校生に周知さ
れ、専攻科進学の希望者が増加した。

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・就職支援の評価を行
う。

○キャリア支援室、各科学科長と連携し、専攻科２
年生の就職・進学先を確保することができた。

○申し込みのあった企業説明会及び大学院進学説
明会を専攻科生に対して随時実施した。

○キャリア支援室と連携し、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呼びかけた。また、
それに伴うマナー教室を本科生と合同で実施した。

○キャリア支援室主催の就職・進学合同説明会に専
攻科生を参加させ、就職・進学先の情報収集をさせ
た。

○大島大橋外国船衝突事故による交通規制や町内
全域にわたる断水の影響により、教務予定が大幅に
変更されたため、就職・進学支援のアンケートを実施
するには至らなかった。

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。 ○省エネルギー対策方針を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

室等に掲示等で周知した。

○電力使用量については、デマンド監視装置による
抑制に努めた。

○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

Ａ

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、
契約手続き等を定期的に見直し、競争性の確保に
努める。

○実施した一般競争入札９件のうち、８件について
は、２社以上の入札者があり、競争性を確保した。残
りの１件については、２社が仕様書を受領したが、１
社のみの入札であった。告知期間が最小の10日間
であったため、同種の入札は、今後、より多くの期間
を確保することとする。

○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

Ａ
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