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Ⅰ 対象高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 佐世保工業高等専門学校 

（２）所在地 長崎県佐世保市沖新町１－１ 

（３）学科等構成 

準学士課程 

機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科， 

物質工学科 

専攻科課程 

複合工学専攻（機械工学系，電気電子工学系， 

情報工学系，化学・生物工学系） 

（４）学生数及び教員数（平成25年５月１日現在） 

①学生数 

準学士課程 

学科＼学年 1 2 3 4 5 合計

機 械 工 学 科 42 46 47 35 36 206

電気電子工学科 44 43 45 41 41 214

電子制御工学科 44 45 42 45 47 223

物 質 工 学 科 43 43 41 41 43 211

計 173 177 175 162 167 854

専攻科課程 

専攻＼学年 学年 1 2 合計

複合工学専攻 

機 械 工 学 系  3  7 10 

電気電子工学系 10  8 18 

情 報 工 学 系  6  8 14 

化学・生物工学系  5  2 7 

計 24 25 49 

②教員数 

 学科＼職名 教授 準教授 講師 助教 合計

一 般 科 目 8 7 4 0 19

機 械 工 学 科 3 4 3 0 10

電気電子工学科 4 5 2 1 12

電子制御工学科 3 5 2 1 11

物 質 工 学 科 5 4 2 1 12

   計 23 25 13 3 64

 

２ 特徴  

・沿革 

 高度経済成長の基盤を支える中堅技術者の育成という

社会的要請によって佐世保工業高等専門学校（以下本校と

いう）は第一期校として昭和37年度に機械工学科と電気工

学科の２学科で設立された。昭和41年度に工業化学科が設

置され,昭和63年度には２学級であった機械工学科のうち

１学級を電子制御工学科に改組し，現在の４学科，学生定

員160名/１学年となった。この間，長崎県の離島や県外か

ら学生を受け入れるべく昭和44年度には低学年（1，2年生）

の全寮制を実施した。平成３年度には産業界の要請に合わ

せて工業化学科を物質コースと生物コースからなる物質

工学科に改組した。さらに，平成９年度には高専卒業生に，

より高度な教育・研究を実施する課程として機械工学，電

気電子工学，物質工学の３専攻からなる専攻科（定員16

名）を設置した。また，平成16年度より，教育プログラム

名「複合型もの創り工学」がJABEE認定されている。平成

17年度には電気工学科を電気電子工学科に名称変更した。

平成24年度には，高度化・複合化が加速する工学分野に即

応できる高度技術者育成を目的に，専攻科を１専攻（複合

工学専攻）４工学系（機械工学系，電気電子工学系，情報

工学系，化学・生物工学系）に改組し現在に至っている。 

・準学士課程教育の特色 

大学入試から解放された 5 年間一貫教育の自由闊達な

雰囲気を背景として，本校は低学年から専門分野への導入

教育を行う一方，教養科目の充実を図り，広い知識と豊か

な教養を身につけることに配慮したカリキュラムを実施

している。また，実験実習やクラブ活動を重視し，実践的

な技術者，行動的な職業人の育成を目指している。 

開校以来，6,500 名以上の卒業生を実践的技術者として

社会に送り出し，高い評価を得ている。求人倍率は，高校・

大学などの教育機関に比べ極めて高く，ほぼ 100％の就職

率を堅持している。これは，本校の教育理念（Ⅱ 目的参

照）の実践によりもたらされた結果である。なお，卒業後

の進路は，就職者は約 60％であり，専攻科への進学およ

び大学３年生への編入学者は約 40％である。 

・専攻科課程教育の特色  

カリキュラム構成に大きな特徴を有する。専攻科課程で

は，準学士課程で修得した専門分野をさらに深く学修する

とともに，総合創造演習，総合創造実験のような他分野の

実験実習を取り入れ，総合的かつ複合型実践教育を実施し

ている。さらにコミュニケーション能力，プレゼンテーシ

ョン能力の養成に注力し，学協会等での研究成果の発表お

よび TOEIC 400点相当以上の学力修得を課している。これ

らにより，近年の高度で複雑かつ国際化した技術に対処で

きる，問題解決能力を備えた創造性豊かなもの創り技術者

の養成を目指す課程としている。
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Ⅱ 目的 

 「地球的視野で人類の幸福のため社会に貢献できる人材の育成を使命とし，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能

力を育成することを目的」として，本校では次の教育理念，目標を掲げている。 

 

１．教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求される基礎学力と高い専

門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育を行い，複眼的視野をもつ

人材の育成を目指す。 

 

２．教育目標 

２．１．佐世保高専準学士課程の教育目標 

（１）ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，学習意欲を養成する。 

（２）高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につけ，自ら課題を探究し，解

決できる能力を養成する。 

（３）実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

（４）論理的な思考力，コミュニケ－ション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

（５）情報技術の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 

（６）豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる能力を養成する。 

 

２．２．各学科の教育目標 

一般科目，各学科，専攻科は各種資格の獲得を奨励するとともに教育目標を次のように掲げている。 

（１）一般科目 

①人文・社会・保健体育系科目を充実し，心身ともに豊かな人間性と倫理観を育成する。 

②理数系科目では実験・実習の体験的学習を重視し，理論と実践に導かれた創造性と実践力を育成する。 

③日本語・英語教育を充実し，国際的に活躍できる技術者としてのコミュニケ－ション・プレゼテーション能力の 

向上を図り人間力を育成する 

④「くさび形」教育課程の長所を活かして，専門科目との連携・融合を図り，専門科目学習への動機づけを推進する。 

（２）各学科の教育目標 

各学科共通の目標としては，次の項目が挙げられる。 

①応用数学，応用物理，情報処理などの基礎科学を充実し，工業の基礎となる各学科特有の基礎科目を修得する 

ことにより，技術者としての基礎能力を育成する。 

②創作実習・工作実習・工学実験などの実技演習科目を早期から習得することにより，計画，遂行，データ解析 

などの実践力や創造性を培い，卒業研究では自学自習能力と問題解決能力を育成する。 

さらに，各学科は学科独自の目標として次のことを掲げている。 

①機械工学科では，材料学などの専門科目の他，電気電子工学，制御工学などを修得し，メカトロニクス 

技術とシステムデザイン能力を育成する。 

  ②電気電子工学科では，電力工学などの電気系分野，電子工学などの電子系分野および通信工学・情報工学 

などの情報・通信分野の３分野での幅広い能力を養成し，自身で課題の追求や解決できる技術者を育成する。 

  ③電子制御工学科では，専門科目のほか機械概論などを修得し，情報制御技術の総合化と電子制御システムの 

創成能力を育成する。 

  ④物質工学科は４年から物質，生物の２コースに分かれる。物質系では無機，有機などの専門科目を修得し， 

生物系では化学を基礎に生物工学や培養，遺伝子工学の修得を通じて，化学，医薬品，食品工業界で活躍 

できる人間性豊かで創造性に富む技術者を育成する。 
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２．３．専攻科の教育目標 

  準学士課程教育を基礎に専攻科課程では，さらに２ヶ年の教育課程での目標を次のように掲げている。 

①自己の専門分野（機械工学・電気電子工学・物質工学）について，より深い専門性を養う。 

  ②他の専門技術分野に関する基礎知識と最新の知識も身につけ，複合化、高度化した工学分野について複眼的な 

課題探求能力と問題解決能力を養成する。 

  ③ 地球的な視野での倫理観と豊かな創造性，実践力を養成する。 

  ④ 国際水準の技術者を目指す。 

 

２．４．専攻科の内容  

 専攻科では，グローバル化した社会において，高度化，複合化した工学分野の諸問題を解決して「もの創り」を行うた

めに，各分野（機械工学，電気電子工学，情報工学，化学・生物工学）について深い専門性を養いつつ，先進的な他の専

門分野の知識と技術を身につける複合的な教育を行うことにより，複眼的な問題解決能力を備えた創造性豊かな，世界に

通用する「もの創り技術者」を育成する。即ち，複眼的視野を有し，それぞれの専門分野で“もの創り”に対応できる技

術者の育成を目指しており，専門分野（工学系）ごとの具体的内容は以下の通りである。 

（１）機械工学系 

あらゆる産業の根幹をなす機械工学では独創的研究開発を展開するための基礎科学である場の力学，粘性流体力学，熱

流動工学，機械振動論などの力学関連の専門科目を中心に，機械要素の設計・製作・制御に関連した精密加工特論，工業

計測学，メカトロニクス工学などを修得する。さらに，情報，バイオ，環境などの分野横断的な科目も修得することによ

り，先進的でシステムデザイン能力を有する技術者を養成する。 

（２）電気電子工学系 

 エレクトロニクス・コンピュータ技術の基礎となる数理科学系科目を中心に，材料科学や生産システム工学など幅広い

分野・領域の科目を修得し，産業界での設計・生産や研究開発分野の先進的技術者として，多面的かつ総合的に寄与でき

る基礎能力を涵養する。さらに，特別研究などを通じて，新規分野の開拓能力，高い問題解決能力を培い，システム創成

能力を有する実践的技術者を養成する。 

（３）情報工学系 

コンピュータおよびネットワークなどの情報技術系およびものづくりの基盤となる電子制御系の専門科目を中心に，環

境，バイオなどの学際的な科目を修得し，複眼的な視点を身に付ける。さらに特別研究などにより，情報技術と電子制御

の融合技術，創成技術を修得する。これらの習得を通して，情報技術に関する高度な専門知識を，電子制御技術へ融合的

に応用し，人にやさしい知的情報処理システムを創成できる研究開発型技術者を育成する。 

（４）化学・生物工学系 

 付加価値の高い素材・製品の研究開発と生産技術を中心とする化学工業の分野と，医薬品等の製造で実用化が図られて

いる先端的バイオ技術分野にわたって幅広い高度な専門知識を修得する。さらに，特別研究などを通じて環境・エネルギ

ー問題への化学・生物学的見地から対処できる能力を養い，各種分析技術や材料開発を含めた関連の技術分野における開

発・研究に従事できる創造的技術者を養成する。 

 

２．５．卒業，修了時に達成される基本的な成果 

本校の教育課程は，準学士課程，専攻科課程の教育目標にそって系統的に配置されている。これを低学年から順に学修

することにより，以下の基本的成果を身につけることができる。 

（１）準学士課程 

 明確な職業意識と自ら学習する能力，技術者としての基礎知識・技能，基礎学力・専門知識と専門技術及び自ら課題を

探究し分析・解決する基礎能力，豊かな創造性と実践力，論理的思考力とコミュニケーション能力，情報技術と情報リテ

ラシー，豊かな教養と倫理観などを身につけることができる。 

（２）専攻科課程 

 準学士課程を基礎としたより深い専門知識・専門技術が身につく。さらに他の専門分野並びに総合創造実験，総合創造

演習などを学修することにより複眼的な課題探求能力と問題解決能力，創造性・実践力の素養が身につく。また地球的視

野と倫理観をもつ技術者として国際的に活躍できる基礎を身につけることができる。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が、それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ、

その内容が、学校教育法第115条に規定された、高等専門学校一般に求められる

目的に適合するものであるか。また、学科及び専攻科ごとの目的も明確に定めら

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校創設時に，高等専門学校の創設の趣旨である「中堅技術者の養成」及び学校教育法を踏まえて，

本校の目的を次のように定めている。「教育基本法の精神にのっとり，学校教育法に基づいて，深く

専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，もって創造的な知性と豊かな人間性を備えた有為な

技術者を育成することを目的とする（資料１－１－①－１）。」本校では，この目的を創設当初から

現在まで一貫して掲げている。 

平成 12 年には，学校として養成しようとする人材像を学校の教育理念として定め，平成 14 年度に

その教育理念を練り直し，準学士課程と専攻科課程に分けて再定義した（資料１－１－①－２）。さ

らに，卒業（修了）時に身につけるべき資質・学力を教育目標として本校全体及び専攻科課程に分け

て定めている（資料１－１－①－３，４）。また，これらの資質・学力については，具体的に各学科

の教育目標として別々に明確に定めている（資料１－１－①－５～９）。 

これらは学校教育法 115 条の目的に対応している（資料１－１－①－10）。さらに専攻科課程では，

日本技術者教育認定機構（JABEE）の基準に準じ，育成する技術者像を定めている（資料１－１－①

－11）。また，これらの教育目標を達成する為に，５ヵ年中期計画を定めている（資料１－１－①－

12（別添１－１））。 

 

 

観点１－１－①資料一覧 

（資料１－１－①－１） 学則（学校の目的）            出典：佐世保高専規程集

（資料１－１－①－２） 教育理念                 出典：学校要覧 

（資料１－１－①－３） 教育目標                 出典：学校要覧 

（資料１－１－①－４） 専攻科課程 教育目標           出典：学校要覧 

（資料１－１－①－５） 準学士課程 一般科目教育目標       出典：学校要覧 

（資料１－１－①－６） 準学士課程 機械工学科教育目標      出典：学校要覧 

（資料１－１－①－７） 準学士課程 電気電子工学科教育目標    出典：学校要覧 

（資料１－１－①－８） 準学士課程 電子制御工学科教育目標    出典：学校要覧 

（資料１－１－①－９） 準学士課程 物質工学科教育目標      出典：学校要覧 

（資料１－１－①－10） 学校教育法 115 条と目的の対応       出典：総務課資料 

（資料１－１－①－11） JABEE 認定技術者教育プログラム      出典：学校要覧 

（資料１－１－①－12） 佐世保高専第２期中期目標・中期計画    出典：総務課資料 
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資料１－１－①－１

佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，学校教

育法に基づいて，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，もって創造的な知性と豊

かな人間性を備えた有為な技術者を育成することを目的とする。 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料１－１－①－４

専攻科課程 教育目標 

① 自己の専門分野（機械工学，電気電子工学，情報工学，化学・生物工学）について，より深

い専門性を養う。  

② 他の専門技術分野に関する基礎知識と最新の知識も身につけ，複合化，高度化した工学分野

について複眼的な課題探求能力を養成する。 

③ 地球的な視野での倫理観と豊かな創造性，実践力を養成する。  

④ 国際水準の技術者を目指す。（JABEE 認定，2005 年５月） 

（出典 学校要覧）

資料１－１－①－３

教育目標 

１) ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，

学習意欲を養成する。 

２) 高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につ

け，自ら課題を探究し，解決できる能力を養成する。 

３) 実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

４) 論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

５) 情報処理の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 

６) 豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類のために貢献できる能力を養成す

る。 

（出典 学校要覧）

資料１－１－①－２

教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ

融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

 

（出典 学校要覧） 
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資料１－１－①－５

準学士課程 一般科目教育目標 

1. 人文・社会・保健体育系科目を充実し，心身ともに豊かな人間性と倫理観を育成する。 

2. 理数系科目では実験・実習の体験的学習を重視し，理論と実践に導かれた創造性と実践力

を育成する。 

3. 日本語・英語教育を充実し，国際的に活躍できる技術者としてのコミュニケーション・プ

レゼンテーション能力の向上を図り人間力を育成する。 

4. 「くさび形」教育課程の長所を活かして，専門科目との連携・融合を図り，専門科目学習

への動機づけを推進する。 

（出典 学校要覧）

資料１－１－①－７

準学士課程 電気電子工学科教育目標 

1. 電気磁気学，電気回路の電気系基礎科目や応用数学，工業物理などの工業基礎科目を充実さ

せるとともに，技術者としての強い責任感や倫理観を育成する。  

2. 電気機器，高電圧工学，電気材料，電力工学，電気設計などの電気系分野や電子回路，電子

工学，電子制御，電気電子計測などの電子系分野および通信工学，情報通信，電子計算機，

情報工学，情報処理などの情報リテラシーおよび通信の３分野での幅広い能力を養成し自身

で課題を追求し解決できる技術者を育成する。 

3. 創作実習，電気工学実験や卒業研究などの実験実習の体験的学習を重視し，計画，遂行，デ

ータ解析，工学的考察および説明能力を育成する。 

（出典 学校要覧）

資料１－１－①－６

準学士課程 機械工学科教育目標 

1. 応用数学，一般物理，情報処理などの基礎科学を充実し，工業の基礎となる材料力学・熱力

学・流体工学・機構学など力学関連科目を修得することにより，技術者としての基礎能力を

育成する。 

2. 創作実習・工作実習・ものづくり総合実習・工学実験などの実技教育を早期から習得するこ

とにより，実践力や創造性を培い，卒業研究では自学自習能力と問題解決能力を育成する。 

3. 設計製図・材料学・機械工作法・電気工学・制御工学などを修得し，メカトロニクス技術と

システムデザイン能力を育成する。 

（出典 学校要覧）
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資料１－１－①－10 

学校教育法１１５条と目的の対応 

「深く専門の学芸を教授」に対応 「職業に必要な能力を育成」に対応 

教育理念（準学士課程） 

「ものつくりの基盤を支える技術者に要求さ

れる基礎学力と高い専門知識を身につけ，」

教育理念（準学士課程） 

「創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間

性，国際性を備え，社会に貢献できる」 

教育理念（専攻科課程） 

「他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を

加えて，」 

教育理念（専攻科課程） 

「複眼的視野をもつ」 

教育目標（準学士課程）の２），３） 教育目標（準学士課程）の１），４）～６）

教育目標（専攻科課程）の①，② 教育目標（専攻科課程）の③，④ 

準学士課程各学科（機械工学科，電気電子工

学科，電子制御工学科及び物質工学科）の教

育目標 

準学士課程一般科目の教育目標の１～３ 

（出典 総務課資料） 

資料１－１－①－９

準学士課程 物質工学科教育目標 

1. 生物・応用数学・一般物理・情報処理などの基礎科学を充実し，物質・生物系の基礎となる

無機・有機・物理・分析化学などを体系的に修得させ，物質の本質を理解し，新素材を開発

できる技術者としての基礎能力を育成する。  

2. 創作実習・情報処理・工学実験・化学機器などの実験演習を早期から修得させ，実践力や創

造性を培い，卒業研究では自学自習能力と問題解決能力を育成する。 

3. 物質系では，無機・有機・高分子材料の合成，分析，測定，評価法などを修得させ，生物系

では，化学を基礎に生物工学や培養，遺伝子工学の修得を通じて，化学，医薬品，食品工業

界で活躍できる人間性豊かで創造性に富む技術者を育成する。 

（出典 学校要覧）

資料１－１－①－８

準学士課程 電子制御工学科教育目標 

1. 応用数学，一般物理，数値プログラミングなどの基礎科学を充実し，電子情報系の基礎とな

る電磁気学・電子回路・ソフトウェア科学・システムプログラム論などを体系的に修得する

ことにより，情報システムを構築し，開発できる技術者としての基礎能力を育成する。 

2. 創作実習・情報処理・工学実験などの実技演習科目を早期から修得させ，実践力や創造性を

培い，卒業研究では自学自習能力と問題解決能力を育成する。 

3. ロボット工学・計測工学・電子制御工学・工学基礎概論などを修得し，情報制御技術の総合

化と電子制御システムの創成能力を育成する。 

（出典 学校要覧）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，高等専門学校が社会において担う基本的な役割として，学校教育法に基づき学校の目的

を定めている。また，学校の養成する人材像として教育理念を定め，これに基づき，卒業時に身につ

けるべき資質・学力としての教育目標を各学科，専攻科共に具体的に定めている。専攻科においては，

日本技術者教育認定機構（JABEE）の基準に準じて，育成しようとする人物像も策定している。さら

に，これらの目標を達成するため，５ヵ年の中期計画も策定している。 

資料１－１－①－11

JABEE 認定 技術者教育プログラム（育成する技術者像） 

 グローバル化した社会において，高度化，複合化した工学分野の諸問題を解決して「もの創

り」を行うために，各専門分野（機械工学，電気電子工学，物質工学）について深い専門性を養

いつつ，先進的な他の専門分野の知識と技術も身につける複合的な教育を行うことにより，複眼

的な問題解決能力を備えた創造性豊かな，世界に通用する「もの創り技術者」を育成する。 

 

（出典 学校要覧）
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観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学校の目的を本校ウェブサイト（資料１－２－①－１）に掲載している。また，教員必

携及び学生便覧（資料１－２－①－２）にも掲載し，学則（資料１－２－①－３）に含む形となって

いる。教育理念と教育目標は，教員と事務部門に配布される学校要覧（資料１－２－①－４），全学

生と教職員に配布している学生便覧（資料１－２－①－５）及び本校ウェブサイト（資料１－２－①

－６）に掲載している。また，周知を図るために，教職員に本校の目的を記載したカード（資料１－

２－①－７）を配布している。新任教員については，着任時に本校の目的の説明を行っている（資料

１－２－①－８）。非常勤講師に対しては，教育目標一覧（資料１－２－①－９）とJABEE認定のパ

ンフレットを年度当初に渡すことで周知を図っている。その他，全教員で行っている中学校訪問の事

前説明会の際に，教育目標の再確認をしている。また，準学士課程の学生は，教育目標に対応した科

目系統図（資料１－２－①－10）を用いて，成績確認（ポートフォリオ）の際に教育目標と取得科目

の関係を確認している。 

目標の周知程度を学校として把握するために，学校の教育目標に対する周知アンケートを全教職員

及び全学生に対して行った（資料１－２－①－11）。この結果から，教育目標が概ね周知されている

ことが確認できる（資料１－２－①－12）。 

観点１－２－①資料一覧 

（資料１－２－①－１） 学校の目的               出典：本校ウェブサイト 

（資料１－２－①－２） 学校の目的               出典：教員必携，学校要覧

（資料１－２－①－３） 学則（学校の目的）           出典：佐世保高専規程集 

（資料１－２－①－４） 教育理念と教育目標           出典：学校要覧 

（資料１－２－①－５） 教育理念と教育目標           出典：学生便覧 

（資料１－２－①－６） 教育理念と教育目標           出典：本校ウェブサイト 

（資料１－２－①－７） 教育目標カード             出典：総務課資料 

（資料１－２－①－８） 新任教員に対する目的の周知資料     出典：教務主事室資料 

（資料１－２－①－９） 教育目標一覧（非常勤講師用）      出典：学生課資料 

（資料１－２－①－10） 教育目標に対応した科目系統図      出典：学生課資料 

（資料１－２－①－11） 教育目標アンケート様式         出典：総務課資料 

（資料１－２－①－12） 教育目標のアンケートの結果       出典：教育データベース 
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資料１－２－①－１

学校の目的 

 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，学校教

育法に基づいて，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，もって創造的な知性と豊

かな人間性を備えた有為な技術者を育成することを目的とする。  

（出典 本校ウェブサイト）

資料１－２－①－３

第１章 目的 

 （目的）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，

学校教育法に基づいて，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，もって創造的な

知性と豊かな人間性を備えた有為な技術者を育成することを目的とする。  

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料１－２－①－２

学校の目的 

 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）は，教育基本法の精神にのっとり，学校教

育法に基づいて，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，もって創造的な知性と豊

かな人間性を備えた有為な技術者を育成することを目的とする。  

（出典 教員必携，学校要覧）
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資料１－２－①－５

教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

 さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育

を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

 

教育目標 

１) ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，学習

意欲を養成する。 

２) 高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につけ，自

ら課題を探究し，解決できる能力を養成する。 

３) 実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

４) 論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

５) 情報技術の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 

６) 豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる能力を養成

する。 

（出典 学生便覧）

資料１－２－①－４

教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

 さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育

を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

 

教育目標 

１) ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，学習

意欲を養成する。 

２) 高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につけ，自

ら課題を探究し，解決できる能力を養成する。 

３) 実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

４) 論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

５) 情報技術の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 

６) 豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる能力を養成

する。 

（出典 学校要覧）
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資料１－２－①－６

教育理念 

準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育

を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

 

教育目標 

１．ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，学習

意欲を養成する。 

２．高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につけ，自

ら課題を探究し，解決できる能力を養成する。 

３．実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

４．論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

５．情報技術の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 

６．豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる能力を養成

する。 

（出典 本校ウェブサイト）
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                                    資料１－２－①－８ 

新任教員に対する目的の周知資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教務主事室資料） 

資料１－２－①－７
教育目標カードの表示内容 

（表） 
佐世保高専の教育理念 

準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求される基礎学力と高い専
門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育を行い，複眼的視野をも
つ人材の育成を目指す。 

佐世保高専の教育目標 
１.ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意識，学習意欲を養成する。 
２.高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身につけ，自ら課題を探究し，解決で

きる能力を養成する。 
３.実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する 
４.論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を育成する。 
５.情報技術の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはかる。 
６.豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる能力を養成する。 

（裏） 

佐世保高専（専攻科）の教育目標 
１. 自己の専門分野（機械工学，電気電子工学，情報工学，化学・生物工学）について，より深い専門性を養う。  
２. 他の専門技術分野に関する基礎知識と最新の知識も身につけ，複合化，高度化した工業分野について複眼的な課題探

求能力と問題解決能力を養成する  
３.地球的な視野での倫理観と豊かな創造性，実践力を養成する。 
４.国際水準の技術者を目指す。（JABEE 認定，2005 年５月） 

（出典 総務課資料）

 

１）ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期
に知ることを通して、明確な職業意識、学習意
欲を養成する

２）高度科学技術を中核となって推進するための基
礎知識と基礎技能、専門知識を身につけ、自ら
課題を探求し、解決できる能力を育成する

３）実験実習など体験学習を重視して、豊かな創造
性と実践力を養成する

１．教育目標（本科）

４）論理的な思考力、コミュニケーション能力、
プレゼンテーション能力を養成する

５）情報技術の進展に対応できるよう、全学科
おいて情報リテラシーの向上をはかる

６）豊かな教養と倫理観を身につけ、地球的な視
野で人類の幸福のために貢献できる能力を養
成する

教育目標（本科）

【教育目標】

①自己の専門分野について、より深い専門性を養う。

②他の専門技術分野に関する基礎知識と最新の知識も身につけ、複合化、高度

化した工業分野について複眼的な課題探求能力と問題解決能力を養成する。

③地球的な視野での倫理観と豊かな創造性、実践力を養成する。

④国際水準の技術者を目指す。

JABEE認定教育プログラム「複合型もの創り工学」

機械工学系 電気電子工学系

化学・生物工学系情報工学系

各専門分野にまたがる
融合・複合型
カリキュラム

＜融合・複合型カリキュラム＞
・総合創造実験

・総合創造演習

・技術者総合ゼミ

・創造性の涵養
・コミュニケーション・

プレゼンテーション能力の育成

専攻科の教育
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資料１－２－①－９
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資料１－２－①－９続き

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料）
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（出典 学生課資料） 

 

                                  資料１－２－①－10
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資料１－２－①－11

1)
ものづくりや創造する喜びと楽しさを早期に知ることを通して、明確な
職業意識、学習意欲を養成する。

2)
高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能、
専門知識を身につけ、自ら課題を探求し、解決できる能力を養成す
る。

3)
実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成す
る。

4)
論理的な思考力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を
養成する。

5)
情報技術の進展に対応できるよう、全学科において情報リテラシー
の向上をはかる。

6)
豊かな教養と倫理観を身につけ、地球的な視野で人類の幸福のた
めに貢献できる能力を養成する。

1)
人文・社会・保健体育系科目を充実し、心身ともに豊かな人間性と倫
理観を育成する。

2)
理数系科目では実験・実習の体験的学習を重視し、理論と実践に導
かれた創造性と実践力を育成する。

3)
日本語・英語教育を充実し、国際的に活躍できる技術者としてのコ
ミュニケーション・プレゼンテーション能力の向上を図り人間力を育成
する。

4)
「くさび形」教育課程の長所を活かして、専門科目との連携・融合を
図り、専門科目学習への動機づけを推進する。

1)
応用数学、応用物理、情報処理などの基礎科学を充実し、工業の基
礎となる材料力学・熱力学・流体工学・機械運動学など力学関連科
目を修得することにより、技術者としての基礎能力を育成する。

2)
創作実習・工作実習・工学実験などの実技教育を早期から修得する
ことにより、実践力や創造性を培い、卒業研究では自学自習能力と
問題解決能力を育成する。

3)
設計製図・材料学・機械工作法・電気電子工学・制御工学などを修
得し、メカトロニクス技術とシステムデザイン能力を育成する。

１

0
２

0
３

0
４

0

４

0

１

0
２

0
３

0
４

0

佐世保工業高等専門学校　機械工学科　教育目標アンケート

２．一般科目の教育目標

３．機械工学科の教育目標

１．学校の教育目標

このアンケートは皆さんが本校の教育目標をどの程度知っているか調査するものです。

次の選択肢の中から１つだけ選び、該当の番号の  0 の部分を黒のペンか鉛筆で塗りつぶしてください

１：全然知らない　２：少し知っている　３：ある程度知っている　４：よく知っている　

１

0
２

0
３

0

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教職員に対する目的の周知は，学校要覧や本校ウェブサイトにより行なわれている。学生に対して

は，目的が記載してある学生便覧と本校ウェブサイトにより行われており，成績確認の際に，教育目

標と修得科目の対応を再確認する取り組みが行われている。教育目標に対するアンケート結果から，

その周知が適切に行われていることがわかる。 

資料１－２－①－12

学校の教育目標のアンケート結果 

8% 4% 1%
6%

41%

30%

12%

20%

42%

30%

50%

49%

10%

36% 37%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

１～５年生 専攻科生 教員 事務・技術職員

学校の教育目標

4知っている

3ある程度

2少し

1知らない

14%
23%

47%
32%

33%
34%

7% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

１～５年生 専攻科生

一般科目の教育目標

4知っている

3ある程度

2少し

1知らない

14%
3%

40%

7%

34%

42%

12%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

１～５年生 教員

学科の教育目標

4知っている

3ある程度

2少し

1知らない

4% 7%
12%

13% 12%

24%
26%

44%

41%

57%

37%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

専攻科生 教員 事務・技術職員

専攻科の教育目標

4知っている

3ある程度

2少し

1知らない

（出典 教育データベース）
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観点１－２－②資料一覧 

（資料１－２－②－１） 平成 24 年度学校要覧受払簿      出典：総務課資料 

（資料１－２－②－２） 工場実習依頼文書発送先会社リスト  出典：学生課資料 

（資料１－２－②－３） 教育理念              出典：佐世保高専リーフレット

（資料１－２－②－４） JABEE 認定技術者教育プログラム   出典：佐世保高専リーフレット

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，学校の目的，教育理念及び教育目標を全て本校ウェブサイト（資料１－２－①－１参照，

資料１－２－①－６参照）に掲載することにより，社会に対して公表している。平成24年度において

は，学校の目的と準学士課程の教育目標が記載されている学校要覧（資料１－１－①－２～９参照）

を地域企業や教員訪問先企業，外部評価委員及び報道機関等に例年300部程度を配布している（資料

１－２－②－１）。250社以上の工場実習依頼先企業（資料１－２－②－２）に対しては，教育理念

（資料１－２－②－３）と専攻科で育成する技術者像（資料１－２－②－４）を記載したリーフレッ

トを送付している。また，準学士課程の募集要項には本校の目的が掲載されており，長崎県，佐賀県，

福岡県の中学校全てに配布（計294部）しており，長崎・佐賀の市町村教育委員会及び報道機関等に

配布（計109部）している。同様に，本校の目的が記載されている編入学の募集要項を長崎・佐賀県

等の高等学校全て(計117部)及び報道機関等に配布(計27部)している。さらに，専攻科の目的が記載

された専攻科の募集要項を企業や報道機関等に配布(計76部)し，本校の目的の公表を広く行っている。 
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資料１－２－②－1 

 

（出典 総務課資料）
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資料１－２－②－４

JABEE 認定 技術者教育プログラム（育成する技術者像） 

 グローバル化した社会において，高度化，複合化した工学分野の諸問題を解決して「もの創

り」を行うために，各専門分野（機械工学，電気電子工学，物質工学）について深い専門性を養

いつつ，先進的な他の専門分野の知識と技術も身につける複合的な教育を行うことにより，複眼

的な問題解決能力を備えた創造性豊かな，世界に通用する「もの創り技術者」を育成します。 

（出典 佐世保高専リーフレット）

資料１－２－②－３

教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 

 さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育

を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

（出典 佐世保高専リーフレット）

資料１－２－②－２ 

（出典 学生課資料 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由）  

学校の目的，教育理念及び教育目標を全て本校ウェブサイト等に掲載している。また，本校の目的

については学生募集要項にも掲載し，長崎・佐賀県の中学校や高校，報道機関等に配布している。さ

らに，専攻科の目的及び教育目標に関しても学生募集要項に掲載し，報道機関等に配布している。ま

た，多数の企業に学校要覧を配布するなど，本校の目的を広く公表している。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校ウェブサイトや学校要覧や募集要項など，様々な媒体で目的の公表を広く行っている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校では，創設時に学校の目的を定め，それが現在に至るまで貫かれている。また，学校ならびに

学科ごとに養成したい人材像を定めるとともに，卒業（修了）時に身につけるべき資質・学力を定め，

学生が本校において学修する際の具体的な指針を示している。これらの学校の目的は，高等専門学校

の設置の趣旨及び学校教育法における高等専門学校の目的を踏まえて定められており，教育理念及び

教育目標についても学校の目的との関連を考慮して策定されている。 

これらの目的，教育理念，教育目標を構成員（教職員及び学生）に対して周知させる取り組みは適

切に行われており，アンケートによりその周知の状況を把握している。また，これらの目的は本校ウ

ェブサイトや募集要項や学校要覧等に掲載されており，社会に対して広く公表されている。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程では，教育理念（資料２－１－①－１）である「ものつくりの基盤を支える専門技術者

を育成する」ことを目的に，機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，物質工学科の４学科を

設置している（資料２－１－①－２）。各学科は高等専門学校の設置基準の規定に適合するように，

資料２－１－①－３に示される特色のある専門分野を教育するために組織されている。各学科の教育

目標は，本校の教育目標を考慮して作成されている（資料２－１－①－４）。 

平成24年度の準学士課程の求人倍率（資料２－１－①－５），求人会社数（資料２－１－①－６）

を見ると，各学科とも求人倍率は高く，各学科の構成は社会のニーズに適したものとなっている。ま

た，地域の大学や企業等の外部有識者により構成される外部評価委員会が５年毎に開催され，教育に

関して高い評価を得ている（資料２－１－①－７）。 

観点２－１－①資料一覧 

（資料２－１－①－１） 教育理念                 出典：学校要覧 

（資料２－１－①－２） 学則（学科の構成）            出典：佐世保高専規程集

（資料２－１－①－３） 学科の概要                出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－①－４） 各学科の教育目標と学校の教育目的の対応  出典：学生課資料 

（資料２－１－①－５） 準学士課程の求人倍率           出典：教育データベース

（資料２－１－①－６） 準学士課程の求人会社数          出典：教育データベース

（資料２－１－①－７） 平成 24 年度 外部評価報告書        出典：外部評価報告書 
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資料２－１－①－１

教育理念 

 準学士課程（本科）５年間に亘る一貫教育を通して，ものつくりの基盤を支える技術者に要求

される基礎学力と高い専門知識を身につけ，創造性と実践力に富み，豊かな教養と人間性，国際

性を備え，社会に貢献できる人材を育成する。 さらに専攻科では，他分野の専門的基礎をも学ぶ

融合型教育を加えて，７年間に亘る一貫教育を行い，複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。 

 

（出典 学校要覧 抜粋）

資料２－１－①－２

佐世保工業高等専門学校学則 

組織 

（学科，学級数及び入学定員）  

第２条 本校に，次の学科を置く。  

機械工学科  

電気電子工学科  

電子制御工学科  

物質工学科 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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                            資料２－１－①－３

学科の概要 

機械工学科 

人間は社会生活をより快適にするために，多くの「物」を作ってきた。機械工学はこれらの物づ
くりのための設計・製作とこれらの製品の利用・管理を行う総合的な技術である。  

近年の機械システムの高機能化，知能化に備えて，また技術のグローバル化に対応して，種々の
困難な問題に遭遇したとき，独創的発想で解決できる能力を養うため，応用数学，応用物理など
の基礎科目，材料力学，機械力学，熱力学及び流体力学などの力学科目ならびに材料学，機械工
作法，機械運動学，設計法，計測工学などの開発・設計・加工に関する機械工学本来の専門科目
に加え，情報処理，制御工学，電気工学，電子工学，メカトロニクス，工業化学，生命工学など
機械工学に関連する周辺の広い分野の科目を取り入れた教育を行っている。 

また知識教育に偏ることなく，設計製図，機械工作実習，機械工学実験などの実技教育を充実さ
せ，豊かな人間性を育むための教養教育を尊重し，さらにクラブ活動を奨励し，人間社会と自然
環境の調和を図りながら，真に人間に有用な物づくりとは何かということを，広い視野のもとに
的確に判断し，高い理想と信念を持って実行できる心身共に健全でバランスの取れた国際性豊か
な機械技術者を育成する。 

また，実践的能力を育成するため，機械設計技術者検定３級，危険物取扱者検定乙種，実用英語
検定２級，工業英語検定２級，情報処理技術者検定２級などの資格が取得できるよう指導してい
る。 なお，機械技術に関する国家試験等の資格取得には多くの場合，実務経験を要求されるた
め，学生時代に取得できるものは極めて少ないが，社会に出て実務経験を積んだとき，容易に資
格を取得できる学力が身につくよう教育している。 

 

電気電子工学科 

将来，社会の変動に対応して，強い責任感と高い倫理性をもって行動し，研究開発，設計，生産
技術，フィールドエンジニアリングなどの分野で社会に貢献できる技術者を育成する。また，将
来にわたって自己啓発と学習を継続し，独立してまたは人と協力して問題解決にあたることので
きる基礎学力と専門知識の修得を目指す。 

まず，応用数学，応用物理，情報処理，機械工学概論などを学習することによって工業基礎学力
を身につける。また，電気的基礎学力を修得するために，電磁気学，電気回路，電子回路，電子
工学，制御工学，情報工学，電気工学実験などを学習する。これらの基礎学力を確実に身につけ
た後，さらに高度な専門知識を修得するために，電気計測，電気機器，電子計算機，電子制御，
通信工学，情報通信，電気材料，高電圧工学，電気設計などの科目が開設されている。 

また，最新の知識の修得や各種の公的資格取得のため，選択科目として電力工学，応用通信工
学，システム工学，電気法規・電気施設管理，光子工学，情報システムなどが開設されている。 
卒業研究は創造性の育成や課題探求能力・プレゼンテーション能力の開発のために不可欠なもの
と位置づけている。 

本学科在学中に取得できる資格として，第２種電気主任技術者試験，第１級陸上無線技術士試
験，第２種情報技術者試験，ラジオ・音響技能検定試験２級，デジタル技術検定試験２級，工事
担任者試験，英語検定試験２級などがあり，これら公的認定試験のうち少なくとも２ないし３の
資格を取得できるよう指導している。 
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                                資料２－１－①－３続き 

電子制御工学科 

現代の高度文明社会はコンピューターを用いた制御技術なしには成り立たない。身近な生活の例
では，最新型の洗濯機や冷蔵庫，炊飯器などはコンピューターにより制御されている。インター
ネット，携帯電話，カーナビなどはコンピューターに直結しており，これらをつくる工場もコン
ピューターにより制御されている。 私たちは，家にいるときも，働いているときも，買い物を
しているときも，自動車の中でも，新幹線の中でも，飛行機の中でも，宇宙に飛び立つ人工衛星
の中でも，あらゆる分野で情報・通信技術，電気・電子技術，制御技術を頼りにしている。これ
らの技術分野の進歩は極めて急速であるから，これらに対応できる基礎知識と応用力，開発力を
備えた技術者の育成が強く求められている。  

電子制御工学科では，急速な情報・制御技術の進歩に対応できるように，この分野の基礎から応
用まで理論と実験・実習の両面から教育を行っている。そのために，低学年では，基礎電気工学
・電気工学等で電気・電子技術の基礎教育，情報処理で情報技術の基礎教育を行う。高学年で
は， 

（１）電気回路・電気磁気学・工学実験等で高度な電気・電子技術， 
（２）電子計算機・知識工学・画像工学・工学実験等に通信工学を加えて情報・通信技術， 
（３）電子制御工学・ロボット工学・工学実験 

等で制御技術の教育を行っている。  

これらを３本柱として，コンピューターを中心に電気電子・制御技術を応用し，人類にとって価
値の高い自動化システムや人工知能システムを開発できる技術者の育成を目指している。さら
に，急速な技術の進歩に柔軟に対応でき，社会的な責任感を備えた技術者の養成をも目標に掲げ
ている。 

物質工学科 

現代のわれわれの生活を支えている食料をはじめ自動車や航空機などの輸送機器，電気機器，情
報機器，医療機器にいたるまですべては物質から成り立っている。最近では医学や農学の分野で
発展した遺伝子操作などのバイオテクノロジーにおける新技術の工学への応用が物質・材料系技
術者に期待されている。 

一方，20 世紀における物質文明の発展の反面として現れた地球規模での環境汚染や資源枯渇，人
口増加などの問題がある。さらに近年，わが国の工業は重厚長大型から軽薄短小型へと移行しつ
つあり，これにともない物質の分野では新素材の開発や省資源型エネルギーの開発などに重点が
置かれるようになっている。 

物質工学科ではこれらの状況に対応するため，先端的な有機材料，無機材料の研究開発を中心と
した物質コース，生命工学の知識や技術などの修得を中心とした生物コースの２コース制をとっ
ている。 両コースに共通の工学基礎として，数学，物理，化学，生物，情報処理などを学習し，
さらに物質の本質を理解するために有機・無機化学，物理化学，分析化学などを学ぶ。 
 また，物質の社会的利用形態や利用方法，経済性などを理解するための化学工学，物質と環境
との調和や物質の安全性についての理解を深める環境工学についても学習する。 

物質コースでは，無機・有機・高分子材料の合成，分析，物性測定，機能性評価などについて学
び，生物コースでは，化学に基礎をおいた生物工学（生体触媒や生物反応など）や培養，遺伝子
工学などについて学習する。 
 それぞれの分野における専門知識の修得を通して，将来，化学，医薬品，食品工業における研
究開発や生産分野で活躍できる人間性豊かで創造性に富む技術者の養成を目標としている。 

（出典 本校ウェブサイト）



佐世保工業高等専門学校 基準２ 
 

- 29 - 

 

資料２－１－①－４ 

準学士課程 各学科の教育目標と学校の教育目的の対応 

 

佐世保工業高等専門学校 教育目標 

１) ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して，明確な職業意

識，学習意欲を養成する。 

２) 高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能，専門知識を身に

つけ，自ら課題を探究し，解決できる能力を養成する。 

３) 実験実習など体験学習を重視して豊かな創造性と実践力を養成する。 

４) 論理的な思考力，コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力を養成する。 

５) 情報処理の進展に対応できるよう，全学科において情報リテラシーの向上をはか

る。 

６) 豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類のために貢献できる能力を養

成する。 

準学士課程 一般科目教育目標 学校教育目
標との対応 

１．人文・社会・保健体育系科目を充実し，心身ともに豊かな人間性と倫

理観を育成する。 

３）,４）,

６） 

２．理数系科目では実験・実習の体験的学習を重視し，理論と実践に導か

れた創造性と実践力を育成する。 

２）,３） 

３．日本語・英語教育を充実し，国際的に活躍できる技術者としてのコミ

ュニケーション・プレゼンテーション能力の向上を図り人間力を育成す

る。 

４） 

４．「くさび形」教育課程の長所を活かして，専門科目との連携・融合を

図り，専門科目学習への動機づけを推進する。 

２） 

 

準学士課程 機械工学科教育目標 学校教育目
標との対応 

１．応用数学，一般物理，情報処理などの基礎科学を充実し，工業の基礎

となる材料力学・熱力学・流体工学・機構学など力学関連科目を修得す

ることにより，技術者としての基礎能力を育成する。 

２）,５） 

２．創作実習・工作実習・ものづくり総合実習・工学実験などの実技教育

を早期から習得することにより，実践力や創造性を培い，卒業研究では

自学自習能力と問題解決能力を育成する。 

１）,３）,

４） 

３．設計製図・材料学・機械工作法・電気工学・制御工学などを修得し，

メカトロニクス技術とシステムデザイン能力を育成する。 

２） 

 



佐世保工業高等専門学校 基準２ 
 

- 30 - 

 

資料２－１－①－４続き 

準学士課程 電気電子工学科教育目標 学校教育目
標との対応 

１．電気磁気学，電気回路の電気系基礎科目や応用数学，工業物理などの

工業基礎科目を充実させるとともに，技術者としての強い責任感や倫理

観を育成する。 

２） 

２．電気機器，高電圧工学，電気材料，電力工学，電気設計などの電気系

分野や電子回路，電子工学，電子制御，電気電子計測などの電子系分野

および通信工学，情報通信，電子計算機，情報工学，情報処理などの情

報リテラシーおよび通信の３分野での幅広い能力を養成し自身で課題を

追求し解決できる技術者を育成する。 

２）,５）, 

３．創作実習，電気工学実験や卒業研究などの実験実習の体験的学習を重

視し，計画，遂行，データ解析，工学的考察および説明能力を育成する。  

１）,３）,

４） 

 

準学士課程 電子制御工学科教育目標 学校教育目
標との対応 

１．応用数学，一般物理，数値プログラミングなどの基礎科学を充実し，

電子情報系の基礎となる電磁気学・電子回路・ソフトウェア科学・シス

テムプログラム論などを体系的に修得することにより，情報システムを

構築し，開発できる技術者としての基礎能力を育成する。 

２）,５） 

２．創作実習・情報処理・工学実験などの実技演習科目を早期から修得さ

せ，実践力や創造性を培い，卒業研究では自学自習能力と問題解決能力

を育成する。 

１）,３）,

４）,５） 

３．ロボット工学・計測工学・電子制御工学・工学基礎概論などを修得 

 し、制御技術の総合化と電子制御システムの創成能力を育成する。 

２） 

 

準学士課程 物質工学科教育目標 学校教育目
標との対応 

１．生物・応用数学・一般物理・情報処理などの基礎科学を充実し，物質

・生物系の基礎となる無機・有機・物理・分析化学などを体系的に修得

させ，物質の本質を理解し，新素材を開発できる技術者としての基礎能

力を育成する。 

２）,５） 

２．創作実習・情報処理・工学実験・化学機器などの実験演習を早期から

修得させ，実践力や創造性を培い，卒業研究では自学自習能力と問題解

決能力を育成する。 

１）,３）,

４）,５） 

３．物質系では，無機・有機・高分子材料の合成，分析，測定，評価法な

どを修得させ，生物系では，化学を基礎に生物工学や培養，遺伝子工学

の修得を通じて，化学，医薬品，食品工業界で活躍できる人間性豊かで

創造性に富む技術者を育成する。 

２） 

（出典 学生課資料） 
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資料２－１－①－６ 

求人会社数データ・就職率 

年

度 

機 械 電気電子 電子制御 物 質 就職希望

者総数 

就職率

(%) 会社数 学生数 会社数 学生数 会社数 学生数 会社数 学生数 

20 496 29 491 21 464 28 335 23 101 100 

21 517 18 497 28 451 19 300 11 77 98.7 

22 376 27 376 36 388 26 265 19 110 98.2 

23 405 26 415 21 413 26 254 24 98 99.0 

24 465 29 484 30 422 21 253 21 102 99.0 

 

（出典 教育データベース） 

資料２－１－①－５ 

求人倍率・就職率 

年度 機 械 電気電子 電子制御 物 質 求人倍率 就職率 

20 17.1 23.4 16.6 14.6 17.9 100 

21 28.7 17.8 23.7 27.3 24.4 98.7 

22 13.9 10.4 14.9 13.9 13.3 98.2 

23 15.6 19.8 15.9 10.6 15.5 99.0 

24 16 16.1 20.1 12 16.1 99.0 

 

（出典 教育データベース） 
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資料２－１－①－７

Ⅰ 外部評価委員会  
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資料２－１－①－７続き

Ⅱ 評価結果報告 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程では「ものつくりの基盤を支える専門技術者を育成する」ことを目的に４つの学科で構

成されている。各学科が学校の教育目標を達成するために，その専門分野の特徴を活かした教育目標

を掲げて教育を行っており，学科の構成は本校の教育の目的を達成する上で適切なものになっている。

また，全学科の求人倍率が高く，学科の構成は社会のニーズに適合している。さらに，外部評価委員

会における本校の教育に関する評価も良好である。 

資料２－１－①－７続き

 

（出典 平成 24 年度 外部評価報告書 抜粋）
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観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科は，本校の教育理念のさらなる実現のために，平成９年に３専攻（機械工学，電気電子工学，

物質工学）が設立された。平成 24 年度には，複合融合教育を更に発展させると同時に社会のニーズ

に対応するために１専攻に改組し（資料２－１－②－１），教育研究分野の変化にも柔軟に対応でき

る体制とした（資料２－１－②－２（別添２－１，２），資料２－１－②－３（別添２－３））。専

攻科は，自己の専門分野について深い専門性を養うために，基盤となる４つの工学系（資料２－１－

②－４～７），及び一般科目・専門基礎共通科目（資料２－１－②－８）から構成されている。これ

らの教育内容は，専攻科の教育目標を反映している（資料２－１－②－９）。また，専攻科の入学資

格（資料２－１－②－１），各工学系の内容（資料２－１－②－４～７），深い専門性を有する特別

研究の実施（資料２－１－②－10）は，学校教育法 119 条の規定に適合している。 

専攻科課程は，準学士課程の４，５年と合わせて，平成 16 年度から日本技術者教育認定機構

(JABEE)の認定を受けており，国際的な水準の工学技術者を育成する機関として認められている。例

年，高い求人倍率となっており（資料２－１－②－11），社会のニーズに適合している。 

また，企業・大学院による教育評価アンケート（資料２－１－②－12）では，企業や大学院で必要

とされる問題解決力や実践的な技術力に対する本校修了生の評価は高く，教育の実施体制が有効かつ

適切に機能している。また，専攻科の教育に関する外部評価でも良好な結果を得ている（資料２－１

－②－13）。 

観点２－１－②資料一覧 
（資料２－１－②－１） 学則（専攻科）              出典：佐世保高専規程集

（資料２－１－②－２） 専攻科「一専攻制」改組準備会議資料    出典：専攻科委員会資料

（資料２－１－②－３） 「１専攻制」への改組について       出典：専攻科委員会資料

（資料２－１－②－４） 専攻科課程 機械工学系の内容       出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－②－５） 専攻科課程 電気電子工学系の内容     出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－②－６） 専攻科課程 情報工学系の内容       出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－②－７） 専攻科課程 化学・生物工学系の内容    出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－②－８） 専攻科課程の一般科目・専門基礎共通科目の内容 

                                 出典：本校ウェブサイト

（資料２－１－②－９） 専攻科の教育目標と各工学系の内容・目的との関係 

                                 出典：総務課資料 

（資料２－１－②－10） 2012 年度専攻科特別研究発表会プログラム  出典：学生課資料 

（資料２－１－②－11） 専攻別就職者数及び求人状況        出典：学校要覧 

（資料２－１－②－12） 企業・大学院による教育評価アンケート   出典：教育データベース

（資料２－１－②－13） 平成 24 年度 外部評価報告書        出典：外部評価報告書 
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資料２－１－②－１

佐世保工業高等専門学校学則 
 
第１２章 専攻科  
 
 （設置）  
第４４条 本校に,専攻科を置く。  
 
 （目的）  
第４５条 専攻科は,高等専門学校における教育の基礎の上に,精深な程度において工業に関する

高度な専門的知識及び技術を教授研究し,もって広く産業の発展に寄与する人材を育成すること
を目的とする。  

 
 （専攻及び入学定員）  
第４６条 専攻科の専攻及び入学定員は,次のとおりとする。 

専    攻 入学定員 

複合工学専攻 １６人 

 
 （修業年限及び在学期間）  
第４７条 専攻科の修業年限は,２年とする。ただし,４年を超えて在学することはできない。  
 
 （入学資格）  
第４８条 専攻科に入学できる者は,次の各号の一に該当する者とする。  
 

一 高等専門学校を卒業した者 
  
二 短期大学を卒業した者 
  
三 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第１３２の規定により大学に編入学す

ることができるもの  
 

四 外国において,学校教育における１４年の課程を修了した者  
 

五 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外
国の学校教育における１４年の課程を修了した者  

 
六 我が国において,外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１４年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し
た者 

  
七 その他専攻科において,高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者  

 
 （入学者の選抜）  
第４９条 校長は,専攻科の入学志願者について,別に定めるところにより選抜を行う。  
 
 （教育課程）  
第５０条 専攻科の授業科目及び単位数は,一般科目及び専門基礎科目については別表第３,専門

科目については別表第４のとおりとする。  
 
２  授業科目の単位計算方法は,１単位の履修時間を教室内及び教室外をあわせて４５時間の学

修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の各号の基準によるものとする。 
  

一 講義及び演習については,１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ
て１単位とする。  

二 実験及び実習については,３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ
て１単位とする。 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料２－１－②－５

専攻科課程 電気電子工学系の内容 

 エレクトロニクス・コンピュータ技術の基礎となる数理科学系科目を中心に,材料科学や生産シ

ステム工学など幅広い分野・領域の科目を修得し,産業界での設計・生産や研究開発分野の先進的

技術者として,多面的,かつ総合的に寄与できる基礎能力を涵養する。さらに,特別研究などを通じ

て,新規分野の開拓能力,高い問題解決能力を培い,システム創成能力を有する実践的技術者を養成

する。 

（出典 本校ウェブサイト）

資料２－１－②－７

専攻科課程 化学・生物工学系の内容 

 付加価値の高い素材・製品の研究開発と生産技術を中心とする化学工業の分野と,医薬品等の製

造で実用化が図られている先端的バイオ技術分野にわたって幅広い高度な専門知識を修得する。

さらに,特別研究などを通じて,環境・エネルギー問題への化学・生物学的見地から対処できる能

力を養い,各種分析技術や材料開発を含めた関連の技術分野における開発・研究に従事できる創造

的技術者を養成する。 

（出典 本校ウェブサイト）

資料２－１－②－６

専攻科課程 情報工学系の内容 

 コンピュータおよびネットワークなどの情報技術系およびものづくりの基盤となる電子制御系

の専門科目を中心に,環境,バイオなどの学際的な科目を修得し,複眼的な視点を身に付ける。さら

に特別研究などにより,情報技術と電子制御の融合技術,創成技術を修得する。これらの習得を通

して,情報技術に関する高度な専門知識を,電子制御技術へ融合的に応用し,人にやさしい知的情報

処理システムを創成できる研究開発型技術者を育成する。 

（出典 本校ウェブサイト） 

資料２－１－②－４

専攻科課程 機械工学系の内容 

 あらゆる産業の根幹をなす機械工学では独創的研究開発を展開するための基礎科学である場の

力学,粘性流体力学,熱流動工学,機械振動論などの力学関連の専門科目を中心に,機械要素の設計

・製作・制御に関連した精密加工特論,工業計測学,メカトロニクス工学を修得する。さらに,情

報,バイオ,環境などの分野横断的な科目も修得することにより,先進的でシステムデザイン能力を

有する技術者を養成する。 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料２－１－②－８

専攻科課程 一般科目・専門基礎共通科目の内容 

 

高度科学技術の中核を担う専門職業人としての教養と専門基礎知識を有する技術者の養成を以

下の内容で行う。 

 

①数学（数理科学）や一般化学などの一般科目,および現代物理などの専門基礎科目を修得し,高

度専門職業人としての基礎能力を養う。 

 

②日本語表現法,総合英語,応用コミュニケーションの語学教育により,国際的に通用するコミュニ

ケーション能力を養い,技術と哲学,環境論,国際関係論などの科目を修得し,地球的視野で技術

と社会の共生を追求したグローバルな視点を持つ技術者を育成する。 

 

③技術者総合ゼミ,総合創造実験,総合創造演習などの複合科目では,４つの系の専門分野をコラボ

レートし,システム創成能力と複眼的な問題解決能力を養う。 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料２－１－②－９ 

 

専攻科課程の教育目標と各工学系の内容・目的との関係 

 

 

専攻科課程 教育目標 

① 自己の専門分野（機械工学,電気電子工学,情報工学,化学・生物工学）について,よ

り深い専門性を養う。  

② 他の専門技術分野に関する基礎知識と最新の知識も身につけ,複合化,高度化した工

学分野について複眼的な課題探求能力を養成する。 

③ 地球的な視野での倫理観と豊かな創造性,実践力を養成する。  

④ 国際水準の技術者を目指す。（JABEE 認定,2005 年５月） 

 

 

専攻科課程 一般科目・専門基礎共通科目の内容 専 攻 科 教 育
目 標 と の 対
応 

数学（数理科学）や一般化学などの一般科目,および現代物理などの専門

基礎科目を修得し,高度専門職 業人としての基礎能力を養う。 

② 

日本語表現法,総合英語,応用コミュニケーションの語学教育により,国際

的に通用するコミュニケーション能力を養い,技術と哲学,環境論,国際関

係論などの科目を修得し,地球的視野で技術と社会の共生を追求しグロー

バルな視点をもつ技術者を育成する。 

③，④ 

技術者総合ゼミ,総合創造実験,総合創造演習などの複合科目では,３専攻

の専門分野をコラボレートし,システム創成能力と複眼的な問題解決能力

を養う。 

② 

 

 

専攻科課程 機械工学系の内容 専 攻 科 教 育
目 標 と の 対
応 

あらゆる産業の根幹をなす機械工学では独創的研究開発を展開するための

基礎科学である場の力学,粘性流体力学,熱流動工学,機械振動論などの力

学関連の専門科目を中心に,機械要素の設計・製作・制御に関連した精密

加工特論,工業計測学,メカトロニクス工学を修得する。 

①  

さらに,情報,バイオ,環境などの分野横断的な科目も修得することにより,

先進的でシステムデザイン能力を有する技術者を養成する。 

②  
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資料２－１－②－９続き 

 

専攻科課程 情報工学系の内容 専 攻 科 教 育
目 標 と の 対
応 

コンピュータおよびネットワークなどの情報技術系およびものづくりの基

盤となる電子制御系の専門科目を中心に,環境,バイオなどの学際的な科目

を修得し,複眼的な視点を身に付ける。 

①，② 

さらに特別研究などにより,情報技術と電子制御の融合技術,創成技術を修

得する。 

③ 

これらの習得を通して,情報技術に関する高度な専門知識を,電子制御技術

へ融合的に応用し,人にやさしい知的情報処理システムを創成できる研究

開発型技術者を育成する。 

①，② 

 

 

専攻科課程 電気電子工学系の内容 専 攻 科 教 育
目 標 と の 対
応 

エレクトロニクス・コンピュータ技術の基礎となる数理科学系科目を中心

に,材料科学や生産システム工学など幅広い分野・領域の科目を修得し,産

業界での設計・生産や研究開発分野の先進的技術者として,多面的,かつ総

合的に寄与できる基礎能力を涵養する。 

①，② 

さらに,特別研究などを通じて,新規分野の開拓能力,高い問題解決能力を

培い,システム創成能力を有する実践的技術者を養成する。 

③ 

 

 

専攻科課程 化学・生物工学系の内容 専 攻 科 教 育
目 標 と の 対
応 

付加価値の高い素材・製品の研究開発と生産技術を中心とする化学工業の

分野と,医薬品等の製造で実用化が図られている先端的バイオ技術分野に

わたって幅広い高度な専門知識を修得する。 

① 

さらに,特別研究などを通じて,環境・エネルギー問題への化学・生物学的

見地から対処できる能力を養い,各種分析技術や材料開発を含めた関連の

技術分野における開発・研究に従事できる創造的技術者を養成する。 

③ 

 

（出典 総務課資料） 
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資料２－１－②－10

番号 発表時間 テーマ名 発　表　者 審  査  員

機械工学専攻 【座長： 中江　道彦 】

1  9:00 - 9:12 マイクロバブルの水耕栽培への応用に関する研究 中江　道彦

2  9:13 - 9:25 歯車歯面のラッピング仕上げに関する研究 校　　　長

3 9:26 - 9:38 ラグビーにおけるコンタクトプレイに関する衝突力学的解析 森田　英俊

4 9:39 - 9:51
ねじり予ひずみを導入した炭素鋼S25Cの水素侵入特性・拡散係数および疲労特
性に及ぼす水素の影響

下野　次男

5 9:52 - 10:04 レーザによる熱応力を利用したガラスの非接触スライシング加工の可能性

6 10:05 - 10:17 振動モードを利用したFPD用ガラスの非接触割断加工に関する研究

7 10:18 - 10:30 曲線形手すりの形状とその効果に関する研究

 10:30 - 10:40 休憩

 電気電子工学専攻 【座長：坂口　彰浩 】　 　

8 10:40 - 10:52 粉体ターゲットを用いた機能性薄膜作製と評価 坂口　彰浩

9 10:53 - 11:05 屋内用搭乗型移動ロボットの走行制御に関する研究 高比良　秀彰

10 11:06 - 11:18 深度センサを用いた手話認識システムの開発 下尾　浩正

11 11:19 - 11:31 文字の色と形状に注目した情景画像からの文字領域抽出 下野　次男

12 11:32 - 11:44 環境情報構造下におけるレーザセンサを用いた障害物位置検出装置の開発

13 11:45 - 11:57 ダイヤモンド砥粒形状計測システムの開発

14 11:58 - 12:10 水中音響を用いた小型測位システムの開発

12:10 - 13:20 昼　休　み　休　憩

電気電子工学専攻 【座長：高比良　秀彰  】

15 13:20 - 13:32 動画像からの三次元データ自動抽出手法に関する研究 高比良　秀彰

16 13:33 - 13:45 有機金属溶液を用いたナノ微粒子作製に関する研究 坂口　彰浩

17 13:46 - 13:58 パルス電圧による低温液体中の放電特性 手島  裕詞

18 13:59 - 14:11 電子コミックのためのシーン評価手法の一検討 下野　次男

19 14:12 - 14:24 SURF特徴量を用いた水中画像からの水中生物抽出

20 14:25 - 14:37 ケプストラム分析を用いたカエルの鳴き声認識に関する研究

21 14:38 - 14:50 ダイヤモンド工具の砥粒配置最適化に関する研究

14:50 - 15:00 休憩

物質工学専攻 【座長： 田中　泰彦】

22 15:00 - 15:12 イミド構造を有する新規ベンゾオキサジンおよび分子複合材の開発 田中　泰彦

23 15:13 - 15:25 機能性脂質を生産する海洋微生物の培養条件の検討 古川　信之

24 15:26 - 15:38 アルミナ－ジルコニア系触媒によるヘキサフルオロエタンの加水分解反応 長田　秀夫

25 15:39 - 15:51 新規ナフトオキサジンの合成と反応解析 下野　次男

26 15:52 - 16:04 廃セッコウの有効利用に関する基礎検討

27 16:05 - 16:17 海水電解法を用いた海水浄化技術に関する研究

28 16:18 - 16:30 低周波大気圧プラズマジェットを用いた口腔内細菌の不活化

29 16:31 - 16:43  イミド構造を有するベンゾオキサジンの合成反応における酢酸亜鉛の触媒効果

発表時間：8分（１分前：ベル１回、終了：ベル２回）、質疑応答：４分（終了：ベル３回）

  ２０１２年度 専攻科特別研究発表会 プログラム
　　　　　日時：平成２５年２月７日（木）9:00～　　　会場：佐世保高専　多目的教室　　　

 

（出典 学生課資料）
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資料２－１－②－12

企業・大学院による教育評価アンケート 

 

                          (出典 教育データベース 抜粋)

 

資料２－１－②－11

  

 

（出典 学校要覧）
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（分析結果とその根拠理由） 

専攻科課程では，自己の専門分野について深い専門性を養うために，１専攻４系で構成され，各系

の内容は本校の教育目標に適合している。また，専攻科の教育は，日本技術者教育認定機構

（JABEE）の認定を受けている。企業・大学院による教育評価アンケート及び外部評価では，良好な

結果を得ている。 

資料２－１－②－13

 

  (出典 （平成 24 年度）外部評価報告書 抜粋)
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，平成６年に設置した総合技術教育研究センターを，地域企業との連携をさらに強化する

ために平成24年に地域共同テクノセンター（資料２－１－③－１～４）に改組し，外部団体である西

九州テクノコンソーシアムと協力して活動を行っている。地域共同テクノセンターにおいて地域企業

との連携研究の一部を本校学生の卒業研究として行っている（資料２－１－③－５，資料２－１－③

－６訪問時資料）。また，本校学生を対象に長期インターンシップを計画し，実践的な学生指導を通

じて本校と地域企業との連携を深めている（資料２－１－③－７，資料２－１－③－８訪問時資料）。

これらの活動は，本校の教育目標２），４）及び専攻科の教育目標①，②に対応するものである。 

情報処理センター（資料２－１－③－９）は，情報処理教育の推進を図ることを目的に設置し，本

校の教育目標５）に対応するものである。情報処理センターは第１演習室及びCAD室を管理運営して

おり，その利用状況は平成24年前期の時間割（資料２－１－③－10）に示すように授業及び自学自習

において広く利用されている（資料２－１－③－11）。 

観点２－１－③資料一覧 
（資料２－１－③－１） 地域共同テクノセンター規則       出典：佐世保高専規程集 
（資料２－１－③－２） 地域共同テクノセンター運営規則     出典：佐世保高専規程集 
（資料２－１－③－３） 地域共同テクノセンターの概要      出典：本校ウェブサイト 
（資料２－１－③－４） 地域共同テクノセンター組織図      出典：本校ウェブサイト 
（資料２－１－③－５） 地域共同テクノセンター利用報告書例   出典：電気電子工学科資料

（資料２－１－③－６） 新聞記事「共同研究で技術振興」     訪問時資料 

（資料２－１－③－７） 長期インターンシップ実施報告書     出典：機械工学科資料 

（資料２－１－③－８） 新聞記事「新たな連携を模索」      訪問時資料 

（資料２－１－③－９） 情報処理センター規則          出典：佐世保高専規程集 

（資料２－１－③－10） 特別教室等使用割            出典：教務主事室資料 

（資料２－１－③－11） 情報処理センター利用細則        出典：佐世保高専規程集 
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資料２－１－③－１

 

佐世保工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則 
（平成２４年 ４月 １日制定）

（趣旨） 
第１条 この規則は,佐世保工業高等専門学校学則第６条の規定に基づき,佐世保工業高等専門学
校地域共同テクノセンター（以下「センター」という。）の組織及び管理運営に関し,必要な事
項を定めるものとする。 

 
（目的） 
第２条 センターは,佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の共同利用教育研究施設
として,学生の技術教育のための教育方法の開発・研究を行うとともに総合的実習及び教員の共
同研究の場並びに地域社会における技術開発,技術振興及び技術者教育等に資することを目的と
する。 

（部門） 
第３条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。 
一 海洋・エネルギー部門 
二 環境・生物部門 
三 ＩＴ部門 
四 加工計測システム部門 
五 生涯学習部門 

（業務） 
第４条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。 
一 技術教育及び共同研究活動に対する技術開発支援の基本計画策定及び実施に関すること。 
二 民間機関等との共同研究及び受託研究に関すること。 
三 技術相談及び技術指導の実施並びに学術情報の提供に関すること。 
四 地域企業等と連携した共同教育の促進支援に関すること。 
五 西九州テクノコンソーシアムの構成機関と連携した地域の技術振興及び人材育成の促進支
援に関すること。 

六 地域教育界に対する実験教育支援及び教材支援に関すること。 
七 その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。 

（組織） 
第５条 センターに,次の各号に掲げる教職員を置く。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 部門長 
四 その他校長が必要と認める教職員 

（センター長） 
第６条 センター長は,本校教授の中から校長が選任する。 
２ センター長は,センターの業務を統括する。 
３ センター長の任期は２年とし,再任を妨げない。 
４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 
（副センター長） 
第７条 副センター長は,本校専任教員の中からセンター長の推薦により校長が選任する。 
２ 副センター長は,センター長を補佐する。 
３ 副センター長の任期は１年とし,再任を妨げない。 
４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 
（部門長） 
第８条 部門長は,第３条各号に定める部門ごとに,本校専任教員の中からセンター長の推薦によ
り校長が選任する。 

２ 部門長は,センター長の命を受け,研究部門の業務に従事する。 
３ 部門長の任期は１年とし,再任を妨げない。 
４ 部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 
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資料２－１－③－１続き

 

 

（運営委員会） 
第９条 センターに,センターの運営に関し必要な事項を審議するため,佐世保工業高等専門学校
地域共同テクノセンター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 
第１０条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 第４条各号に定める業務に関すること。 
二 各部門の連絡調整に関すること。 
三 その他センターの管理運営に関すること。 

（組織） 
第１１条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 教務主事 
四 専攻科長 
五 各学科長及び一般科目長 
六 部門長 
七 総務課長 
八 その他センター長が必要と認めた者 

（委員長） 
第１２条 委員会の委員長は,センター長をもって充てる。 
２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 
（会議） 
第１３条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。 
２ 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 
（委員以外の者の出席） 
第１４条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。 
（専門部会） 
第１５条 委員会に,必要に応じて専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会に関し,必要な事項は別に定める。 
（事務） 
第１６条 センターの事務は,総務課企画係において処理する。 
（その他） 
第１７条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は別に定める。 
  
   附 則 
１ この規則は,平成２４年４月１日から施行する。 
２ 佐世保工業高等専門学校総合技術教育研究センター規則（平成１６年 4 月１日制定）は廃止
する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－１－③－２
 

 

佐世保工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営規則 
平成２４年 ４月 １日制定

（趣旨） 
第１条 この規則は,佐世保工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則第１７条,佐世保工業
高等専門学校不動産管理規則（以下,「不動産管理規則」という。）第７条第１項ただし書及び
佐世保工業高等専門学校共用研究スペース管理運営規程第５条ただし書に基づき,佐世保工業高
等専門学校地域共同テクノセンター（以下「センター」という。）の利用について定める。 

 
（利用の範囲） 

第２条 センターの利用は,次の各号に該当するものとする。 
一 地域企業との共同研究,受託研究及び技術相談等の研究交流 
二 技術セミナー,技術研修会及び公開講座等 
三 電子顕微鏡を用いた検査又は分析等 
四 その他地域共同テクノセンター運営委員会（以下「委員会」という。）の議を経て,地域共
同テクノセンター長（以下「センター長」という。）が認めたもの 

 
（利用資格） 

第３条 センターを利用できる者は,次の各号に該当する者とする。 
一 前条各号の目的で来校する企業または個人 
二 地域貢献を目的に活動する本校の教職員及び学生 
三 その他,センター長が認めた者 

 
（利用申請） 

第４条 地域共同実験室を利用しようとする教職員は,別紙様式第１号の地域共同実験室利用申
請書をセンター長に提出しなければならない。 

２ 本校教職員の共同研究の相手方で共同利用設備室を利用しようとする地域企業又は個人は,
不動産管理規則別記様式第４号甲の不動産貸付申請書に別紙様式第２号の共同利用設備室利用
理由書を添えて,センター長に提出しなければならない。 

３ 電子顕微鏡を利用しようとする教職員,及び学生に電子顕微鏡を利用させようとする教職員
は,本校デスクネッツで設備の利用予約をしなければならない。なお,内容欄には使用目的,使用
者名を記入すること。 

４ 教職員及び学生以外の者で電子顕微鏡を利用しようとする者は,別紙様式第３号の電子顕微
鏡利用申請書をセンター長に提出しなければならない。 

  
（利用者の決定等） 

第５条 前条第１項の申請があったときは,センター長は委員会の意見を聴いて諾否を決定し,別
紙様式第４号又は別紙様式第５号により,申請者に通知する。 

２ 前条第２項の申請があったときは,センター長は委員会の意見を聴き,諾否の意向を添えて不
動産管理役に通知する。 

３ 前条第４項の申請があったときは,センター長は委員会の意見を聴き,諾否の意向を添えて物
品管理役に通知する。 

  
（講習会の受講） 

第６条 電子顕微鏡を利用する者は,事前にセンター長が主催する講習会を受講しなければなら
ない。 
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資料２－１－③－２続き
 

（利用料） 
第７条 地域共同実験室及び共同利用設備室の利用は無料とする。ただし,共同利用設備室を利

用する者は,光熱水料を負担しなければならない。 
２ 教職員及び学生以外の者で電子顕微鏡を利用する者は,佐世保工業高等専門学校諸料金規則

に規定する料金を負担しなければならない。 
３ 第１項の光熱水料は,佐世保工業高等専門学校出納命令役の発行する請求書により,毎月納入

しなければならない。 
４ 第２項の料金は,佐世保工業高等専門学校出納命令役の発行する請求書により,原則として利

用開始までに納入しなければならない。 
  

（利用期間） 
第８条 同一テ－マにおける共同利用設備室の利用期間は３年以内とする。ただし,３年を超え

て引き続き利用を希望する場合は改めて不動産管理規則別記様式第４号甲及び別紙様式第２号
をセンター長に提出し,不動産管理役が承認した場合は１年を限度として期間の延長を許可で
きるものとする。 

 

（利用報告書の提出） 
第９条 地域共同実験室及び共同利用設備室の利用者は,利用期間終了後３０日以内に委員会に

別紙様式第６号又は第７号の利用報告書を提出するものとする。なお,１年以上にわたって利
用する場合は,１年毎に１年を経過する日から３０日以内に提出するものとする。 

２ 電子顕微鏡の利用者は,別紙様式第８号の電子顕微鏡使用記録簿に記録するものとする。 
  

（利用の取り消し） 
第１０条 地域共同実験室について,利用者がこの申請事由に著しく異なる利用をしている場合,

又は報告に関する義務を果たさない場合等については,利用を取り消すことができる。 
２ 共同利用設備室及び電子顕微鏡について,利用者がこの申請事由に著しく異なる利用をして

いる場合,又は報告に関する義務を果たさない場合等については,センター長は委員会の議を経
て不動産管理役又は物品管理役にその利用の取り消しを申し立てることができる。 

  
（機器の管理） 

第１１条 センター所有の共同利用機器については,センター長の管理とする。ただし,センター
長が認める場合には,利用者に管理を委託することができる。 

  
（損害の賠償） 

第１２条 センター長は,利用者が故意又は重大な過失により施設等を毀損したときは,利用者に
その損害に相当する費用の賠償を求めることができる。 

   
附 則 

この規則は,平成２４年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－１－③－３

 

 

（出典 本校ウェブサイト） 
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資料２－１－③－４

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料２－１－③－５

 

（出典 電気電子工学科資料）
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資料２－１－③－７

 

（出典 機械工学科資料）
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資料２－１－③－９

佐世保工業高等専門学校情報処理センター規則 
  

（平成１６年４月１日制定） 
  

（趣旨） 
第１条 この規則は,佐世保工業高等専門学校学則第６条の規定に基づき,佐世保工業高等専門学

校情報処理センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し,必要な事項を定める
ものとする。 
（目的） 

第２条 センターは,佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教育研究のため
の共同利用施設として,情報処理教育の推進及び情報処理システムの高度化を図ることを目的と
する。 
（業務） 

第３条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。 
一 情報処理システムの研究開発及び管理保全に関すること。 
二 教育用電算機システムの利用に関すること。 
三 校内ＬＡＮの利用に関すること。 
四 学生に対する情報処理教育に関すること。 
五 他高専等とのコンピュ－タの相互利用に関すること。 
六 その他情報処理に関すること。 
（組織） 

第４条 センターに,次の各号に掲げる教職員を置く。 
一 センター長 
二 副センター長 
三 センター員 
四 その他校長が必要と認めた教職員 
（センター長） 

第５条 センター長は,本校専任教員の中から校長が選任する。 
２ センター長は,センターを統括する。 
３ センター長の任期は２年とし,再任を妨げない。 
４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 

（副センター長） 
第６条 副センター長は,本校専任教員の中からセンター長の推薦により校長が命ずる。 
２ 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務に従事する。 
３ 副センター長の任期は２年とし,再任を妨げない。 
４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 

（センター員） 
第７条 センター員は,本校専任教員及び職員の中からセンター長の推薦により校長が命ずる。 
２ センター員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。 
３ センター員の任期は２年とし,再任を妨げない。 
４ センター員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 

（運営委員会） 
第８条 センターに,センターの運営に関し必要な事項を審議するため,佐世保工業高等専門学校

情報処理センター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（審議事項） 

第９条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 センターの組織,予算に関すること。 

二 その他センターの運営に関すること。 
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資料２－１－③－９続き
 

（委員会の組織） 
第１０条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 センター長 
二 教務主事 
三 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選出された教員 １名 
四 各学科及び一般科目から選出された教員 各１名 
五 副センター長 
六 センター員 
七 総務課長及び学生課長 
八 その他校長が必要と認めた教職員 

２ 前項第４号の委員の任期は２年とし,再任を妨げない。 
３ 第１項第４号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 

（委員長） 
第１１条 委員会の委員長は,前条第１項第１号の委員をもって充てる。 
２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（会議） 
第１２条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。 
２ 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 
第１３条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。 

（専門委員会） 
第１４条 委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関し,必要な事項は別に定める。 

（事務） 
第１５条 委員会の事務は,技術室において処理する。 

（雑則） 
第１６条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は,平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は,平成１８年７月１日から施行し,平成１８年４月１日から適用する。 

附 則 
この規則は,平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 
この規則は,平成２１年４月１日から施行する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－１－③－10

特別教室等使用割（情報処理センター第 1 演習室（CP）と CAD 室の利用状況） 

 

（出典 教務主事室資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

地域共同テクノセンターの活動は，本校の教育目標の２），４）及び専攻科の教育目標の①，②

の養成のために機能している。また，情報処理センターの活動は，本校の教育目標の５）のために

機能している。これらのことより，両センターは本校の教育の目的を達成するために適切なものと

なっている。 

資料２－１－③－11

佐世保工業高等専門学校情報処理センター利用細則 
  

（平成１６年４月１日制定）
佐世保工業高等専門学校情報処理センター利用細則（平成１１年３月２６日制定）の全部を改正す

る。 
（趣旨） 

第１条 この細則は,佐世保工業高等専門学校情報処理センター規則第１６条の規定に基づき,佐世保
工業高等専門学校情報処理センター（以下「センター」という。）の利用について,必要な事項を定
めるものとする。 
（利用の範囲） 

第２条 センターの利用は,次の各号に掲げる場合とする。 
一 学生に対する情報処理教育に関する授業及びこれに伴う演習 
二 学生の実験実習及び卒業研究 
三 教職員の研修及び研究 
四 事務処理 
五 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）が主催する行事 
六 その他センター長が必要と認めた場合 
（利用資格） 

第３条 センターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。 
一 本校教職員 
二 本校学生 
三 センター長が許可した者 
（利用申請） 

第４条 センター長が必要と認めた場合は,申請書を提出し承認を得なければならない。 
（利用時間） 

第５条 センターの利用は,原則として,平日の午前８時３０分から午後６時３０分までとする。 
（利用者の遵守事項） 

第６条 センターの利用を認められた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一 ユーザＩＤを当該利用目的以外に使用し,または他人に使用させないこと。 
二 パスワードを他人に知られないように留意する等セキュリティへ配慮すること。 
三 センターの機器及びソフトウェアに支障をきたすような使用をしないこと。 
四 他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。 
五 有償ソフトウェアの不法複製等,違法な行為はしないこと。 
六 公序良俗に反する行為はしないこと。 
七 営利,宣伝行為はしないこと。 
八 その他の利用に際しては,センター員の指示に従うこと。 
（利用の制限） 

第７条 センターの機能を著しく低下する恐れがある場合や授業に支障をきたす恐れがある場合は,利
用を制限することがある。 
（利用の停止） 

第８条 利用者がこの細則に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは,センター
長はその利用の承認を取り消し,または利用を停止させることができる。 

附 則 
この細則は,平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 
この細則は,平成１８年７月１日から施行する。 

（出典 佐世保高専規程集）
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観点２－２－①： 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に

係る重要事項を審議する等の必要な活動が行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，教育活動全体の企画調整及び教育活動の有効な展開を行うための検討・運営体制として，

各種委員会等から構成される教育点検システムを設け（資料２－２－①－１），校長を中心とした運

営委員会（資料２－２－①－２）が教育活動等の重要事項を審議し，教員会議でその方針が周知され

ている。 

運営委員会で審議された教育活動に関わる事項は，各種委員会（資料２－２－①－３）で検討され

る。主な委員会（資料２－２－①－４～７）は，原則毎月開催されている（資料２－２－①－８）。

これら委員会での検討事項の一部は，毎月開催される学科会議でさらに検討され，学科としての意見

集約が行われる。また，各主事室会議は毎週開催されており，担当分野の教育活動に係る事項が検討

される。それらの結果は、該当委員会の協議を経て運営委員会に報告される。 

運営委員会で審議後，学科会議を経て，教務・専攻科委員会で取りまとめた後，教員会議にて周知

が行われた事例（資料２－２－①－９，10）より，本校での検討・運営体制が機能していることが分

かる。 

観点２－２－①資料一覧 
（資料２－２－①－１） 教育点検システムの構成         出典：本校ウェブサイト 
（資料２－２－①－２） 運営委員会規程             出典：佐世保高専規程集 
（資料２－２－①－３） 平成 24 年度校務分担           出典：学生課資料 

（資料２－２－①－４） 教務委員会規程             出典：佐世保高専規程集 
（資料２－２－①－５） 厚生補導委員会規程           出典：佐世保高専規程集 
（資料２－２－①－６） 学寮委員会規程             出典：佐世保高専規程集 
（資料２－２－①－７） 専攻科委員会規程            出典：佐世保高専規程集 
（資料２－２－①－８） 平成 24 年度行事予定表          出典：学生課資料 

（資料２－２－①－９） 教員会議配布資料            出典：総務課資料 

（資料２－２－①－10） 学科会議資料              出典：電子制御工学科資料
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資料２－２－①－１

教育点検システムの構成 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料２－２－①－２

 

佐世保工業高等専門学校運営委員会規程 
（平成１６年４月１日制定）

（設置） 
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に,本校の円滑な運営に関し必要な事

項を審議するため,佐世保工業高等専門学校運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 本校の運営に関する重要な事項 
二 その他校長が必要と認めた事項 
（組織） 

第３条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 校長 
二 教務主事,学生主事及び寮務主事 
三 校長補佐 
四 専攻科長 
五 各学科長及び一般科目長 
六 技術室長 
七 事務部長 
（委員長） 

第４条 委員会の委員長は,校長をもって充てる。 
２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 

（開催） 
第５条 委員会は,原則として毎月１回開催する。ただし,委員長が必要と認めた場合は,臨時に開

催することができる。  
（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。 
（事務） 

第７条 委員会の事務は,総務課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
附 則 

この規程は,平成１６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は,平成１９年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は,平成１９年７月１日から施行する。 
附 則 

この規程は,平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は,平成２２年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－２－①－３
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資料２－２－①－３続き 
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 資料２－２－①－３続き 
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資料２－２－①－３続き

（出典 学生課資料）
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資料２－２－①－４

 
佐世保工業高等専門学校教務委員会規程 

 
（平成１６年４月１日制定）

   
（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に,本校の本科の教務に関する重要事項
を審議するため,佐世保工業高等専門学校教務委員会（以下「委員会｣という。）を置く。  
（審議事項）  

第２条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。  
一 教育課程の編成及び実施に関する事項  
二 指導要録に関する事項  
三 学校行事に関する事項  
四 入試に関すること。  
五 学生の就職及び進学に関すること。  
六 その他教務に関する重要事項  
（組織）  

第３条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 教務主事  
二 教務主事補  
三 学生主事  
四 寮務主事  
五 専攻科長  
六 学科代表（一般科目を含む。）  
七 学生課長  

２ 前項第６号の委員の任期は２年とし,再任を妨げない。  
（委員長）  

第４条 委員会の委員長は,教務主事をもって充てる。  
２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（開催）  
第５条 委員会は,毎月１回開催することを原則とする。ただし,委員長が必要と認めた場合は,臨

時に開催することができる。  
（報告）  

第６条 委員長は,委員会の審議内容を校長に報告するものとする。  
（委員以外の者の出席）  

第７条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。  
（事務）  

第８条 委員会の事務は,学生課において処理する。  
（雑則）  

第９条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。  
 

附 則  
 この規程は,平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  
 この規程は,平成１９年４月１日から施行する。  
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－２－①－５

 
佐世保工業高等専門学校厚生補導委員会規程 

   

（平成１６年４月１日制定） 

   

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に,本校の学生の厚生補導に関する重要

事項を審議するため,佐世保工業高等専門学校厚生補導委員会（以下「委員会」という。）を置

く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 学生の補導,健康及び福祉に関する事項  

二 学生の課外活動に関する事項  

三 学生会活動に関する事項  

四 その他学生の厚生補導に関する重要事項  

（組織）  

第３条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 学生主事  

二 学生主事補  

三 教務主事  

四 寮務主事  

五 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選ばれた者 １人  

六 学科代表（一般科目を含む。）  

七 保健・体育を担当する教員のうちから選ばれた者 １人  

八 学生課長  

２ 前項第６号の委員の任期は２年とし,再任を妨げない。  

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は,学生主事をもって充てる。  

２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（開催）  

第５条 委員会は,毎月１回開催することを原則とする。ただし,委員長が必要と認めた場合は,臨

時に開催することができる。  

（報告）  

第６条 委員長は,委員会の審議内容を校長に報告するものとする。  

（委員以外の出席）  

第７条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第８条 委員会の事務は,学生課において処理する。  

（雑則）  

第９条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

  

附 則  

 この規程は,平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  

 この規程は,平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－２－①－６

 

佐世保工業高等専門学校学寮委員会規程 

   

（平成１６年４月１日制定） 

   

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に,本校の学寮の管理運営に関する重要

事項を審議するため,佐世保工業高等専門学校学寮委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項）  

第２条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 寮生の教育及び訓育指導の計画に関する事項  

二 寮生の健康管理及び福利厚生に関する事項  

三 寮生の負担となる経費に関する事項  

四 学寮に関する諸規程の制定に関する事項  

五 その他学寮の管理運営に関する重要事項  

（組織）  

第３条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 寮務主事  

二 寮務主事補  

三 教務主事  

四 学生主事  

五 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選ばれた者 １人  

六 第１学年及び第２学年の学級担任のうちから選ばれた者 各１人  

七 各学科の教授,准教授,講師及び助教のうちから選ばれた者 各１人  

八 学生課長  

２ 前項第７号の委員の任期は１年とし,再任を妨げない。  

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は,寮務主事をもって充てる。  

２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（開催）  

第５条 委員会は,毎月１回開催することを原則とする。ただし,委員長が必要と認めた場合は,臨

時に開催することができる。  

（報告）  

第６条 委員長は,委員会の審議内容を校長に報告するものとする。  

（委員以外の者の出席）  

第７条 委員会において必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第８条 委員会の事務は,学生課において処理する。  

 

附 則  

この規程は,平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  

この規程は,平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－２－①－７

 

佐世保工業高等専門学校専攻科委員会規程 

   

（平成１６年４月１日制定） 

   

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に,本校の専攻科の教務に関する重要事

項を審議するため,佐世保工業高等専門学校専攻科委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項）  

第２条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 教育課程の編成及び実施に関すること。  

二 入試に関すること。  

三 学生の就職及び進学に関すること。  

四 その他教務に関する重要事項  

（組織）  

第３条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 専攻科長  

二 専攻科副科長  

三 教務主事  

四 学生主事  

五 寮務主事  

六 学生課長  

七 その他委員会において必要と認めた者  

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は,専攻科長をもって充てる。  

２ 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（報告）  

第５条 委員長は,委員会の審議内容を校長に報告するものとする。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第７条 委員会の事務は,学生課において処理する。  

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。  

 

附 則  

この規程は,平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  

この規程は,平成１９年４月１日から施行する。 
 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料２－２－①－８

 

（出典 学生課資料）
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資料２－２－①－10

 

学科会議資料 

 

 

 

（出典 電子制御工学科資料）

資料２－２－①－９

 

教務主事（教務委員会） 
専攻科長（専攻科委員会） 

学内教育システムの緊急確認事項 
 

危機対策本部・調査委員会
 

下記内容について各学科での協議後,教務・専攻科委員会で取りまとめ教員会議による 
審議（確認）を経て共通理解の徹底を図る． 
 
１．協議内容 
（１）卒研・特別研究指導のガイドライン 

（今回の詳細内容は,各学科の調査委員で状況説明後,協議下さい．） 
① 学生からみて不適切指導と感じた場合の学科対応システムの確立 

（駆け込み寺的な運用システム） 
② 適切な時間管理 
③ 学生の能力・適性に対応した指導（課題レベル,日程等々） 
 

（出典 総務課資料 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

教育活動に係る事項の検討・運営体制として運営委員会が設置されている。また，教育活動を有効

に展開するために複数の委員会を整備している。各種委員会は，会議を原則毎月一回開催し，継続的

に教育に係る事項を検討している。さらに，各種委員会や学科会議での協議事項は運営委員会で審議

され，決定事項はその後教員会議で報告される．このように，教育活動に係る事項の審議等の活動が

十分に行われている。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，教員間連絡ネットワーク組織が整備されている（資料２－２－②－１）。この組織の基

礎は学科会議であり，各科目の授業内容や，クラスの情報交換を行い，授業及び個別指導の改善に役

立てている。なお，学科会議には１，２年のクラス担任である一般科目の教員も列席し，担当クラス

の学生に関する情報交換を行っている（資料２－２－②－２）。また，数学・物理・化学の一般科目

と各専門科目担当教員との連絡会議（意見交換会）も行っており，そこでは，数学に関する現状が議

論され，本校の入試合格基準の見直しと習熟度クラスの要望が出された例もある（資料２－２－②－

３）。 

学科を越えた連携は，運営委員会，教務委員会（準学士課程），専攻科委員会（専攻科課程）が担

っており，各学科代表委員が意見交換を行っている。 

また，一年生においては担任（一般科目教員）に加え副担任（専門科目教員）を配置し，連携を図

っている．さらに，学級担任連絡会議が開催されており，担任間の連携を強化している（資料２－２

－②－４）。 

観点２－２－②資料一覧 
（資料２－２－②－１） 教員間連絡ネットワーク組織       出典：本校ウェブサイト 
（資料２－２－②－２） 学科会議議事録             出典：電子制御工学科資料

（資料２－２－②－３） 理系教員と専門科目教員との意見交換会 議事録 

出典：教育システム点検・改善委員会資料

（資料２－２－②－４） 学級担任連絡会規程           出典：佐世保高専規程集 



佐世保工業高等専門学校 基準２ 
 

- 72 - 

 

資料２－２－②－１

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料２－２－②－２

 

（出典 電子制御工学科資料）
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資料２－２－②－３
 

一般科目：理系教員と専門科目教員との意見交換会 議事録 
 

作成：教育システム点検･改善委員長 
 （電気電子工学科）南部 幸久

 
【日時】平成 24 年 9 月 26 日（水）16:00～16:45 

 
【出席者（敬称略）】15 名 
一般科目：（数学）稲永，中村真，三ツ廣，真部，大屋，（化学）須田淳，（物理）森 
専門科目：（M）中浦，森田，（E）南部，大島，（S）重松，（C）長田，古川，城野 

 
1． 意見交換会の開催にあたって 

① 学校教育システム点検・改善委員長：南部より，本意見交換会の開催にあたって背景・目的・構成メンバー・
開催回数などについて説明を行った。 

《説明事項》 
（会の名称）「一般科目理系教員と専門科目教員との意見交換会」  
（背景） 同会は，これまで不定期に開催 
（目的） 一般科目：理系教員と専門科目教員との意見交換  

(ア) ⇒育成する技術者像の共有＆一般理系科目と専門科目の接続の協議 
（出席者） 学校教育システム点検･改善委員長， 一般科目：理系教員， 

2. 学科長（ M，E，S，C ）， 各専門学科より１～2 名 
（会議）年に１～２回開催（招集：学校教育システム点検･改善委員長または学科長） 

 
※ オフィシャルな会議だけでは，教員間の共通理解は難しいので，各科目担当者間で，機会

あるごとに意見交換して頂くことが望ましい。 
 

2． 議事 
（略） 
 
3． 意見交換 

 
①M / 中浦先生： 

3 年生までの数学について講義の進め方に問題があるとの意見があがった．学生の勉強する様子や学生との会話

の中で，数学の教科書を使用して勉強していないことがわかった．問題を解く方法をビジュアル的に覚えているだけ

で内容理解には至っていないため，4・5 年生でも数学が出来ない学生が多い． 

②数学 / 中村真先生： 

①について講義の中では教科書と練習問題をまとめたプリントを使用しているとの報告があった． 

③E / 南部： 

E 科では一般科目に対して特に意見は無いが，4 年生の一般物理が 3 年生までに習う物理と大きくギャップのある

講義や試験が行われているため，学科内で対応を取る必要があるとの意見があがった． 

④S / 重松先生： 

学生の定着力が足りないとの意見があがった．例えば，文字式で分数の足し算が出来ないなど，数学の講義内容

に問題があるというよりも入学時から既に力の差がある．そこで，学力レベルに応じてクラス編制をした方が良い．  

⑤数学 / 中村先生・堂平先生： 

④に関連して数学の試験においても同様の傾向は見られるとの報告があった． 

⑥C / 長田先生： 

微分方程式などの難しい内容よりも，C 科に必要なのは微分・積分の基本的な問題を数多く解かせて欲しいという

意見があがった． 

⑦数学 / 稲永先生： 

モデルコアカリキュラムの内容は，3 年生までの数学で行うには量が多すぎるため，現在の数学の講義数の中でひ

とつひとつ丁寧に教えている余裕は無いとの意見があがった． 

 

《出席者全員の意見及び要望》 

  ・本校の入試合格基準を見直した方が良い。 

  ・特に数学の足きり点を上げる（合格最低点の見直し）などの対策を取り，入学前から数学で苦労するとわかっている

学生を入学させるべきではない。 

・現行の合格基準では，入試５教科の中で，数学が悪くても他の教科が良くできていれば合格できる仕組みになっ

ている。中学生の時から数学で苦労している学生（例えば文字式は苦手，分数計算は理解できていない等々）が

入学した場合，高専の数学や専門科目の授業にはついていけないのは当たり前である。 

（数学教員や専門科目教員で手当てしても間に合わない） 

 

（出典 教育システム点検・改善委員会資料 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

教員間連絡ネットワークを構築しており，学科会議において学科間の教員の連携や，専門科目と一

般科目の連携を行っている。さらに，学級担任連絡会における担任の連携を行っている。また，数学

・物理・化学の一般科目と専門科目担当教員間の連絡会議を行っている。これらにより，一般科目及

び専門科目を担当する教員間の連携が機能的に行われている。 

資料２－２－②－４

佐世保工業高等専門学校学級担任連絡会規程 

  （平成１６年４月１日制定） 

  

佐世保工業高等専門学校学級担任連絡会規程（昭和４４年４月１日制定）の全部を改正する。 

 

第１条 教務,厚生補導及び特別教育活動等について意見を聴取し,円滑な実施を図るため,学級担

任連絡会議（以下「会議」という。）を設ける。  

第２条 会議は,次の教員をもって構成する。  

一 教務主事  

二 学生主事  

三 寮務主事  

四 教務主事補  

五 学生主事補  

六 寮務主事補  

七 各学級担任教員  

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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観点２－２－③： 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

本校では，準学士課程１年から５年までは担任制（１，２年は一般科目の教員，３～５年は専門科

目の教員）を取っており（資料２－２－③－１），さらに１年生の担任の助言と支援を目的に専門科

目の教員を副担任として配置している。２年生以上でも必要に応じて副担任を配置している。専攻科

課程では専攻科長の支援と担任の役割を果たす目的で，専攻科副科長を配置している（資料２－２－

③－２）。 

教務主事室では，特別教育活動予定表を計画・策定し（資料２－２－③－３），担任の学級運営を

支援している。その他，特別支援教育部会（資料２－２－③－４）や学生相談室（資料２－２－③－

５）を設けており，担任とこの相談室が密接に連携を取ることにより，学級運営の支援を行っている。 

また，学生主事室と学生課等の事務職員（資料２－２－③－６，７）が緊密な協力をとりつつ，ク

ラブ顧問教員の支援を行っている。クラブ顧問の支援としては必要に応じて校内外コーチを依頼して

いる（資料２－２－③－８）。さらに，クラブ顧問会議を通して，課外活動の指導に関する意見交換

や調整を行っている（資料２－２－③－９）。 

観点２－２－③資料一覧 

（資料２－２－③－１） 学級担任の仕事内容         出典：教員必携 

（資料２－２－③－２） 平成 24 年度校務分担表 学級担任  出典：平成 24 年度教員会議資料

（資料２－２－③－３） 特別教育活動予定表         出典：教務主事資料 

（資料２－２－③－４） 特別支援教育部会概要図       出典：学生課資料 

（資料２－２－③－５） 学生相談室規程           出典：佐世保高専規程集 

（資料２－２－③－６） 機構図               出典：学校要覧 

（資料２－２－③－７） 事務分掌規程            出典：佐世保高専規程集 

（資料２－２－③－８） 平成 24 年度 クラブ顧問教員    出典：学生課資料 

（資料２－２－③－９） クラブ顧問会議議事要旨       出典：学生課資料 
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佐世保工業高等専門学校 基準２ 
 

- 78 - 

 

資料２－２－③－１続き

 

（出典 教員必携）
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平成 24 年度校務分担表 学級担任       

                                                           ○印は学年主任 

 
（出典 平成 24 年度教員会議資料 抜粋）
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（出典 教務主事資料）
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特別支援教育部会概要図 

 

 

 

（出典 学生課資料）
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資料２－２－③－５
佐世保工業高等専門学校学生相談室規程 

   
（平成１６年４月１日制定）  

   
（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に,学生相談室（以下「相談室」という。）を置く。 
（目的）  

第２条 相談室は,本校学生の相談に応じ,問題解決に必要な助言及び指導を行うことを目的とする。  
（業務）  

第３条 相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。  
一 就学に関する助言及び指導  
二 精神衛生に関する助言及び指導  
三 健康に関する助言及び指導  
四 その他個人的問題に関する助言及び指導  
五 相談活動に関する調査研究  
六 その他学生相談に関する必要な業務  
（組織）  

第４条 相談室に,次の各号に掲げる職員を置く。  
一 相談室長（以下「室長」という。）  
二 相談員  
（室長）  

第５条 室長は,本校の教授及び准教授の中から校長が選任する。  
２ 室長は,相談室を統括する。   
３ 室長の任期は２年とし,再任を妨げない。  
４ 室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。  

（相談員）  
第６条 相談員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。  

一 各学科及び一般科目の教員から選出された者 各１人  
二 学生課所属の看護師  

２ 相談員は第３条に掲げる業務を処理する。  
３ 第１項第１号の相談員の任期は１年とし,再任を妨げない。  
４ 第１項第１号の相談員に欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残任期間とする。  
５ 校長は,必要に応じて,本校職員以外の者を相談員として委嘱することができる。  

（秘密の保持）  
第７条 相談室の職員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  

（運営委員会）  
第８条 相談室に,相談室の運営等に関する必要な事項を審議するため,佐世保工業高等専門学校学生相談室運営

委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（委員会の組織）  

第９条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 室長  
二 相談員  
三 学生課長  
四 その他室長が必要と認めた者  
（委員長）  

第１０条 委員会の委員長は,室長をもって充てる。  
２ 委員長は,委員会を召集し,その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  
第１１条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。  
２ 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  
第１２条 委員長が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  
第１３条 相談室の事務は,学生課生活支援係において処理する。  

（雑則）  
第１４条 この規程に定めるもののほか,相談室の運営に関し必要な事項は別に定める。  

附 則  
この規程は,平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  
この規程は,平成１９年４月１日から施行する。  

附 則 
この規程は,平成２２年４月１日から施行する。 

（出典 佐世保高専規程集）
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（出典 学校要覧）
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佐世保工業高等専門学校事務分掌規程 

  

（平成１９年７月１日制定） 

  

（学生課） 

第１５条 学生課に,課長補佐並びに次の専門職員及び係を置く。 

一 専門職員（入試担当） 

二 教育支援係 

三 生活支援係 

四 寮務係 

  

（課長補佐） 

第１６条 課長補佐は,次の事務をつかさどる。 

一 学生課の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 教育課程の編成,実施に係わる専門的事項に関すること。 

三 教育システム点検・改善に関すること。 

四 入学者の選抜に係わる専門的事項に関すること。 

五 他機関との各種協定及び単位互換制度に関すること。 

六 留学生の受入及び支援に関すること。 

七 他機関で実施する学生の企画事業に関すること。 

八 その他学生課の所掌事務のうち,各係に属しない事項に関すること。 

  

（専門職員（入試担当）） 

第１７条 専門職員（入試担当）は,次の事務をつかさどる。 

一 入学者の選抜に関すること。 

二 学生の募集に関すること。 

三 入学志願者確保のための統計調査及び情報分析に関すること。 

四 入試の広報に関すること。 

五 入試及び教務の連絡調整に関すること。 

  

（教育支援係） 

第１８条 教育支援係は,次の事務をつかさどる。 

一 教育課程の編成,実施に関すること。 

二 学生の考査,成績に関すること。 

三 学生の修学支援に関すること。 

四 学生のインターンシップ,学外研修の事務に関すること。 

五 学生の学籍等の記録・保管に関すること。 

六 学生の諸届,諸証明に関すること（他係の所掌に属するものを除く。）。 

七 教務の会議及び学生の諸行事に関すること。 

八 非常勤講師に関すること。 

九 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 

十 教務及び入試に関し,連絡調整すること。 

十一 その他学生課の所掌事務で他の係に属しない事項に関すること。 
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（生活支援係） 

第１９条 生活支援係は,次の事務をつかさどる。 

一 厚生補導に関すること。 

二 課外活動に関すること。 

三 生活相談に関すること。 

四 就職支援に関すること。 

五 就学支援金に関すること。 

六 奨学金及び経済支援に関すること。 

七 授業料等の免除,猶予及び分納に関すること。 

八 日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 

九 学生の旅客運賃割引証に関すること。 

十 福利厚生に関すること。 

十一 学生の保健管理に関すること。 

十二 その他学生の支援に関すること。 
  

（寮務係） 
第２０条 寮務係は,次の事務をつかさどる。 

一 学生の入寮及び退寮に関すること。 
二 寮生の福利厚生に関すること。 
三 学生寮の防火・防災に関すること。 
四 学生寮に関する統計諸調査及び報告に関すること。 
五 寮生の生活支援に関すること。 
六 寮生の保健管理に関すること。 
七 学生寮の宿日直に関すること。 
八 学生寮の管理運営に関すること。 
九 学生寮の将来計画（適正定員等）の分析に関すること。 
十 厦門理工学院との相互交流に関すること。 
十一 その他寮生の支援に関すること。 

 
 

 
 
 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）



佐世保工業高等専門学校 基準２ 
 

- 86 - 

 

 

 

資料２－２－③－８

 

（出典 学生課資料）
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（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教務主事室が特別活動予定表を計画・策定することで，学級担任の教育活動が円滑に実施できるよ

うに支援を行っている。また，学生相談室においても，学級担任への支援を行っている。さらに，学

生主事室と学生課等の事務職員が緊密な協力を行うことで，クラブ顧問教員の支援を行っている。こ

れらを通して教員の支援体制が十分に機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

運営委員会を中心とした検討・運営体制が整備されており，各種委員会が相互に連携し有効に機

能している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

準学士課程の４学科（機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科，物質工学科）並びに専攻科

課程は，ものづくりの基盤を支える技術者としての知識を身につけ，創造性や実践力に富み，豊かな

教養と人間性，国際性を備え社会に貢献できる人材を育成するという教育目的に沿った編成になって

いる。さらに，地域との共同研究や技術開発及び技術教育や学習支援を行う地域共同テクノセンター

や情報処理教育推進のための情報処理センターを設置し，本校の教育の目的達成の支援を行っている。 

教育活動を展開する上で，教育活動全体を審議・検討するために各種委員会や会議等を設け，相互

に連携して活動している。また，一般科目教員の専門学科の学科会議への列席や一般科目と専門科目

間の連絡会議などにより，教員間の連携が図られている。さらに，教育活動を円滑に実施するために，

教務主事室，学生主事室及び学生課等の事務職員が緊密な協力をとりつつ，担任の業務・クラブ顧問

教員の支援を行っている。また，学生相談室を設け，担任の業務の支援を行っている。 
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基準３ 教員及び教育支援者等 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されて

いるか。 

（観点に係る状況） 

本校の目的，教育理念や教育目標を達成する為に教育課程を編成し，各教員の専門性を考慮し，教

員を配置している(資料３－１－①－１，資料３－１－①－２訪問時資料）。 

本校は，４学科４学級編成であることから高等専門学校設置基準に定められた教員数は18人である

が，常勤教員数は20人であり基準を満たしている。平成24年度における一般科目の非常勤を含む教員

数は39人である。 

本校の教育目標に対応するように，各学年の授業科目に合致した専門性を活かした教員を配置して

いる（資料３－１－①－３）。さらに，一般科目の教育目標に対応するように，専門性を考慮して適

切に配置している（資料３－１－①－４）。例えば，準学士課程の教育目標４）（資料１－１－①－

３参照）の「コミュニケーション能力の養成」のため，英会話の授業では米国人を英会話講師として

配置している。 

観点３－１－①資料一覧 
（資料３－１－①－１） 一般科目教員の専門分野と担当科目の対応     出典：総務課資料

（資料３－１－①－２） 平成 24 年度非常勤講師任用調書         訪問時資料 

（資料３－１－①－３） 本校の教育目標に対応した一般科目名と教員の配置 

                                    出典：総務課資料

（資料３－１－①－４） 一般科目の教育目標に対応した科目名と教員の配置 

                                    出典：総務課資料
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資料３－１―①―１

一般科目教員の専門分野と担当科目の対応 

教授 修士 英語教育（英語教材分析・開発論） 無 ○ 英作文、英語

教授 博士 四元数関数論、数学教育 5年未満 ○ 代数幾何、微積分、数学特論

教授 博士
化学教育、化学実験教育、結晶成長、パ
ターン形成

無 ○ 化学、自然科学概論

教授 修士 日本近代文学　日本語表現法 無 ○ 国語

教授 修士 自然地理学 無 ○ 地理、地理学、国際関係論

教授 博士 偏微分方程式論 無 ○
幾何、微積分、応用数学Ⅱ、応

用数学Ⅲ

教授 修士 英語教育学 無 ○ 英語、英作文

准教授 博士 物理教育、理科教育、衝撃波工学 無 ○ 物理、留学生物理

准教授 博士 コーチング、運動生理学 無 - 保健体育、健康と科学

准教授 修士 数学 無 -
代数、幾何、応用数学Ⅰ、応用

数学Ⅱ

准教授 博士
（２次体の整数論）、応用数学（組合せ論、グ
ラフ理論）

無 ○
代数幾何、微積分、応用数学

Ⅱ

准教授 修士 微分幾何学 5年未満 -
幾何、微積分、応用数学Ⅰ、応

用数学Ⅱ

准教授 博士 日本古代史 無 - 歴史、歴史学

准教授 修士 英語教育 無 ○
英語、英作文、コミュニケーショ

ン

准教授 博士 現象学　科学技術倫理 5年未満 - 政治経済、哲学、技術者倫理

准教授 修士 英語教育、言語学（音韻論） 無 ○
英作文、英語、コミュニケーショ

ン基礎

講師 博士 非線形偏微分方程式 無 ○
代数、幾何、応用数学Ⅰ、応用

数学Ⅲ

講師 修士 英語教育 5年未満 ○ 英語、コミュニケーション

講師 修士 日本近代文学 無 ○ 国語、日本語と文学

助教 修士 バレーボール、コーチング、動作分析 無 - 保健体育、健康と科学

一
般
科
目

氏名 職名 学位
企業等経験年

数
専門分野 担当授業科目

他の教育機関で

の経験の有無

 

(出典 総務課資料)
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（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1

ものづくりや創造する喜びと
学ぶ楽しさを早期に知ること
を通して、明確な職業意
識、学習意欲を養成する。

化学（須田）
化学（椋尾）
物理（森）

　
物理（森）

自然科学概論（須田）
健康と科学
（吉塚、中山、縄田）

2

高度科学技術を中核となっ
て推進するための基礎知識
と基礎技能、専門知識を身
につけ、自ら課題を探求し、
解決できる能力を養成す
る。

幾何
（堂平、中村、真部）
代数
（真部、大屋）
生物（神田、植垣）
化学（須田）

微積分（堂平、中村）
代数幾何（藤崎、稲永,三ツ廣）
物理（森）
化学（椋尾）

微積分（稲永、三ツ廣）
物理（森）

自然科学概論（須田）
数学特論（稲永）

3
実験実習など体験学習を重
視して豊かな創造性と実践
力を養成する。

化学（須田）
保健体育（吉塚、縄田）

化学（椋尾）
物理（森）
芸術（伊藤、栗山、朝永）
保健体育（縄田、宮良）

物理（森）
保健体育（田井、岡崎）

　
自然科学概論（（須田）
健康と科学
（吉塚、中山、縄田）

健康と科学（吉塚）

4
論理的な思考力、コミュニ
ケーション能力、プレゼン
テーション能力を養成する。

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（大里、森下）
英作文（松尾、関）
国語（生住、田崎）
保健体育（吉塚、縄田）

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（関、上田）
英作文（森下、大里）
国語（蒲池、辻尾）
保健体育（縄田、宮良）

英会話（ｽﾄｯｶｰ）
英語（松尾、森下、上田）
コミュニケーション基礎（関）
国語（辻尾、生住、蒲池）
保健体育（田井、岡崎）

英語（松尾、大里）
コミュニケーション
（大里、上田）
日本語と文学（生住）
英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
ドイツ語（廣吉）
中国語（堀江、趙）
ハングル語（李)
哲学（川瀬）
健康と科学
（吉塚、中山、縄田））

英語（上田）
コミュニケーション（ｽﾄｯｶｰ）
日本語と文学（田崎、生住）
技術者倫理（川瀬）
健康と科学（吉塚、縄田）

5

情報技術の進展に対応で
きるよう、全学科において
情報リテラシーの向上をは
かる。

6

豊かな教養と倫理観を身に
つけ、地球的な視野で人類
の幸福のために貢献できる
能力を養成する。

地理（牧野）
保健体育（吉塚、縄田）

歴史（堀江）
政治経済（川瀬）
保健体育（縄田、宮良）
芸術（伊藤、栗山、朝永）

歴史（堀江）
保健体育（田井、岡崎）

国際関係論（牧野）
健康と科学
（吉塚、中山、縄田）
地理学（牧野）
哲学（川瀬）
歴史学（堀江）
　

健康と科学（吉塚）
技術者倫理（川瀬）

本校の教育目標に対応した一般科目名（機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科）と教員の配置

赤字は非常勤

教育目標
準　　学　　士　　課　　程

（専門科目で対応）
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資料３－１―①―３続き

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1

ものづくりや創造
する喜びと学ぶ
楽しさを早期に知
ることを通して、
明確な職業意
識、学習意欲を
養成する。

化学（須田）
生物（植垣、神田）

　
物理（城）

　
物理（森）

　
自然科学概論（須田）

2

高度科学技術を
中核となって推進
するための基礎
知識と基礎技能、
専門知識を身に
つけ、自ら課題を
探求し、解決でき
る能力を養成す
る。

幾何（大屋）
代数（真部）
生物（植垣、神田）
化学（須田）

微積分（堂平）
代数幾何（藤崎）
物理（城）

微積分（三ツ廣）
物理（森）

自然科学概論（須田）
数学特論（稲永）

3

実験実習など体
験学習を重視し
て豊かな創造性
と実践力を養成
する。

化学（須田）
保健体育（吉塚、縄田）

　
物理（城）
芸術（伊藤、栗山、朝永）
保健体育（縄田、宮良）

物理（森）
保健体育（岡崎、田井）

自然科学概論（須田）
健康と科学
（吉塚、縄田、中山）

健康と科学（吉塚）

4

論理的な思考
力、コミュニケー
ション能力、プレ
ゼンテーション能
力を養成する。

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（大里、森下）
英作文（松尾、関）
国語（生住、田崎）
保健体育（吉塚、縄田）

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（関、上田）
英作文（森下、大里）
国語（蒲池）
保健体育（縄田、宮良）

英会話（ｽﾄｯｶｰ）
英語（松尾、森下、上田）
コミニュケーション基礎（関）
国語（蒲池）
保健体育（岡崎、田井）

英語（松尾、大里）
コミュニケーション
（大里、上田）
日本語と文学（生住）
英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
ドイツ語（廣吉）
中国語（堀江、趙）
ハングル語（李）
哲学（川瀬）
健康と科学
（吉塚、縄田、中山）

英語（上田）
コミュニケーション（ｽﾄｯｶｰ）
日本語と文学（生住）
技術者倫理（川瀬）
健康と科学（吉塚）

5

情報技術の進展
に対応できるよ
う、全学科におい
て情報リテラシー
の向上をはかる。

6

豊かな教養と倫
理観を身につけ、
地球的な視野で
人類の幸福のた
めに貢献できる
能力を養成する。

地理（牧野）
保健体育（吉塚、縄田）

歴史（堀江）
政治経済（川瀬）
保健体育（縄田、宮良）
芸術（伊藤、栗山、朝永）

歴史（堀江）
保健体育（岡崎、田井）

国際関係論（牧野）
健康と科学
（吉塚、縄田、中山）
地理学（牧野）
哲学（川瀬）
歴史学（堀江）
　

健康と科学（吉塚）
技術者倫理（川瀬）
日本語と文学（生住）

本校の教育目標に対応した一般科目名（物質工学科）と教員の配置

赤字は非常勤

教育目標
準　　学　　士　　課　　程

（専門科目で対応）

（出典 総務課資料）
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資料３－１－①―４

 

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1
保健体育
（吉塚、縄田）
地理（牧野）

芸術（伊藤、栗山、朝永）
保健体育（縄田、宮良）
歴史（堀江）
政治経済（川瀬）

　
保健体育（田井、一箭）

健康と科学
（縄田、福島）
地理学（牧野）
哲学演習（川瀬）
歴史学演習（堀江）
　

健康と科学（吉塚、縄田）
技術者倫理（川瀬）

2

化学（須田,原田）
幾何
（堂平、三ッ廣）
代数
（堂平、大屋）

化学（須田、原田）
物理（森、城）
微積分（真部、三ツ廣）
代数幾何（堂平、中村、大屋）

微積分（堂平、中村、大屋）
物理（森）

自然科学概論（森）
数学特論（堂平）
健康と科学
（縄田、福島）

3

英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
英語（大里、森下）
英作文（松尾、原口）
国語（生住）

英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
英語（関、原口）
英作文（森下、大里）
国語（蒲池）

英作文（ｽﾄｯｶｰ）
英語（松尾、関）
コミニュケーション基礎（関）
国語（辻尾、生住）

英会話（ｽﾄｯｶｰ）
英語（森下、松尾、関）
コミュニケーション
（大里、関）
日本語と文学（田崎）
英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
第二外国語（廣吉、趙）
国際関係論（牧野）

英語（関）
コミュニケーション（ｽﾄｯｶｰ）
日本語と文学（田崎）

4

生物（神田、植垣）
化学（須田、原田）
幾何
（真部、三ツ廣）
代数（堂平、大屋）

科学（須田、原田）
物理（森、城）
微積分（真部、三ツ尋）
代数幾何（堂平、中村、大屋）

物理（森）
微積分（堂平、中村、大屋）

自然科学概論（森）

一般科目の教育目標に対応した科目名（機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科）と教員の配置

日本語・英語教育を
充実し、国際的に活
躍できる技術者として
のコミニュケーション・
プレゼンテーション能
力の向上を図り人間
力を育成する。

「くさび形」教育課程
の長所を活かして、専
門科目との連携・融
合を図り、専門科目
学習への動機づけを
推進する。

赤字は非常勤
準　　学　　士　　課　　程

人文・社会・保健体育
系科目を充実し、心
身とも豊かな人間性
と倫理観を育成する。

理数系科目では実
験・実習の体験的学
習を重視し、理論と実
践に導かれた想像力
と実践力を育成する。

教育目標
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（分析結果とその根拠理由） 

本校は，４学科４学級編成であり，高等専門学校設置基準に決められた教員数以上の一般科目担当

教員が配置されている。一般科目担当教員は，教育の目的を達成するために各教員の専門分野を考慮

して適切に配置されている。 

資料３－１－①―４続き

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1
化学（須田）
生物（植垣、神田）

　
物理（城）

　
保健体育（岡崎、田井）

　
自然科学概論（須田）

健康と科学（吉塚）
技術者倫理（川瀬）

2

幾何（大屋）
代数（真部）
生物（植垣、神田）
化学（須田）

微積分（堂平）
代数幾何（藤崎）
物理（城）

微積分（三ツ廣）
物理（森）

自然科学概論（須田）
数学特論（稲永）

3

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（大里、森下）
英作文（松尾、関）
国語（生住、田崎）

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（関、上田）
英作文（森下、大里）
国語（蒲池）

英作文（ｽﾄｯｶｰ）
英語（松尾、森下、上田）
コミニュケーション基礎
（関）
国語（蒲池）

自然科学概論（須田）
健康と科学
（吉塚、縄田、中山）

英語（上田）
コミュニケーション（ｽﾄｯｶｰ）
日本語と文学（生住）

4

英会話（ﾛｰｿﾝ）
英語（大里、森下）
英作文（松尾、関）
国語（生住、田崎）
保健体育（吉塚、縄田）

物理（城）
微積分（堂平）
代数幾何（藤崎）

英作文（ｽﾄｯｶｰ）
英語（松尾、森下、上田）
コミュニケーション基礎
（関）
国語（蒲池）
保健体育（岡崎、田井）

英語（松尾、大里）
コミュニケーション
（大里、上田）
日本語と文学（生住）
英会話（ｽﾄｯｶｰ、ｹｲﾝ）
ドイツ語（廣吉）
中国語（堀江、趙）
ハングル語（李）
哲学（川瀬）
健康と科学
（吉塚、縄田、中山）

英語（上田）
コミュニケーション（ｽﾄｯｶｰ）
日本語と文学（生住）
技術者倫理（川瀬）
健康と科学（吉塚）

一般科目の教育目標に対応した科目名 (物質工学科）と教員の配置

日本語・英語教育を
充実し、国際的に活
躍できる技術者とし
てのコミニュケーショ
ン・プレゼンテーショ
ン能力の向上を図り
人間力を育成する。

「くさび形」教育課程
の長所を活かして、
専門科目との連携・
融合を図り、専門科
目学習への動機づ
けを推進する。

赤字は非常勤
準　　学　　士　　課　　程

人文・社会・保健体
育系科目を充実し、
心身とも豊かな人間
性と倫理観を育成す
る。

理数系科目では実
験・実習の体験的学
習を重視し、理論と
実践に導かれた想
像力と実践力を育成
する。

教育目標

 

（出典 総務課資料）
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

本校の目的，教育理念や教育目標を達成する為に教育課程を編成し，各教員の専門性を考慮し，教

員を配置している（資料３－１－②－１，資料３－１－①－２参照）。 

専門学科では，平成24年度における非常勤を含む教員は63人で，そのうち常勤は46人である。本校

は４学科４学級編成であるから，高等専門学校設置基準に定められた専任の教員数は29人である。こ

れに対し本校の専門科目担当教員数は46人であり，教授，准教授は33人である。また，教授，准教授

の総数は，一般科目担当の専任教員数20人と専門科目担当の教員数46人の合計66人の半数である。い

ずれにおいても，高等専門学校設置基準を満たしている。 

これらの教員は，本校の目的，教育理念や教育目標を達成するために必要な配置となっている（資

料３－１－②－２）。各専門学科の教育目標に対する科目と教員の配置は，いずれも専門性，授業担

当の適性も十分な教員を配置してある（資料３－１－②－３）。 

観点３－１－②資料一覧 
（資料３－１－②－１） 専門科目教員の専門分野と担当科目の対応     出典：総務課資料

（資料３－１－②－２） 本校の教育目標に対応した専門科目名と教員の配置 

  出典：総務課資料

（資料３－１－②－３） 専門科目の教育目標に対応した科目名と教員の配置 

                                    出典：総務課資料
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資料３－１－②―１

専門科目教員の専門分野と担当科目の対応 

平成２４年４月１日現在

教授 博士 材料強度、機械設計 6～10年 ○

材料学、設計法、設計製図、知識活用型教育、機械工学
特別演習、機械工学実験、創作実習、文献購読、卒業研
究

教授 博士 機械力学、機械振動学 5年未満 -
一般物理、機械力学、知識活用型教育、機械工学実験、
機械工学特別演習、文献購読、卒業研究

教授 博士
機械工作、歯車加工、機
械要素

無 -

機械工作法、機械材料、計測工学、創作実習、ものづくり
総合実習、知識活用型教育、機械工学実験、文献購読、
機械工学特別演習、卒業研究

准教授 博士
流体工学、粉体工学、混相
流工学

5年未満 -
流体工学、機械工学特別演習、創作実習、知識活用型教
育、機械工学実験、文献購読、卒業研究

准教授 学士 機械要素設計 無 -
設計製図、設計法、機構学、設計製図、機械工作実習、機
械工学実験、機械工学特別演習、文献購読、卒業研究

准教授 博士
制御工学、制御理論、ロボッ
ト工学

無 ○

情報処理Ⅰ、制御工学、メカトロニクスⅠ、創作実習、もの
づくり総合実習、機械工学実験、知識活用型教育、機械工
学特別演習、文献購読、卒業研究

准教授 博士 機械工作、機械要素設計 無 -

工学通論、機械工作法、工作機械、創昨実習、ものづくり
総合演習、機械工学実験、知識活用型教育、機械工学実
験、機械工学特別演習、文献購読、卒業研究

准教授 博士
機械振動学、パターン形成、
レーザによる熱応力割断、
レーザスクライブ

無 -
一般物理、電気工学、機械工学特別演習、創作実習、機
械工学実習、機械工学実験、文献購読、卒業研究

講師 博士
制御工学、ロボット工学、
コンピュータ外科学

無 ○
情報処理Ⅰ、電気工学、創作実習、知識活用型教育、機
械工学実験、機械工学特別演習、文献購読、卒業研究

講師 博士 熱工学、混相流 無 -
熱力学、熱工学、熱工学特論、創作実習、機械工学実験、
機械工学特別演習、文献購読、卒業研究

講師 博士 材料強度学 無 -
材料力学、弾性力学、材料力学特論、機械工作実習、知
識活用型教育、機械工学実験、卒業研究

助教 修士 設計製図 21年以上 - 設計製図、ものづくり総合実習、設計製図Ⅱ、卒業研究

准教授 修士 磁性材料、電気計測 無 -
電気磁気学Ⅰ、電気磁気学Ⅱ、電気電子情報工学実験
Ⅱ、卒業研究

教授 博士
プラズマプロセス工学、電気
機器、電力応用、環境電磁

無 -
電気機器Ⅰ、電気機器Ⅱ、電気設計、電気電子情報工学
実験Ⅱ、卒業研究

教授 博士
ロボット工学、水中音響
学、計測・制御工学

無 ○
電気電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電気電子製図演習、
電気電子工学実験Ⅱ、卒業研究

教授 博士
電磁界理論、電波工学、技
術者倫理、教育工学

無 ○
電子回路Ⅰ、工業物理概論、通信工学、無線通信概論、
電気電子工学実験Ⅱ、卒業研究

教授 博士 プラズマ理工学 無 ○
電子工学、高電圧工学、電気電子情報工学実験Ⅰ、電気
電子情報工学実験Ⅱ、卒業研究

准教授 修士 非線形回路、ストリーム暗号 無 -
電気回路Ⅰ、電気回路Ⅱ、電気数学、信号処理、電気電
子情報工学実験Ⅱ、卒業研究

准教授 博士 生物物理学、科学技術教育 無 -
一般物理、工業物理概論、電気電子情報工学実験Ⅰ、電
気電子情報工学実験Ⅱ、卒業研究

准教授 博士
薄膜工学、プラズマプロセス
工学

無 -
電気電子工学基礎、電気回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、創作実
習、電気電子情報工学実験Ⅰ、卒業研究

准教授 博士 環境電気工学 無 -
電気磁気学Ⅰ、制御工学、電気電子情報工学実験Ⅱ、電
気電子情報工学実験、卒業研究

講師 修士 画像処理、認識工学、IT全般 無 ○
情報工学基礎演習、プログラミング、情報処理、情報通信
ネットワーク、情報工学、創作実習、卒業研究

講師 博士
総合領域分野・情報学分科
（計算機システム）

無 -

デジタル回路、電子計算機応用、情報工学基礎演習、電
気電子情報工学実験Ⅰ、電気電子情報工学実験Ⅱ、卒業
研究

助教 博士
放電プラズマ工学、高電圧パ
ルスパワー工学

無 -
電気数学、電気回路Ⅱ、電気電子材料、創作実習、電気
電子製図演習、電気電子情報工学実験Ⅰ、卒業研究

氏名 職名 学位 専門分野 企業等経験年数
他の教育機関で

の経験の有無
担当授業科目

機
械
工
学
科

電
気
電
子
工
学
科
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 資料３－１－②―１続き

専門科目教員の専門分野と担当科目の対応 

平成２４年４月１日現在

准教授 修士 画像処理、情報処理 無 ○
情報処理、制御工学、情報通信特論、創作実習、工学実
験・実習、卒業研究

教授 博士
サーボ制御、精密モーション
コントロール

6～10年 -
電子回路Ⅱ、計測工学、制御工学特論、工学実験・実習、
卒業研究

教授 博士
センサー工学、低温物理学、
物理教育

5年未満 ○ 電子工学、一般物理、工学実験・実習、卒業研究

准教授 博士 画像処理、パターン認識 無 -
電気回路Ⅰ、電気回路Ⅱ、画像工学、工学実験・実習、卒
業研究

准教授 博士 情報通信工学、通信工学 無 -
電子回路Ⅰ、通信工学、情報通信、情報通信特論、工学
実験・実習、卒業研究

准教授 博士 電磁界解析、計算機応用 無 -
電気磁気学Ⅰ、電気磁気学Ⅱ、電子工学、工学実験・実
習、卒業研究

准教授 博士 制御工学 無 -
情報処理、電気工学、電子制御工学、創作実習、工学実
験・実習、卒業研究

准教授 博士 コンピュータグラフィックス 無 ○
情報通信、知識工学、創作実習、工学実験・実習、卒業研
究

講師 修士
電気工学、制御工学、情報
処理、自動計測

5年未満 -
基礎電気工学、ディジタル回路、製図、創作実習、工学実
験・実習、卒業研究

講師 博士 ロボット工学，知能システム 無 -
生産加工Ⅰ、図学、生産加工Ⅱ、計測工学、数値プログラ
ミング、工学実験・実習、卒業研究

助教 修士 コンピュータネットワーク 21年以上 -
電気工学、情報処理、ソフトウェア科学Ⅱ、情報通信特論、
工学実験・実習、卒業研究

教授 博士 触媒化学、物理化学 無 ○
反応工学、物理化学Ⅱ、物理化学Ⅲ、創作実習、物質化
学実験２、物質化学実験３、物質化学実験４、卒業研究

教授 博士
無機材料、環境化学、分析
化学

11～20年 -
無機化学、無機材料学、創作実習、物質工学実験２、物質
化学実験３、物質化学実験４、卒業研究

教授 博士
高分子材料化学（物性、応
用）、反応工学（反応解析、
反応速度論）

21年以上 -

工業英語、化学工学、有機材料学、反応工学、資源化学、
創作実習、物質化学実験２、物質化学実験３、物質化学実
験４、卒業研究

教授 博士 有機合成化学 無 -
有機化学、理論有機化学、創作実習、物質化学実験２、物
質化学実験３、卒業研究

教授 博士
無機材料化学、エネルギー
変換材料

無 -
基礎物質化学、工学基礎、無機化学、物理化学Ⅰ、創作
実習、物質化学実験、物質化学実験４，卒業研究

准教授 博士
化学工学、粉体工学、数値
計算工学、混相流工学

無 ○
情報処理Ⅰ、化学工学、機械工学概論、創作実習、物質
化学実験３、物質化学実験４，卒業研究

准教授 博士 応用微生物学 5年未満 -

基礎生物工学、微生物学序論、工業英語、応用微生物
学、創作実習、物質化学実験１、物質化学実験４，卒業研
究

准教授 博士
細胞・遺伝子工学、植物組織
培養学

無 -
生物化学、工業英語、細胞・遺伝子工学、植物学、創作実
習、物質化学実験４，卒業研究

助教 博士
生物有機化学、海洋天然物
化学

5年未満 -
情報処理Ⅰ、生体触媒工学、生物環境工学、物質化学実
験１，物質化学実験２、卒業研究

講師 博士
電気化学　分光電気化学
分析化学　機器分析

無 ○
情報処理Ⅰ、分析化学Ⅰ、危機分析、物質化学実験１、物
質化学実験４、卒業研究

助教 博士 機能性無機材料化学 5年未満 ○

電気・電子工学概論、セラミックス化学、情報処理Ⅱ、物質
化学実験１、物質化学実験２、物質化学実験３、物質化学
実験４、卒業研究

氏名 職名 学位 専門分野 企業等経験年数
他の教育機関で

の経験の有無
担当授業科目

電
子
制
御
工
学
科

物
質
工
学
科
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資料３－１－②―３

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1
工学通論（森川）
情報処理Ⅰ（中島）

応用数学Ⅰ（丸山）
材料力学（西口）
情報処理Ⅰ（松山）

応用数学Ⅱ（丸山）
応用数学Ⅲ（寺山）
一般物理（森田）
材料力学（西口）
機械運動学（小原）
熱力学（松山）
流体力学（中島）

一般物理（森田）
弾性力学（西口）
機械力学（原）
熱工学（松山）
流体工学（中島）
材料力学特論（西口）
熱工学特論（松山）
流体工学特論（中島）
情報処理Ⅱ（貞弘）

2
創作実習（全教員）
機械工作実習(中江）

機械工作実習（小原、西口）
ものづくり総合実習
（中江、森川）

機械工学実験（全教員）
工場実習
（学科長、４年担当）

機械工学実験（全教員）
卒業研究（全教員）
文献講読（全教員）

3
設計製図
（小原）

設計製図（西村）
材料学（福田）
機械工作法（中江）

設計製図（西村）
材料学（中江）
機械工作法（森川）
設計法（福田）
電気工学（長嶋）

機械工作法（中江）
設計法（小原）
計測工学（森川）
電気工学（森田）
制御工学（中浦）
メカトロニクスⅠ（中浦）

工作機械（中江）
設計法（福田）
メカトロニクス（筑）
設計製図Ⅰ（佐々木）
設計製図Ⅱ（西村）
メカトロニクスⅡ（中浦）
トライポロジー（中島）

設計製図・材料学・
機械工作法・電気
電子工学・制御工
学などを修得し、機
械電子技術の総合
化とシステムデザイ
ン能力を養成する。

機械工学科の教育目標と科目名と教員の配置

赤字は非常勤
準　　学　　士　　課　　程

応用数学、応用物
理、情報処理などの
基礎科目を充実し、
工業の基礎となる
材料力学・熱力学・
流体力学・機械運
動論など力学関連
科目を習得すること
により、技術者とし
ての基礎学力を育
成する。

創作実習・工作実
習・工学実験などの
実技科目を早期か
ら修得することによ
り、実験・実習等で
実践力や創造性を
培い、卒業研究で
は自学自習能力と
問題解決能力を養
成する。

教育目標
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資料３－１－②―３続き

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1

電気電子工学基礎
（吉田）
電気電子製図演習
（下尾、猪原）

電気回路Ⅰ（大島）
電気磁気学Ⅰ（柳生）

応用数学Ⅰ（丸山）
デジタル回路（下尾）
電気回路Ⅰ（猪原）
電気磁気学Ⅰ（柳生）

応用数学Ⅱ（皆本）
数学特論(稲永）
一般物理（南部）
電気回路Ⅱ（品川）
電気磁気学Ⅱ（吉田）

電気法規・電気施設管理
（寺崎）

2
情報工学基礎演習
（高比良、下尾、寺村）

プログラミング（高比良）

電気電子計測Ⅰ（長嶋）
プログラミング（高比良）
電気機器Ⅰ（須田）
電子回路Ⅰ（大島）

　
電気電子計測Ⅱ（長嶋）
電気機器Ⅱ（須田）
制御工学（柳生）
電子回路Ⅱ（大島）
高電圧工学（川崎）
電子工学（川崎）
電子計算機応用（下尾）
情報工学（高比良）
無線通信概論（南部）
情報処理実習（高比良）

電気設計（須田）
電気電子材料（吉田）
情報通信ネットワーク
（高比良、寺崎）
通信工学（南部）
信号処理（品川）
電力工学（山田）

3
創作実習
（高比良、柳生、猪原、
寺村）

電気電子情報工学実験Ⅰ
（大島、柳生、猪原、寺村）

電気電子情報工学実験Ⅰ
（南部、大島、下尾、猪原、
寺村）

電気電子情報工学実験Ⅱ
（須田、南部、大島、
柳生、下尾、寺村）
工場実習
（学科長、４年担当）

電気電子情報工学実験Ⅱ
（吉田、南部、猪原、下尾）
卒業研究（全教員）

創作実習、電気工学実験や
卒業研究などの実験実習の
体験的学習を重視し、計
画、遂行、データ解析、工学
的考察および説明能力を育
成する。

電気電子工学科の教育目標と科目名と教員の配置

赤字は非常勤
準　　学　　士　　課　　程

電気磁気学、電気回路の電
気系基礎科目や応用数学、
応用物理などの工業基礎科
目を充実させるとともに、
技術者としての強い責任感
や倫理観を育成する。

電気機器、高電圧工学、電
気材料、電力工学、電気設
計などの電気系分野や電子
回路、電子工学、電子制
御、電気電子計測などの電
子系分野および通信工学、
情報通信、電子計算機、情
報工学、情報処理などの情
報通信系分野の３分野での
幅広い科目を修得し自身で
課題の探求や解決が出来
る技術者を育成する。

教育目標
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資料３－１－②―３続き

（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1

応用数学、応用
物理、数値解析
などの基礎科学
を充実し、電子
情報系の基礎と
なる電磁気学・
電子回路・電子
計算機・システ
ムプログラム論
などを修得する
ことにより、情報
システムを構築
し、開発できる技
術者としての基
礎能力を育成す
る。

基礎電気工学（椛島）
情報処理（坂口）

電気工学（坂口、椛島）
情報処理（中村）

応用数学Ⅰ（真部）
デジタル回路（前田）
ソフトウエア工学Ⅰ（武富）
電気回路Ⅰ（志久）
電子回路Ⅰ（兼田）
電気磁気学Ⅰ（嶋田）

応用数学Ⅱ（中村）
応用数学Ⅲ（大屋）
数学特論（稲永）
一般物理（重松）
ソフトウェア科学（椛島）
電気回路Ⅱ（志久）
電子回路Ⅱ（川下)
電気磁気学Ⅱ（嶋田）
電子工学（重松、志久）
通信工学（兼田）

一般物理（重松）
数値プログラミング（槙田）
情報通信（兼田、手島）
システムプログラム論
（寺山）
情報通信特論
（兼田、中村、椛島）
知識工学（手島）
画像工学（志久）
システム工学（寺山）

2

創作実習・工作
実習・工学実験
などの実技科目
を早期から修得
することにより、
実験・実習等で
実践力や創造性
を培い、卒業研
究では自学自習
能力と問題解決
能力を養成す
る。

図学（前田）
製図（槇田）
創作実習
（中村、重松、兼田、
前田)

製図（前田）
工学実験・実習
（川下、重松、前田、
槇田、椛島）

工学実験・実習
（重松、前田、兼田、
手島、槇田、椛島）

工学実験・演習
（全教員）
工場実習
（学科長、4年担当）

工学実験・実習（全教員）
卒業研究（全教員）

3

生産加工・計測
工学・電子制御・
機械概論などを
修得し、情報制
御技術の総合化
と電子制御シス
テムの創生能力
を養成する。

生産加工Ⅰ（槇田） 生産加工Ⅱ（槙田）
計測工学(槙田）
制御工学（中村）

工学基礎概論（諸星）
電子制御工学（坂口）
ロボット工学（中島）
制御工学特論（川下）

電子制御工学科の教育目標と科目名と教員の配置

赤字は非常勤

教育目標
準　　学　　士　　課　　程
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（平成２４年度）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

1

生物・応用数学・
一般物理・情報
処理などの基礎
科学を充実し、
物質・生物系の
基礎となる無機・
有機・物理・分析
化学などを体系
的に修得させ、
物質の本質を理
解し、新素材を
開発できる技術
者としての基礎
能力を育成す
る。

基礎物質化学（渡辺）
基礎生物工学（山崎）
情報処理Ⅰ（田中）

無機化学（渡辺）
有機化学（平山）
分析化学（田中）
微生物学序論（山崎）
情報処理Ⅰ（城野）

応用数学Ⅰ（大屋）
無機化学（下野）
有機化学（平山）
分析化学（和田）
物理化学Ⅰ（渡辺）
化学工学（古川，城野）
情報処理Ⅰ（城野）
工業英語（野坂）

応用数学Ⅱ（真部）
数学特論（稲永）
一般物理（小野）
物理化学Ⅱ（長田）
化学工学（宮川）
反応工学（古川，長田）
生物化学Ⅰ（村山）
情報処理Ⅰ（椛島）
工業英語（村山）

物理化学Ⅲ（長田）
化学工学（城野）
環境工学（山邉）
機械工学概論（城野）
電気・電子工学概論
（野尻）

2

創作実習・情報
処理・工学実験・
化学機器などの
実験演習を早期
から修得させ、
実践力や創造性
を培い、卒業研
究では自学自習
能力と問題解決
能力を育成す
る。

工学基礎（渡辺）
創作実習（全教員）

物質化学実験１-1
（田中，野尻、和田）
物質化学実験１-2
（山崎、越村）

物質化学実験２
物質化学実験２
（下野，古川，長田，
平山，渡辺，城野，
越村， 野尻）

物質化学実験３
（下野，古川，長田，
平山， 渡辺，城野，
越村，野尻）

卒業研究（全教員）
物質化学実験４-1
（全教員）
物質化学実験４-２
（平山、渡辺、村川、
田中、野尻）
生物化学実験
（野坂，村山）

3

物質系では、無
機・有機・高分子
材料の合成、分
析、測定、評価
法などを修得さ
せ、生物系で
は、化学を基礎
に生物工学や培
養、遺伝子工学
の修得を通じ
て、化学、医薬
品、食品工業界
で活躍できる人
間性豊かで創造
性に富む技術者
を育成する。

理論有機化学（平山）
機器分析（田中）
無機材料学（下野）
有機材料学（古川）

品質管理（児玉）
細胞・遺伝子工学（村山）
資源化学（古川）
食品プロセス工学（宮川）
植物学（村山）

本校の物質工学科科目（生物コース）の教育目標と科目名と教員の配置

赤字は非常勤
準　　学　　士　　課　　程

教育目標
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資料３－１－②―３続き

（平成２４年度）

1年 ２年 ３年 4年 5年

1

生物・応用数学・
一般物理・情報処
理などの基礎科学
を充実し、物質・生
物系の基礎となる
無機・有機・物理・
分析化学などを体
系的に修得させ、
物質の本質を理解
し、新素材を開発
できる技術者とし
ての基礎能力を育
成する。

基礎物質化学（渡辺）
基礎生物工学（山崎）
情報処理Ⅰ（越村）

無機化学（渡辺）
有機化学（越村）
分析化学（田中）
微生物学序論（山崎）
情報処理Ⅰ（城野）

応用数学Ⅰ（大屋）
無機化学（渡辺）
有機化学（平山）
分析化学（和田）
物理化学Ⅰ（渡辺）
化学工学（古川、城野）
情報処理Ⅰ（城野）
工業英語（古川、山崎）

応用数学Ⅱ（真部）
数学特論（稲永）
一般物理（小野）
物理化学Ⅱ（長田）
化学工学（宮川）
反応工学（古川、長田）
生物化学Ⅰ（村山）
情報処理Ⅰ（椛島）
工業英語（村山）

物理化学Ⅲ（長田）
化学工学（城野）
環境工学（山邉）
機械工学概論（城野）
電気・電子工学概論
（野尻）

2

創作実習・情報処
理・工学実験・化
学機器などの実験
演習を早期から修
得させ、実践力や
創造性を培い、卒
業研究では自学
自習能力と問題解
決能力を育成す
る。

工学基礎（渡辺）
創作実習（全教員）

物質化学実験１－１
（田中、野尻、和田）
物質化学実験１－２
（山崎、越村）

物質化学実験２
（下野、古川、長田、
平山、渡辺、城野、
越村、野尻）

物質化学実験３
（下野、古川、長田、
平山、渡辺、城野、
越村、野尻）

卒業研究（全教員）
物質化学実験４－１
（全教員）
材料化学実験４－２
（平山、渡辺、野尻、
村川、田中）

3

物質系では、無
機・有機・高分子
材料の合成、分
析、測定、評価法
などを修得させ、
生物系では、化学
を基礎に生物工学
や培養、遺伝子工
学の修得を通じ
て、化学、医薬
品、食品工業界で
活躍できる人間性
豊かで創造性に
富む技術者を育成
する。

理論有機化学（平山）
機器分析（田中）
無機材料学（下野）
有機材料学（古川）

生物化学Ⅱ（野坂）
品質管理（児玉）
機能材料科学（野尻）
資源化学（古川）
食品プロセス工学（宮川）
植物学（村山）

準　　学　　士　　課　　程

物質工学科科目（物質コース）の教育目標と科目名と教員の配置

赤字は非常勤

教育目標

 

 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

専門科目担当教員は，教育の目的を達成するために専門性を考慮して適切に配置し授業担当者とし

ての適正を保っている。また，各学科の教育目標と教員の配置もそれぞれ専門性を活かし，目標を達

成するために適切に配置している。 

本校は４学科，４学級編成であるから，高等専門学校設置基準に定められた教員数以上の専門科目

担当教員数が配置され，教授，准教授の比率は適正を保っている． 
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観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。  

（観点に係る状況）  

専攻科では，平成24年度入学生から１専攻制（複合工学専攻）を採用しているため，専門の垣根を

越えて幅広い専門性を身に付け，複眼的な学習を可能にしている。各科目担当教員はそれぞれの分野

で教育・研究における経験が豊富であり（資料３－１－③－１，資料３－１－①－２参照），大学評

価・学位授与機構の資格審査合格者である。これらのことより，専攻科における教員配置は，専攻科

の教育目標①～④を達成するために適切なものとなっている（資料３－１－③－２）。 

観点３－１－③資料一覧 
（資料３－１－③－１） 専攻科授業担当教員の専門分野と担当科目の対応  出典：総務課資料

（資料３－１－③－２） 専攻科の教育目標に対応した科目と教員の配置   出典：総務課資料
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資料３－１－③－１

専攻科授業担当教員の専門分野と担当科目の対応 

平成２４年４月１日現在

教授 博士 材料強度、機械設計 6～10年
固体力学、場の力学、破壊強度
学、特別研究

教授 博士 機械力学、機械振動学 5年未満 機械振動学、応用力学解析法

教授 博士 機械工作、歯車加工、機械要素 無
精密加工特論、技術者総合ゼ
ミ、総合創造実験、特別研究

准教授 博士 流体工学、粉体工学、混相流工学 5年未満
粘性流体力学、流れ学、特別研
究

准教授 博士 機械工作、機械要素設計 無 製造システム論、特別研究

准教授 博士
機械振動学、パターン形成、レーザによ
る熱応力割断、レーザスクライブ

無
工業計測学、応用計測工学、総
合創造演習、特別研究

講師 博士
制御工学、ロボット工学、コン
ピュータ外科学

無 科学英語文献ゼミ、特別研究

講師 博士 熱工学、混相流 無 熱流動工学、特別研究

講師 博士 材料強度学 無 特別研究

准教授 修士 磁性材料、電気計測 無 磁気工学

教授 博士
プラズマプロセス工学、電気機器、電力
応用、環境電磁

無 機能材料論、特別研究

教授 博士
電磁界理論、電波工学、技術者倫理、
教育工学

無 電気通信概論、特別研究

教授 博士 プラズマ理工学 無
電気エネルギー応用、材料科
学、特別研究

准教授 博士 生物物理学、科学技術教育 無

現代物理学、科学英語文献ゼ
ミ、電気回路特論、総合創造演
習、総合創造実験、特別研究

准教授 博士 薄膜工学、プラズマプロセス工学 無 特別研究

准教授 博士 環境電気工学 無 放電工学、特別研究

講師 修士 画像処理、認識工学、IT全般 無 技術者総合ゼミ、特別研究

講師 博士
総合領域分野・情報学分科（計算機シス
テム）

無 情報基礎論、特別研究

准教授 修士 画像処理、情報処理 無 知識情報工学

教授 博士 サーボ制御、精密モーションコントロール 6～10年

総合創造演習、メカトロニクス工
学、生産システム工学、特別研
究

教授 博士 センサー工学、低温物理学、物理教育 5年未満 特別研究

准教授 博士 画像処理、パターン認識 無
画像情報工学、総合創造演習、
特別研究

准教授 博士 情報通信工学、通信工学 無 通信方式

准教授 博士 電磁界解析、計算機応用 無 特別研究

准教授 博士 制御工学 無
総合創造演習、技術者総合ゼ
ミ、特別研究

准教授 博士 コンピュータグラフィックス 無
数値解析、ソフトウェア科学概
論、情報科学、特別研究

講師 博士 ロボット工学，知能システム 無 特別研究

講師 修士
電気工学、制御工学、情報処理、自動
計測

5年未満 特別研究

機
械
工
学
科

電
気
電
子
工
学
科

電
子
制
御
工
学
科

氏名 職名 学位 専門分野
企業等経験年

数
担当授業科目
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（出典 総務課資料） 

 

資料３－１－③―１続き

専攻科授業担当教員の専門分野と担当科目の対応 

平成２４年４月１日現在

教授 博士 触媒化学、物理化学 無
触媒プロセス工学、応用物理化
学、特別研究

教授 博士 無機材料、環境化学、分析化学 11～20年
環境論、無機工業化学、技術者
総合ゼミ、特別研究

教授 博士
高分子材料化学（物性、応用）、反応工
学（反応解析、反応速度論）

21年以上 高分子工学

教授 博士 有機合成化学 無 有機化学特論、特別研究

教授 博士 無機材料化学、エネルギー変換材料 無 総合創造演習

准教授 博士
化学工学、粉体工学、数値計算工学、
混相流工学

無 移動現象論

准教授 博士 応用微生物学 5年未満 生命工学、酵素工学、特別研究

准教授 博士 細胞・遺伝子工学、植物組織培養学 無 植物学特論

講師 博士
電気化学　分光電気化学　分析化学
機器分析

無
工業分析化学、技術者総合ゼミ
Ⅰ、技術者総合ゼミⅡ

助教 博士 機能性無機材料化学 5年未満 科学英語文献ゼミ

教授 修士 英語教育（英語教材分析・開発論） 無 総合英語Ⅰ

教授 博士 四元数関数論、数学教育 5年未満 数理科学Ⅰ

教授 博士
化学教育、化学実験教育、結晶成長、
パターン形成

無 一般化学

教授 修士 自然地理学 無 国際協力論、技術者総合ゼミ

教授 修士 英語教育学 無 総合英語Ⅱ

准教授 博士
（２次体の整数論）、応用数学（組合せ
論、グラフ理論）

無 数理科学Ⅱ

准教授 博士 日本古代史 無 対外交渉史論

准教授 博士 現象学　科学技術倫理 5年未満 技術と哲学

講師 修士 日本近代文学 無 日本語表現法

物
質
工
学
科

一
般
科
目

氏名 職名 学位 専門分野
企業等経験年

数
担当授業科目



佐世保工業高等専門学校 基準３ 

- 112 - 

資料３－１－③―２

 

(出典 総務課資料)
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（分析結果とその根拠理由） 

専攻科担当教員は教育経験が豊富であり，さらに専門教科の研究活動，実務経験を有するなど十分

な資質を有している。また大学評価・学位授与機構の資格審査合格者で構成され，教育目標を達成す

る為に適切な配置となっている。 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教員構成は前述の通りで，このうち企業経験者数は17名であり（資料３－１－④－１），高

校・大学教員など教育経歴を持つ教員数は28名であり（資料３－１－①－１参照，３－１－②－１参

照），多様な経歴を持つ教員組織となっている。教員の年齢構成は資料３－１－④－２訪問時資料の

通り，各学科における定員枠を教授４人，准教授５人，講師２人，助教１人を基本として構成し，バ

ランスの取れた状態である。 

教員の新規採用にあたっては，均衡ある年齢構成を図り広く人材を集めるため，本校では公募制

（観点３－２－②参照）を採用している。公募要項には，専門分野，担当科目，職階などを記載し，

本校の教育目標や各学科の現状に沿った人材を採用する配慮を行っている。一例として平成24年度に

公募を行った際の募集要項を示す（資料３－１－④－３）。応募資格は博士又は技術士を有し，職階

は教授とし，退任教員と専門分野が一致する人材を求めた公募である。また，公募に際しては男女共

同参画にも配慮している。 

教員組織の活性化のための措置として佐世保工業高等専門学校表彰規程（資料３－１－④－４）を

設け，表彰選考委員会の議を経て（資料３－１－④－５訪問時資料）学校賞，教育貢献賞，最優秀授

業賞，学校功績賞などを表彰し，本校ウェブサイト（資料３－１－④－６）に公開している。また，

学生による教員評価も行われている（資料３－１－④－７）。 

教員の資質向上や教育・研究活動の活性化を図るために，内地研究員や在外研究員派遣制度を利用

することを推進し，平成11年度以降においてはそれぞれ４名，６名の教員が制度を利用している．ま

た，高専・両技科大間教員交流もこれまで４名が利用している。 

観点３－１－④資料一覧 
（資料３－１－④－１） 学科別企業経験者数            出典：総務課資料 

（資料３－１－④－２） 教員年齢構成（学科別）          訪問時資料 

（資料３－１－④－３） 教員公募の募集要項            出典：総務課資料 

（資料３－１－④－４） 表彰規程                 出典：佐世保高専規程集

（資料３－１－④－５） 表彰選考委員会議事要旨          訪問時資料 

（資料３－１－④－６） 被表彰者一覧               出典：本校ウェブサイト

（資料３－１－④－７） 学生による教員の評価アンケート様式    出典：総務課資料 
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資料３－１－④－３

 

 

(出典 総務課資料 抜粋)

資料３－１－④―１

 

（出典 総務課資料)
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資料３－1－④－４

 

佐世保工業高等専門学校表彰規程 
   

（平成１６年４月１日制定） 
   

佐世保工業高等専門学校表彰規程（平成１６年３月２９日制定）の全部を改正する。  
（目的）  

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育、研究、学校運
営及び社会貢献に関して、特に顕著な功績を挙げた者を表彰することにより、本校の教育、研
究等の諸活動の一層の向上を図ることを目的とする。  
（表彰の時期）  

第２条 表彰は、毎年１月に前年度の功績について表彰するものとする。  
（表彰の種類）  

第３条 この規程により行う表彰は、次に掲げるとおりとする。  
一 学校賞 本校の教育、研究、学生指導、地域貢献、管理運営等総合的に、当該年度でもっ

とも貢献した者を対象とするもの。  
二 教育貢献賞 本校の学生教育について当該年度に著しく貢献した者を対象とするもの。  
三 最優秀授業賞 当該年度の授業評価において優れた評価を受けた者を対象とするもの。  
四 学校功績賞 本校の教育、研究、学生指導、管理運営、地域貢献等について当該年度に著

しい成果を上げた者を対象とするもの  
五 感謝状 本校の教育、研究等に著しく寄与した学外の者を対象とするもの。  
（委員会）  

第４条 表彰の対象者を選考するため、表彰選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
２ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

一 校長  
二 教務主事  
三 学生主事  
四 寮務主事  
五 専攻科長  
六 事務部長  
七 その他校長が必要と認めた者  

３ 委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。  
（推薦の方法）  

第５条 主事、学科長、一般科目長及び専攻科長は、第３条第４号及び第５号に規定する表彰に
該当すると認められる者（以下「候補者」という。）を別記様式により委員長に推薦するもの
とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、校長及び事務部長は、必要に応じ候補者を推薦できるものとす
る。  

３ 候補者の推薦は、原則として毎年１０月３１日までに行うものとする。  
（表彰対象者の決定）  

第６条 校長は、委員会の議に基づき、表彰する者を決定する。  
（表彰の方法）  

第７条 表彰は、校長が表彰状を授与することにより行う。  
２ 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。  

（雑則）  
第８条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  
１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  
２ この規程施行後最初に行う表彰は、第２条の規定にかかわらず、平成１６年５月に平成１４

年度の功績について行う。  
附 則  
この規程は、平成１７年１１月２８日から施行し、改正後の規定は、平成１７年４月１日か

ら適用する。  

（出典 佐世保高専規程集）
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資料３－１－④－６

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料３－１－④－７

 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

企業経験のある教員や，高校・大学教員など教育経歴を持つ教員が豊富である。また，教員の新規

採用においては，年齢構成，教育経験・企業経験，男女共同参画への配慮等が講じられている。さら

に，教員表彰制度により教育・研究活動の一層の向上を図り，内地研究員制度や在外研究員制度等に

より教員の見識を高め，教員組織が活発化するための適切な措置が講じられている。 
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観点３－２－①： 全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われているか。また，

その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等，適切な取組がなされてい

るか。 

（観点に係る状況）  

教育活動に対して定期的評価を行うものとして，ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会

（資料３－２－①－１）があり，非常勤を含む教員の教育活動に関する定期的評価や，教職員の資質

向上のための研修会，講演会等を行っている。 

教育活動に関する定期的評価は，学生による学習態度および授業評価アンケートと意見要望書（資

料３－２－①－２，３），学生による教員評価（資料３－２－①－４），公開授業（資料３－２－①

－５），教員による相互評価（資料３－２－①－６）により実施している。FD委員長はこのアンケー

ト結果を校長に報告するとともに，各教員にも開示（資料３－２－①－７）し，さらに意見要望書に

対する回答をまとめ，教室掲示（資料３－２－①－８）して学生にフィードバックしている。なお，

この授業評価の高い教員を最優秀授業賞として表彰（資料３－２－①－９）している。また，２年連

続の評価が3.0以下の教員を，FD委員長，並びに校長が注意喚起している。 

また，定期的評価を行うものとして高専機構による教員顕彰実施要項（資料３－２－①－10）に基

づく評価がある。この教員顕彰は，教育業績自己評価，学生による教員評価，教員による相互評価，

研究業績評価等で構成・評価しており，佐世保高専表彰基準（資料３－２－①－11訪問時資料）に沿

って選考している。これを基に機構が実施する教員顕彰に優秀教員を推薦すると同時に，本校の表彰

者を教員表彰選考委員会で審議し，学校賞，教育貢献賞，学校功績賞（教育貢献，研究貢献，地域貢

献）（資料３－２－①－12）を決定し表彰すると同時に，本校ウェブサイトで紹介している。 

さらに，学校の教育活動に対し定期的な評価を行うものとして「自啓録」（資料３－２－①－13）

がある。この「自啓録」は，全教員が当該年度の反省と次年度の計画を作成し，校長に提出するもの

である。校長はこの「自啓録」を基に必要に応じて教員との面談を行い，学校の教育方針の徹底を行

っている。 

観点３－２－①資料一覧 
（資料３－２－①－１） ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 

                                 出典：佐世保高専規程集

（資料３－２－①－２） 学習態度および授業アンケート様式     出典：本校ウェブサイト

（資料３－２－①－３） 意見要望書様式              出典：総務課資料 

（資料３－２－①－４） 学生による教員の評価アンケート様式    出典：総務課資料 

（資料３－２－①－５） 公開授業参観記録様式           出典：学生課資料 

（資料３－２－①－６） 教員による相互評価            出典：総務課資料 

（資料３－２－①－７） 授業評価アンケート結果          出典：総務課資料 

（資料３－２－①－８） 授業評価アンケート結果（教員コメント）  出典：総務課資料 

（資料３－２－①－９） 表彰規程                 出典：佐世保高専規程集

（資料３－２－①－10） 国立高等専門学校教員顕彰－選考の視点－  出典：総務課資料 

（資料３－２－①－11） 佐世保高専表彰基準            訪問時資料 

（資料３－２－①－12） 被表彰者一覧               出典：総務課資料 

（資料３－２－①－13） 「自啓録」様式              出典：総務課資料 
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これらの把握された事項を参考にして，教育組織の役職等の見直しが定期的に行なわれている。 

 

 

 

 

 

 

資料３－２－①－１
 

佐世保工業高等専門学校ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 
 

（平成１６年４月１日制定）
 

（設置） 
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の教育目的及び理念の達成に

向け、ファカルティ・ディベロップメント（「本校の授業内容及び方法を改善し、向上させるた
めの組織的な取り組み」をいい、以下「ＦＤ」という。）の推進を図るために必要な事項を審議
するため、佐世保工業高等専門学校ファカルティ・ディベロップメント委員会（以下「委員会」
という。）を置く。 
（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 ＦＤの啓発及び推進に関すること 
二 ＦＤに係る研究会、研修会等に関すること 
三 授業及び教育技法の改善に関すること 
四 ＦＤに係る調査・研究に関すること 
五 その他ＦＤに関すること 
（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 教務主事 
二 校長が指名する教員 若干人 
三 総務課長 
四 学生課長 

２ 前項第２号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
３ 第１項第２号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 
第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ校長が指名した委員がその職務を代行する。 

（会議） 
第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席） 
第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。 

（他の委員会等との連携） 
第７条 委員会は、他の委員会等と相互に連携し、本校におけるＦＤの推進活動を補完しあう。 

（専門部会） 
第８条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会に関し必要な事項は別に定める。 

（事務） 
第９条 委員会の事務は、学生課において処理する。 

（雑則） 
第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 
この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料３－２－①－２

 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料３－２－①－３

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－２－①－４

 

 

（出典 総務課資料）
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資料３－２－①－５ 

 

（出典 学生課資料） 

 

 

 

資料３－２－①－６

 

（出典 総務課資料 抜粋）
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資料３－２－①－７

平成 24 年度後期授業評価アンケート結果 

 

 

（出典 総務課資料 抜粋）
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資料３－２－①－８

 

 

（出典 総務課資料 抜粋）
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資料３－２－①－９

佐世保工業高等専門学校表彰規程  
（平成１６年４月１日制定） 

   
佐世保工業高等専門学校表彰規程（平成１６年３月２９日制定）の全部を改正する。  
（目的）  

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育、研究、学校運
営及び社会貢献に関して、特に顕著な功績を挙げた者を表彰することにより、本校の教育、研
究等の諸活動の一層の向上を図ることを目的とする。  
（表彰の時期）  

第２条 表彰は、毎年１月に前年度の功績について表彰するものとする。  
（表彰の種類）  

第３条 この規程により行う表彰は、次に掲げるとおりとする。  
一 学校賞 本校の教育、研究、学生指導、地域貢献、管理運営等総合的に、当該年度でもっ

とも貢献した者を対象とするもの。  
二 教育貢献賞 本校の学生教育について当該年度に著しく貢献した者を対象とするもの。  
三 最優秀授業賞 当該年度の授業評価において優れた評価を受けた者を対象とするもの。  
四 学校功績賞 本校の教育、研究、学生指導、管理運営、地域貢献等について当該年度に著

しい成果を上げた者を対象とするもの  
五 感謝状 本校の教育、研究等に著しく寄与した学外の者を対象とするもの。  
（委員会）  

第４条 表彰の対象者を選考するため、表彰選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
２ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

一 校長  
二 教務主事  
三 学生主事  
四 寮務主事  
五 専攻科長  
六 事務部長  
七 その他校長が必要と認めた者  

３ 委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。  
（推薦の方法）  

第５条 主事、学科長、一般科目長及び専攻科長は、第３条第４号及び第５号に規定する表彰に
該当すると認められる者（以下「候補者」という。）を別記様式により委員長に推薦するもの
とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、校長及び事務部長は、必要に応じ候補者を推薦できるものとす
る。  

３ 候補者の推薦は、原則として毎年１０月３１日までに行うものとする。  
（表彰対象者の決定）  

第６条 校長は、委員会の議に基づき、表彰する者を決定する。  
（表彰の方法）  

第７条 表彰は、校長が表彰状を授与することにより行う。  
２ 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。  

（雑則）  
第８条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  
１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  
２ この規程施行後最初に行う表彰は、第２条の規定にかかわらず、平成１６年５月に平成１４

年度の功績について行う。  
附 則  

この規程は、平成１７年１１月２８日から施行し、改正後の規定は、平成１７年４月１日から
適用する。  

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料３－２－①－10

 

 

（出典 総務課資料 抜粋）



佐世保工業高等専門学校 基準３ 

- 130 - 

 

資料３－２－①－12

 

（出典 総務課資料）
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資料３－２－①－13

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

教員評価の実施体制としては，FD委員会並びに教員顕彰実施要項を整備し，授業アンケートなどを

定期的また組織的に行っている。これらの評価を基に表彰委員会で優秀教員を決定し，本校ウェブサ

イトで公開している。また各教員は「自啓録」を用いて，年度の反省と次年度の計画を校長に報告し

ている。把握された事項を基に，教員の組織の見直し等，適切な取り組みがなされている。 
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観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなさ

れているか。 

（観点に係る状況）  

教員の採用，昇任に関する規定に関しては，高等専門学校の設置基準に基づいて，佐世保工業高等

専門学校教員選考規則を定めている（資料３－２－②－１）。 

常勤教員の採用は公募制とし，応募者から提出された書類を基に教員候補適任者推薦委員会（資料

３－２－②－１）において専門性，教育者としての適性などを審査する。さらに教育上の能力を審査

するため，面接，模擬授業等を行い評価している。この推薦委員会による審査を経て，教員資格審査

委員会（資料３－２－②－１）が，複数名の教員候補適任者から書類審査，面接等による審議の後，

採用を決定する。 

教員の昇任は，教員資格審査委員会において，専門性，教育上の能力，校務経験等から総合的に評

価を行い，審議の後，昇任を決定する。 

非常勤講師については，「非常勤講師任用に関する申合せ」（資料３－２－②－２訪問時資料）に

沿って，専門性や教育上の能力を判断し，任用している。 

観点３－２－②資料一覧 
（資料３－２－②－１） 教員選考規則               出典：佐世保高専規程集

（資料３－２－②－２） 非常勤講師任用に関する申し合わせ     訪問時資料 
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資料３－２－②－１

佐世保工業高等専門学校教員選考規則 
（平成１６年４月１日制定）

（趣旨） 
第１条 この規則は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教授、准教授、講師、助教及

び助手（以下「教員」という。）の採用及び昇任のための選考に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（教授の資格） 

第２条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当
するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。ただし、特定の分野について、特に優れた知識及び経
験・実績を有すると認められ、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい能力を有すると認め
られる者にあっては、この限りではない。 
一 専攻分野について博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）又は技術士等の職

業上の高度の資格（理系以外の一般科目の担当教授にあっては、専攻分野について修士以上の学位）を有す
る者 

二 次に掲げるいずれかの経歴及び実績を有し、専攻分野について教育上、研究上又は実務上の特に優れた業
績を有する者 
イ 大学、短期大学又は高等専門学校（以下「大学等」という。）における教授、准教授又は専任の講師の

経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）を有し、かつ、最近の業績を有する者 
ロ 研究所、試験所、調査所等（以下「研究所等」という。）に在職した経験及び教育若しくは研究に関す

る実績を有し、かつ、最近の業績を有する者 
ハ 工場その他の事業所（以下「工場等」という。）に在職し、技術に関する業務の経験を有し、かつ、技

術に関する特に優れた業績又は特許等の知的財産を有する者 
ニ 一般科目の担当教授にあっては、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）において学

習指導、生徒指導、課外活動指導等に特に優れた実績があり、かつ、最近の業績を有する者 
（准教授の資格） 

第３条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担
当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。ただし、特定の分野について、優れた知識及び経験
・実績を有すると認められ、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい能力を有すると認めら
れる者にあっては、この限りではない。 
一 前条に規定する教授となることのできる者 
二 次に掲げるいずれかの経歴及び実績を有し、専攻分野について教育上、研究上又は実務上の優れた業績を

有する者 
イ 大学等における准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。）を有し、かつ、最近の業績を有する者 
ロ 研究所等に在職した経験及び教育若しくは研究に関する実績を有し、かつ、最近の業績を有する者 
ハ 工場等に在職し、技術に関する業務の経験を有し、かつ、技術に関する優れた業績又は特許等の知的財

産を有する者 
ニ 一般科目の担当准教授にあっては、高等学校において学習指導、生徒指導、課外活動指導等に優れた実

績があり、かつ、最近の業績を有する者 
（講師の資格） 

第４条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 第２条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 
二 高等学校において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育

上の能力を有すると認められる者 
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 
（助教の資格） 

第５条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 第２条から前条までに規定する教授、准教授又は講師となることのできる者 
二 専攻分野について修士の学位又は専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）

を有するか、又は、専攻分野について知識及び経験を有すると認められる者であって、かつ、高等専門学校
における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 

三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 
（助手の資格） 

第６条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）又は準学士の称号（外国におけるこ

れに相当する称号を含む。）を有する者 
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 
（選考の願い出） 

第７条 教員の採用又は昇任のための選考の必要が生じた学科又は一般科目（以下「当該学科等」という。）の
学科長又は一般科目長（以下「学科長等」という。）は、所定の様式により校長へ願い出なければならない。 
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資料３－２－②－１続き
 
（推薦委員会） 

第８条 校長は、教員の採用のための選考の願い出があったときは、教員の候補者となるべき適任者（以下「候
補適任者」という。）を推薦させるため、教員候補適任者推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）を設置
しなければならない。この場合において、校長は、あらかじめ、当該学科等の学科長等の意見を踏まえて選考
方針を定めるものとする。 

２ 推薦委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 
一 当該学科等の学科長等 
二 当該学科等から選出された教授 若干人 
三 当該学科等以外の学科又は一般科目から選出された教授 若干人 
四 その他校長が必要と認めた者 

３ 前項第２号の委員の選出に当たって、准教授、講師、助教又は助手の採用のための選考であり、かつ、特に
必要があると認められる場合は、准教授を含めて選出することができる。 

４ 第２項に掲げる委員のほか、校長が必要と認めるときは、本校の教職員以外の者で選考しようとする教員が
担当することとなる専門分野に関し広くかつ高い識見を有するものを委員に加えることができる。 

５ 前項の委員は、校長が委嘱する。 
（委員長及び副委員長） 

第９条 推薦委員会に委員長を置き、前条第２項第１号の委員をもって充てる。 
２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 
３ 推薦委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（候補適任者の推薦） 
第１０条 推薦委員会は、原則として複数の候補適任者を校長に推薦しなければならない。 
２ 推薦委員会は、前項の推薦を行うに当たっては、公募等により広く候補適任者の選定を行うものとする。 

（審査委員会） 
第１１条 校長は、推薦委員会から推薦された候補適任者及び昇任させようとする教員の資格を審査するため、

教員資格審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 
２ 前項の審査は、書面、面接及び模擬授業等により行うものとする。ただし、昇任の場合にあっては、面接及

び模擬授業を行わないことができる。 
第１２条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長 
二 教務主事、学生主事及び寮務主事 
三 当該学科等の学科長等 
四 その他校長が必要と認めた者 

２ 前項に掲げる委員のほか、校長が必要と認めるときは、本校の教職員以外の者で高等専門学校の教育に関し
広くかつ高い識見を有するものを委員に加えることができる。 

３ 前項の委員は、校長が委嘱する。 
（委員長） 

第１３条 校長は、審査委員会の委員長となる。 
２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代行する。 

（意見の聴取） 
第１４条 委員長が必要と認めたときは、審査委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができ

る。 
（関係職員の出席） 

第１５条 委員長は、必要に応じ、審査委員会に関係教職員を出席させることができる。 
（候補者の決定） 

第１６条 校長は、審査委員会の審査の結果に基づき、候補者を決定する。 
（事務） 

第１７条 推薦委員会及び審査委員会の事務は、総務課において処理する。 
（配置換のための選考） 

第１８条 第７条及び第１１条から第１７条までの規定は、教員の配置換のための選考について準用する。 
（補則） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。 
附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の改正前における助教授としての経歴は、准教授としての経歴とみなす。 

附 則 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

（出典 佐世保高専規則集）



佐世保工業高等専門学校 基準３ 

- 136 - 

 （分析結果とその根拠理由） 

教員の採用や昇任に関する規定には，専攻分野において教育・研究上の優れた最近の業績を有する

ことが定められている。この規定に基づき，採用や昇任は，教育・研究上の能力などを判断し，推薦

委員会，教員資格審査委員会の議を経て決定しており，適切に行われている。非常勤講師の任用につ

いても申合わせ事項に沿って，適切に行われている。 
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観点３－３－①： 学校における教育活動を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

事務職員は本校事務組織規程（資料３－３－①－１，２）に基づき組織されており，技術職員は技

術室に関する規程（資料３－３－①－３，４）に基づき組織されている（資料３－３－①－５）。 

学生への教育活動支援は，学生課の教育支援係と生活支援係，寮務係，総務課の図書係及び技術職

員が，各主事室等と連携しながら行われている。 

教育支援係と生活支援係，寮務係，図書係の事務分掌は，本校事務分掌規程（資料３－３－①－

２）に定められている。また，技術室の技術職員の事務分掌は，技術専門員及び技術専門職員に関す

る規程（資料３－３－①－４）に定められている。 

技術室は職員の企業経験及び専門性を考慮し，三つの班から構成されている。５名の第１技術班は

電気・電子・制御・情報を，４名の第２技術班は物質工学・一般物理・一般化学を，５名の第３技術

班は機械工学・実習工場を担当し，教育の支援を行っている（資料３－３－①－６～７）。また，こ

の支援業務に加え，実験実習機器の保守，管理，安全教育等を行っている（資料３－３－①－８）。 

図書館（資料３－３－①－９）には，司書資格を持った常勤職員１名と非常勤職員１名の２名を配

置して，学生・教職員や一般利用者に対し様々な支援業務を行なっている。 

観点３－３－①資料一覧 
（資料３－３－①－１） 事務組織規程               出典：佐世保高専規程集

（資料３－３－①－２） 事務分掌規程               出典：佐世保高専規程集

（資料３－３－①－３） 技術室規程                出典：佐世保高専規程集

（資料３－３－①－４） 技術専門員及び技術専門職員に関する規程  出典：佐世保高専規程集

（資料３－３－①－５） 機構図                  出典：学校要覧 

（資料３－３－①－６） 技術室時間割               出典：技術室資料 

（資料３－３－①－７） 技術職員勤務状況一例           出典：技術室資料 

（資料３－３－①－８） 長期業務依頼申請書            出典：技術室資料 

（資料３－３－①－９） 図書館規則                出典：佐世保高専規程集
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資料３－３－①－１
 

佐世保工業高等専門学校事務組織規程 
（平成１９年７月１日制定）

（趣旨） 
第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第１０条及び佐世

保工業高等専門学校学則第３条に基づき、事務部の事務組織に関し、必要な事項を定める。 
（事務部） 

第２条 事務部に、総務課及び学生課を置く。 
（事務部長） 

第３条 事務部に、事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を総括する。 

（課長） 
第４条 課に、課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 

（課長補佐） 
第５条 課に、課長補佐を置くことができる。 
２ 課長補佐は、上司の命を受け、高度な専門知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに専門的見地か

ら課長を補佐する。 
（専門職員） 

第６条 課に、専門職員を置くことができる。 
２ 専門職員は、上司の命を受け、課の事務のうち専門的事項を処理する。 

（係長） 
第７条 係に係長を置く。 
２ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

（主任） 
第８条 係に主任を置くことができる。 
２ 主任は、係の事務を処理する。 

（係員） 
第９条 係に係員を置くことができる。 
２ 係員は、係の事務を処理する。 

（総務課の所掌事務） 
第１０条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 

一 事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 儀式その他会議に関すること。 
三 将来構想に関すること。 
四 国際交流に関すること。 
五 安全管理及び衛生管理に関すること。 
六 訴訟に関すること。 
七 公印の管守に関すること。 
八 文書及び郵便物の接受並びに発送に関すること。 
九 広報に関すること。 
十 学則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。 
十一 情報公開及び個人情報に関すること。 
十二 教職員の人事管理及び雇用（社会保険・労働保険等）に関すること。 
十三 教職員の任免、給与（計算及び支給）、服務及び兼業等に関すること。 
十四 教職員の退職手当に関すること。 
十五 教職員の労働時間及び休暇に関すること。 
十六 教職員の賞罰に関すること。 
十七 共済組合に関すること。 
十八 教職員の福祉及び災害補償に関すること。 
十九 教職員の出張及び研修に関すること。 

二十 栄典及び表彰に関すること。 

二十一 産学官・地域連携事業に関すること。 

二十二 地域開放事業（公開講座、広報事業等）に関すること。 

二十三 工業所有権等の知的財産権に関すること。 

二十四 評価に関すること。 
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二十五 競争的資金及び外部資金等に関すること。 
二十六 内地研究員及び在外研究員等に関すること。 
二十七 インターンシップ学生の受入れに関すること。 
二十八 図書の受入れ、収集、整理及び管理に関すること。 
二十九 図書の貸出、閲覧及び案内に関すること。 
三十  事務情報化に関すること。 
三十一 概算要求等に関すること。 
三十二 会計の監査に関すること。 
三十三 財務会計決議書等の照査に関すること。 
三十四 予算及び決算に関すること。 
三十五 資産に関すること。 
三十六 宿舎に関すること。 
三十七 収入及び支出に関すること。 
三十八 現金及び有価証券に関すること。 
三十九 旅費の計算並びに支給に関すること。 
四十  物品及び役務に関すること。 
四十一 共用車の管理に関すること。 
四十二 施設整備の計画に関すること。 
四十三 営繕工事に関すること。 
四十四 土地、建物及び工作物等の維持保全に関すること。 
四十五 施設マネジメントに関すること。 
四十六 その他他の課の所掌に属しない事務に関すること。 
（学生課の所掌事務） 

第１１条 学生課においては、次の事務をつかさどる。 
一 教育課程の編成、実施に関すること。 
二 教育システム点検・改善に関すること。 
三 入学者の選抜及び学生の募集に関すること。 
四 入試の広報に関すること。 
五 学生の修学支援に関すること。 
六 学生の学籍に関すること。 
七 学生の考査、成績に関すること。 
八 学生のインターンシップ、学外研修及び国際交流の事務に関すること。 
九 非常勤講師に関すること。 
十 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 
十一 他機関との各種協定及び単位互換制度に関すること。 
十二 留学生の受入及び支援に関すること。 
十三 厚生補導に関すること。 
十四 課外活動に関すること。 
十五 生活相談に関すること。 
十六 就職支援に関すること。 
十七 就学支援金に関すること。 
十八 奨学金及び経済支援に関すること。 
十九 授業料等の免除、猶予及び分納に関すること。 
二十 日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 
二十一 厚生福利に関すること。 
二十二 学生寮の管理運営に関すること。 
二十三 学生の入退寮に関すること。 
二十四 寮生の生活支援に関すること。 
二十五 その他教務、学生の厚生補導及び学生寮の事務に関すること。 
（事務分掌） 

第１２条 各課の事務分掌は、別に定める。 
附 則 

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）



佐世保工業高等専門学校 基準３ 

- 140 - 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－３－①－２
 

佐世保工業高等専門学校事務分掌規程 
  

（平成１９年７月１日制定）
  
（趣旨） 

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校事務組織規程第１３条の規定に基づき、総務課及び学生課の事務分掌について、
次のとおり定める。 
  
（総務課） 

第２条 総務課に、課長補佐（総務企画担当）、課長補佐（総務人事担当）及び課長補佐（財務担当）並びに次の専門職員及び
係を置く。 
一 専門職員（評価等担当） 
二 総務係 
三 人事係 
四 企画係 
五 情報サービス係 
六 経理係 
七 契約係 
八 図書係 
九 施設係 
  
（課長補佐（総務企画担当）） 

第３条 課長補佐（総務企画担当）は、次の事務をつかさどる。 
一 総務課専門職員（評価等担当）、総務係、企画係及び情報サービス係（以下｢総務企画系｣という。）の事務の総括及び

連絡調整に関すること。 
二 将来構想の企画・立案に関すること。 
三 中期目標、中期計画及び年度計画の策定に関すること。 
四 安全管理及び衛生管理の総括に関すること。 
五 防火・防災の総括に関すること。 
六 訴訟に関すること。 
七 国際交流の総括に関すること。 
八 創立記念事業の支援に関すること。 
九 その他総務課総務系の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 
  
（課長補佐（総務人事担当）） 

第４条 課長補佐（総務人事担当）は、次の事務をつかさどる。 
一 総務課人事係の事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 その他総務課人事係の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 
  
（課長補佐（財務担当）） 

第５条 課長補佐（財務担当）は、次の事務をつかさどる。 
一 総務課経理係、契約係、図書係及び施設係（以下｢財務系｣という。）の事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 概算要求等に関すること。 
三 会計の監査に関すること。 
四 財務会計決議書等の照査に関すること。 
五 大型設備の調達に関すること。 
六 物品の調達（図書の発注を除く。）に関すること。 
七 役務に関すること。 
八 調達関連の各種統計調査に関すること。 
九 その他総務課財務系の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 
  
（専門職員（評価等担当）） 

第６条 専門職員（評価等担当）は、次の事務をつかさどる。 
一 自己点検・評価及び外部評価に関すること。 
二 日本技術者教育認定制度の事務に関すること。 
三 教育データベースの整備に関すること。 
  
（総務係） 

第７条 総務係は、次の事務をつかさどる。 
一 本校の事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 儀式、その他諸行事に関すること。 
三 運営委員会、教員会議その他総務課の他の係に属しない会議等に関すること。 
四 公印の管守に関すること。 
五 文書及び郵便物の接受並びに発送に関すること。 
六 他の係に属しない調査・報告に関すること。 
七 学則等の制定及び改廃に関すること。 
八 情報公開に関すること。 
九 個人情報保護に関すること。 

十 校内の警備取締に関すること。 

十一 その他他の課、係に属しない事項に関すること。 
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（人事係） 

第８条 人事係は、次の事務をつかさどる。 
一 教職員の人事管理及び雇用(社会保険・労働保険等)に関すること。 
二 教職員の任免、給与（計算及び支給）、服務及び兼業等に関すること。 
三 教職員の退職手当に関すること。 
四 教職員の労働時間及び休暇に関すること。 
五 教職員の賞罰に関すること。 
六 共済組合に関すること。 
七 教職員の福祉及び災害補償に関すること。 
八 教職員の衛生管理に関すること。 
九 教職員の出張及び研修に関すること（経理に関することを除く。）。 
十 栄典、表彰に関すること。 
十一 その他人事に関すること。 
  
（企画係） 

第９条 企画係は、次の事務をつかさどる。 
一 産学官・地域連携事業に関すること（経理に関することを除く。）。 
二 地域開放事業（公開講座、広報事業等）に関すること。 
三 工業所有権等の知的財産権に関すること。 
四 競争的資金及び外部資金等の獲得支援及び受入・報告に関すること。（国際交流に関することを除く。） 
五 内地研究員及び在外研究員等に関すること。 
六 学則等の制定及び改廃に関すること。 
七 インターンシップ学生の受入れに関すること。 
八 広報に関すること。 
九 その他企画に関すること。 
  
（情報サービス係） 

第１０条 情報サービス係は、次の事務をつかさどる。 
一 事務情報化の企画・立案に関すること。 
二 事務情報に係る連絡調整及び助言・指導に関すること。 
三 ＷＥＢ（ホームページ及びグループウェア）の管理、運用に関すること。 
四 情報セキュリティに関すること。 
五 ソフトウェアの管理に関すること。 
六 その他事務情報に関すること。 
  
（経理係） 

第１１条 経理係は、次の事務をつかさどる。 
一 予算及び決算に関すること。 
二 会計の諸規程に関すること。 
三 資産に関すること。 
四 宿舎に関すること。 
五 収入及び支出に関すること。 
六 現金及び有価証券に関すること。 
七 旅費の計算及び支給に関すること。 
八 競争的資金及び外部資金等の経理に関すること。 
九 営繕工事の入札業務に関すること。 
十 その他経理に関すること。 
  
（契約係） 

第１２条 契約係は、次の事務をつかさどる。 
一 備品、消耗品、役務及び修理等（図書の発注を除く。）の契約に関すること。 
二 物品の管理（登録・処分）に関すること。 
三 共用車の管理に関すること。 
四 寄贈物品等の受入れに関すること。 
五 その他契約に関すること。 
  
（図書係） 

第１３条 図書係は、次の事務をつかさどる。 
一 図書の受入れ、収集、整理及び管理に関すること。 
二 図書の貸出、閲覧及び案内に関すること。 
三 図書館間の相互協力（貸借、文献複写等）に関すること。 
四 図書の統計調査に関すること。 
五 図書の調達に関すること。 
六 図書の製本に関すること。 
七 その他図書に関すること。 
  
（施設係） 

第１４条 施設係は、次の事務をつかさどる。 
一 施設整備の計画に関すること。 
二 営繕工事の設計、施工及び検査に関すること。 
三 営繕工事の請負契約に関すること。 
四 土地、建物及び工作物等の維持保全に関すること。 
五 施設マネジメントに関すること。 
六 光熱水料に関すること。 
七 構内の清掃に関すること。 
八 ボイラーの管理に関すること。 
九 安全管理に関すること。 
十 防火・防災に関すること。 
十一 その他施設に関すること。 
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（学生課） 
第１５条 学生課に、課長補佐並びに次の専門職員及び係を置く。 

一 専門職員（入試担当） 
二 教育支援係 
三 生活支援係 
四 寮務係 
  
（課長補佐） 

第１６条 課長補佐は、次の事務をつかさどる。 
一 学生課の事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 教育課程の編成、実施に係わる専門的事項に関すること。 
三 教育システム点検・改善に関すること。 
四 入学者の選抜に係わる専門的事項に関すること。 
五 他機関との各種協定及び単位互換制度に関すること。 
六 留学生の受入及び支援に関すること。 
七 他機関で実施する学生の企画事業に関すること。 
八 その他学生課の所掌事務のうち、各係に属しない事項に関すること。 
  
（専門職員（入試担当）） 

第１７条 専門職員（入試担当）は、次の事務をつかさどる。 
一 入学者の選抜に関すること。 
二 学生の募集に関すること。 
三 入学志願者確保のための統計調査及び情報分析に関すること。 
四 入試の広報に関すること。 
五 入試及び教務の連絡調整に関すること。 
  
（教育支援係） 

第１８条 教育支援係は、次の事務をつかさどる。 
一 教育課程の編成、実施に関すること。 
二 学生の考査、成績に関すること。 
三 学生の修学支援に関すること。 
四 学生のインターンシップ、学外研修の事務に関すること。 
五 学生の学籍等の記録・保管に関すること。 
六 学生の諸届、諸証明に関すること（他係の所掌に属するものを除く。）。 
七 教務の会議及び学生の諸行事に関すること。 
八 非常勤講師に関すること。 
九 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 
十 教務及び入試に関し、連絡調整すること。 
十一 その他学生課の所掌事務で他の係に属しない事項に関すること。 
  
（生活支援係） 

第１９条 生活支援係は、次の事務をつかさどる。 
一 厚生補導に関すること。 
二 課外活動に関すること。 
三 生活相談に関すること。 
四 就職支援に関すること。 
五 就学支援金に関すること。 
六 奨学金及び経済支援に関すること。 
七 授業料等の免除、猶予及び分納に関すること。 
八 日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 
九 学生の旅客運賃割引証に関すること。 
十 福利厚生に関すること。 
十一 学生の保健管理に関すること。 
十二 その他学生の支援に関すること。 
  
（寮務係） 

第２０条 寮務係は、次の事務をつかさどる。 
一 学生の入寮及び退寮に関すること。 
二 寮生の福利厚生に関すること。 
三 学生寮の防火・防災に関すること。 
四 学生寮に関する統計諸調査及び報告に関すること。 
五 寮生の生活支援に関すること。 
六 寮生の保健管理に関すること。 
七 学生寮の宿日直に関すること。 
八 学生寮の管理運営に関すること。 
九 学生寮の将来計画（適正定員等）の分析に関すること。 
十 厦門理工学院との相互交流に関すること。 
十一 その他寮生の支援に関すること。 

  
附 則 

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２３年７月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
（出典 佐世保高専規程集）
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佐世保工業高等専門学校技術室規程 

（平成２１年４月１日制定）  

（設置）  

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則（独立行政法人

国立高等専門学校機構規則第４号）第１２条及び佐世保工業高等専門学校学則第６条の規定に

基づき、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、技術室を置く。  

（目的）  

第２条 技術室は、本校の学科等の要請に基づき、技術・技能を要する専門業務を行うことによ

り、本校における教育研究等の業務を支援する。  

（業務）  

第３条 技術室は、次に掲げる業務を行う。  

一 実験・実習における教育の補助及び技術指導に関すること。  

二 教育研究に必要な技術業務、技術開発及び教材作成に関すること。  

三 情報システム基盤の維持・管理に関すること。  

四 実験室、実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。  

五 地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。  

六 技術の向上・継承に関すること。  

七 技術職員の研修の企画、立案及び実施に関すること。  

八 技術職員の養成に関すること。  

九 学校行事への支援に関すること。  

十 本校の業務の技術支援に関すること。  

十一 その他技術室に関すること。  

（組織）  

第４条 技術室に、次に掲げる職員を置く。  

一 技術室長  

二 技術長  

三 副技術長  

四 技術専門職員  

五 技術職員（建物及び施設の営繕、保守並びに管理に関する事務を担当する技術職員その他

これに準ずる技術職員を除く。）  

六 その他必要な職員  

２ 技術室に、次の班及び班長を置き、各業務に従事する。  

一 第１技術班 主に電気・情報・制御、情報処理センターに関する業務  

二 第２技術班 主に物質・生物・物理・化学、環境マネジメントに関する業務  

三 第３技術班 主に実習指導・研究機器製作、実習工場に関する業務  

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）



佐世保工業高等専門学校 基準３ 

- 144 - 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－３－①－４

佐世保工業高等専門学校における技術専門員及び技術専門職員に関する規程 

  

（平成１６年４月１日制定） 

  

佐世保工業高等専門学校における技術専門員及び技術専門職員に関する規程（平成１０年３月４日

制定）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校における技術専門員及び技術専門職員の選考等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（技術専門員） 

第２条 技術専門員は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のた

めの技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術

研修に関する企画及び連絡調整を行う。 

（技術専門職員） 

第３条 技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための

技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修

に関する調査研究を行う。 

（選考） 

第４条 技術専門員及び技術専門職員の選考は、定数の範囲内で校長が行う。 

（選考基準） 

第５条 技術専門員となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 職務に関連する技術系の国家資格試験（大卒程度以上）に合格した者 

二 特許取得等の独創的な技術開発を行った者 

三 学会賞等を受賞した者 

四 科学研究費補助金等の公募採択型の各種助成金を受けた者 

五 修士以上の学位を有する者 

六 学会等において職務に関連する論文発表等を行った者 

七 職務に関連する著作を発表した者 

八 技術職員研修会等において講師の経験を有する者 

九 前各号に掲げる者と同等以上の資格等を有する者 

２ 技術専門職員となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 前項に規定する技術専門員となることのできる者 

二 職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者（前項に掲げる者を除く。） 

三 技術発表会等において、職務に関連する技術発表等を行った者 

四 技術職員研修会等の研修を修了した者 

五 前各号に掲げる者と同等以上の資格等を有する者 

（補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、技術専門員及び技術専門職員の取扱に関し、必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

（出典 佐世保高専規程集）
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（出典 本校ウェブサイト） 

 

資料３－３－①－５

 

（出典 学校要覧）
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資料３－３－①－６

 

 

（出典 技術室資料）
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資料３－３－①－７

 

（出典 技術室資料）
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資料３－３－①－８ 

 

 

（出典 技術室資料） 
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資料３－３－①－９

 

佐世保工業高等専門学校図書館規則 

   

（平成１６年４月１日制定） 

   

（趣旨）  

第１条 この規則は、佐世保工業高等専門学校学則第５６条第２項の規定に基づき、佐世保工業

高等専門学校に図書館を置き、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（目的）  

第２条 図書館は、図書及びその他の教育・研究上必要な資料を収集・整理・管理して、本校教

職員並びに学生の利用に供することを目的とする。  

（図書館長）  

第３条 図書館に図書館長を置く。  

２ 図書館長は、本校の教授及び准教授の中から校長が選任し、任期は２年とする。ただし、再

任を妨げない。  

（図書館長の職務）  

第４条 図書館長は、校長の命を受け、次の事項を掌理する。  

一 図書及びその他の資料の収集及び整理に関すること。  

二 図書館利用の指導及び調整に関すること。  

三 教員の行なう教育・研究に対する協力に関すること。  

四 図書館に関する調査及び渉外活動に関すること。  

五 その他図書館運営上必要なる事項  

（図書委員会）  

第５条 図書館の円滑なる運営を図るため、校長の諮問機関として図書委員会を置く。  

２ 図書委員会に関する必要な事項は、別に定める。  

（雑則）  

第６条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な規程は別に定める。  

附 則  

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

附 則  

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育支援のため，事務職員，技術職員を配置し，組織的に行っている。また，技術職員は実験・実

習等の教育支援を行っている。また，図書館においては司書資格を持った職員を配置している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学生による授業評価が行われており，教員が改善点などをコメントし，教室掲示によって学生に

フィードバックされており，教育改善のためのシステムが機能している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

準学士課程の教育を遂行するための一般科目と専門科目教員は，研究や教育実績及び実務経験に基

づく専門性を活かして配置されている。また，専攻科は基本的に専任教員または学位授与機構の資格

審査合格教員で構成しており，適正な配置となっている。教員の採用及び昇任については，教員選考

規則に基づき推薦委員会，教員資格審査委員会の議を経て選考しており適切である。 

教員の教育活動評価は，ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会並びに教員顕彰実施要項

により行い，学生による授業評価アンケート，意見要望書，公開授業，教員相互評価等を定期的に実

施している。学生の意見要望書には，全科目担当教員が要望に答えて改善点を学生にフィードバック

する等の適切な取り組みがなされている。また各教員は「自啓録」を用いて，年度の反省と次年度の

計画を校長に報告し，学校の教育方針との整合性を図っている。このように教員の教育方法を改善す

るシステムが適切に機能している。また，その教員組織を活性化する措置として，優秀教員を表彰す

る制度も設けられている。 

さらに，学生課の教育支援係と生活支援係，寮務係，総務課の図書係及び技術職員が，各主事室等

と連携しながら本校の教育活動を支援している。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針等の入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教職員に周知され

ているか。また，将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は，全教員が所有する「教員必携」に明記されてい

る（資料４－１－①－１）。本校の入学者選抜は，１）準学士課程入学者選抜，２）第４年次編入学者

選抜，３）専攻科生入学者選抜の３種類がある。入学者受入方針は全ての学生募集要項（資料４－１

－①－２～４）にも記載されている。また，将来の学生を含めた社会には，本校ウェブサイトにおい

て各入試情報として公表（資料４－１－①－５）すると共に，学校説明会において平易に説明してい

る。さらに，企業等に配布する学校紹介リーフレット（資料４－１－①－６）にて周知している。 

教員に対しては，「教員必携」の配布及び中学校訪問時の説明の際に再確認が行われている。職員に

対しては，本校ウェブサイト，学校紹介リーフレット及び学生募集要項にて周知されている。また，

教職員に対する入学者受入方針の周知状況調査の結果，概ね周知されていることがわかる（資料４－

１－①－７，８）。 

観点４－１－①資料一覧 

（資料４－１－①－１） 入学者受入方針（アドミッションポリシー） 出典：教員必携 

（資料４－１－①－２） 入学者受入方針（準学士課程）     出典：学生募集要項 

（資料４－１－①－３） 入学者受入方針（４年次編入学）    出典：編入学生募集要項 

（資料４－１－①－４） 入学者受入方針（専攻科課程）     出典：専攻科学生募集要項 

（資料４－１－①－５） 入学者受入方針記載箇所        出典：本校ウェブサイト 

（資料４－１－①－６） 入学者受入方針記載箇所        出典：学校紹介リーフレット

（資料４－１－①－７） 入学者受入方針調査アンケート様式   出典：総務課資料 

（資料４－１－①－８） 入学者受入方針調査アンケート結果   出典：総務課資料 
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資料４－１－①－１

 
 

（出典 教員必携）
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資料４－１－①－２

 

（出典 学生募集要項）
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資料４－１－①－３

 

（出典 編入学生募集要項）
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資料４－１－①－４

 

（出典 専攻科学生募集要項）
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資料４－１－①－５

本校ウェブサイトのアドミッション・ポリシー記載箇所 

 

（出典 本校ウェブサイト）

資料４－１－①－６

 

（出典 学校紹介リーフレット）
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資料４－１－①－７

 
（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

学生の受入に関し，入学者受入方針が明確に定められており，入学者に対し箇条書きでわかりやす

い表現で示されている。教職員に対する入学者受入方針の周知状況調査の結果，概ね周知されている

ことがわかる。また，本校ウェブサイトや学校説明会，学校紹介リーフレットにより，将来の学生を

含めた社会に理解されやすい形で公表している。 

資料４－１－①－８
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準学士課程

入学者受入方針

第４年次編入学

入学者受入方針

専攻科課程

入学者受入方針

入学者受入方針アンケート結果

4：よく知っている

3：ある程度知っている

2：少し知っている

1：全然知らない

 
 

（出典 総務課資料）
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の入学者選抜は，入学者選抜要項（資料４－２－①－１）並びに入学者選抜実施要項（資料４

－２－①－２）に定められた通りに実施されており，筆記試験，面接，調査書等を適切に評価し，判

定会議において総合的な結果により選抜を行っている。入学者受入方針と各選抜方法との関連性を以

下に示す。 

 

(a)準学士課程入学 

準学士課程１年生への入学者選抜は，推薦と学力の２種類がある。なお，受検生には全員に「入学

志望理由書」（資料４－２－①－３）の提出を義務づけ，本校の入学者受入方針に沿った受検生である

ことを確認している。 

① 推薦による選抜 

推薦書・調査書並びに面接試験の結果を基に総合的に選抜している。面接試験は面接実施要項（資

料４－２－①－４訪問時資料）に従い，「入学志望理由書」を基に志望動機等について評価している

（資料４－２－①－５訪問時資料）。入学者受入方針の「基礎学力を身につけた人」については口頭

試問によって，入学者受入方針の（２）（３）（４）については面接により評価している。また，（１）

（５）については調査書及び面接によって確認している。 

② 学力による選抜 

本校では，全国国立高専共通の試験に調査書の成績を加味し，総合的に「基礎学力を身につけた

人」に関する資質・能力を評価している。入学者受入方針の（１）は理科・数学・社会の試験，（５）

は国語・英語の試験，そして（２）（３）（４）については「入学志望理由書」と調査書によって確

認している。 

 

(b)準学士課程４年次編入学 

準学士課程４年次への編入学者選抜は，推薦と学力の２種類がある。推薦による選抜は，前述の（a）

と同様である（資料４－２－①－６訪問時資料）。学力による選抜は，工業に関する高校の生徒は各学

観点４－２－①資料一覧 

（資料４－２－①－１） 入学者選抜要項             出典：教員必携 

（資料４－２－①－２） 入学者選抜実施要項           出典：教員必携 

（資料４－２－①－３） 入学志望理由書             出典：学生募集要項 

（資料４－２－①－４） 推薦入学試験面接実施要項        訪問時資料 

（資料４－２－①－５） 推薦入学試験面接実施要項面接評定表   訪問時資料 

（資料４－２－①－６） 編入学（推薦）面接実施要項       訪問時資料 

（資料４－２－①－７） 編入学（学力）面接実施要項       訪問時資料 

（資料４－２－①－８） 編入学志望理由書            出典：編入学生募集要項 

（資料４－２－①－９） 編入学試験面接実施要項面接評定表    訪問時資料 

（資料４－２－①－10） 専攻科志望理由書            出典：専攻科学生募集要項

（資料４－２－①－11） 専攻科推薦入学試験面接実施要項     訪問時資料 
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科の専門科目と英語・数学の筆記試験，その他の高校の生徒は英語・数学と専門科目を理科（物理ま

たは化学）とした筆記試験に，調査書及び面接を含めた総合評価で行っている（資料４－２－①－７

訪問時資料）。編入学者受入方針の（１）は数学・専門科目または理科の試験と調査書によって，（３）

は英語の試験と面接によって評価している。（２）（４）は「編入学志望理由書」（資料４－２－①－８）

を基に面接によって評価している（資料４－２－①－９訪問時資料）。 

 

(c)専攻科入学 

専攻科への入学者選抜は，推薦と学力の２種類がある。なお，受験生には全員に「専攻科志望理由

書」（資料４－２－①－10）の提出を義務づけ，本校の入学者受入方針に沿った受験生であることを確

認している。 

① 推薦による選抜 

推薦書，調査書並びに面接試験を基に総合的に選抜している。面接試験は面接実施要項（資料４

－２－①－11訪問時資料）に従い，口頭試問を行い，志望動機等について評価している。専攻科受

入方針の（１）（３）は面接時の口頭試問および調査書により評価し，（２）（４）（５）は面接によ

って評価している。 

② 学力による選抜 

一般科目（英語，数学）・専門科目と面接によって選抜し，面接試験については，推薦の場合と同

様である。専攻科受入方針の（１）は数学と専門科目の試験によって評価し，（３）は面接時の口頭

試問および英語の試験によって評価している。（２）（４）（５）は面接によって評価している。 
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資料４－２－①－１

 

 

 

（出典 教員必携）
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資料４－２－①－２

 
（出典 教員必携 抜粋）
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資料４－２－①－３

 

 

（出典 学生募集要項）
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資料４－２－①－８

 

（出典 編入学生募集要項）
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資料４－２－①－10

 

（出典 専攻科学生募集要項）
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（分析結果とその根拠理由） 

入学者受入方針に沿って準学士課程１年への入学，準学士課程４年への編入学，そして専攻科課程

への入学に対する入学者選抜要項を明確に定めており，それに従って学力試験や面接試験等を適切に

実施し，各判定会議において公正に合否は決定されている。 
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況） 

(a)準学士課程入学 

入学生の調査書の５段階評点の分布よりその資質を見ると，多くは４以上であり，ほぼ全員が3.5

以上となっている（資料４－２－②－１）。このように準学士課程１年入学生の中学時成績は高い水準

であり，優秀な学生が入学している。また，入学直後に実施している数学・国語・英語の実力試験の

結果を見ると，それぞれ平均点が60点以上であり，入学者受入方針の「基礎学力を身につけた」に沿

った学生が入学している（資料４－２－②－２）。 

過去５年間の進路変更等で退学した学生数は，全学生に対する割合が３％以下ではあるが，退学者

総数の増加傾向が見られる（資料４－２－②－３）。そこで，一部学科のみ実施していた口頭試問を全

学科で実施するように平成23年度の推薦試験判定会議において提案され，教務委員会を経て入学者選

抜の改善がなされている（資料４－２－②－４，５）。 

 

(b)準学士課程４年次編入学 

過去５年間の編入学志願者数は，若干名の募集に対して20名以上であり，入学者受入方針の（１）

に沿った学生が入学している（資料４－２－②－６）。過去５年間の編入学生の退学者は２名であり，

入学者受入方針に沿った学生の受け入れがなされている（資料４－２－②－３）。 

 

(c)専攻科入学 

過去５年間の専攻科志願者数は，定員16名に対して２倍以上となっており，入学者受入方針に沿っ

た学生が入学している（資料４－２－②－７）。過去５年間の専攻科生の退学者数は数名であり，入学

者受入方針に沿った学生の受け入れがなされている（資料４－２－②－３）。 

 

観点４－２－②資料一覧 

（資料４－２－②－１） 入学生の中学時成績            出典：教育データベース

（資料４－２－②－２） １年生実力試験結果            出典：学生課資料 

（資料４－２－②－３） 退学者数                 出典：教育データベース

（資料４－２－②－４） 推薦入学試験判定会議議事要旨       出典：学生課資料 

（資料４－２－②－５） 教務委員会議事要旨            出典：学生課資料 

（資料４－２－②－６） 編入学者入試状況             出典：教育データベース

（資料４－２－②－７） 専攻科入試状況              出典：教育データベース



佐世保工業高等専門学校 基準４ 

 - 168 -

 

 

 

 

資料４－２－②－２
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国語 数学 英語

平成24年度 1年生実力試験結果（始業式後実施）

1M 1E 1S 1C
 

（出典 学生課資料）

資料４－２－②－１

入学生の中学時成績（５段階評価分布） 

0%

10%

20%

30%

40%
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60%
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年度

3未満

3-3.4

3.5-3.9

4-4.4

4.5以上

 
（出典 教育データベース）
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資料４－２－②－４

 

（出典 学生課資料）

資料４－２－②－３

退学者数 

1 2 3 4 5 A1 A2
20 9 0 1 0 7 1(0) 0 0 0
21 8 3 1 1 3 3(2) 0 2 1
22 17 1 3 3 5 5(0) 1 0 1
23 19 0 1 3 7 7(0) 1 0 0
24 26 1 1 11 2 10(0) 2 1 0

年度
準学士
課程

専攻科
課程

準学士課程 専攻科

 
※準学士課程 4 年の括弧は編入学生

（出典 教育データベース）
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資料４－２－②－６

編入学者入試状況 

人

10人

20人

30人

40人

50人

20 21 22 23 24

年度

志願者数
合格者数
入学者数

 
（出典 教育データベース）

資料４－２－②－５

 

（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程入学では，調査書と入学後実力試験の結果で，入学者受入方針に沿った学生の受入が確

認されている。退学者の増加傾向が見られた為，面接試験の実施方法を再検討し，全学科で口頭試問

を実施するように改善が行われている。準学士課程４年次編入学および専攻科入学では，入学者選抜

の改善のため，志願者数と退学者数で検証がなされている。 

資料４－２－②－７

人

10人

20人

30人

40人

50人

20 21 22 23 24
年度

専攻科 入試状況

志願者数

入学者数

推薦入学者

定員数

定員16 

 
 

（出典 教育データベース）
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観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程において，各学科定員40名に対する志願者数，倍率及び実入学者数を見ると，各学科の

実入学者数が定員40名に近い人数であり（資料４－３－①－１），全実入学者数は定員160名に近い人

数となっている（資料４－３－①－２）。 

専攻科課程において，平成23年度までの実入学者数は定員を超え，平成23年度では約1.8倍の入学者

数となっており，また，平成24年度に複合工学専攻の一専攻へ改組され，実入学者数は26名で約1.6

倍が入学している（資料４－３－①－３）。全実入学者数は定員16名に対し平均約1.6倍となっている

が（資料４－３－①－４），教員数及び施設設備の教育環境が十分であるため，定員の２倍程度までは

適切な教育を受けることができる。 

 

 

 

資料４－３－①－２

準学士課程志願者数と入学者数 

人

100人

200人

300人

400人

20 21 22 23 24
年度

全志願者数

推薦志願者数

推薦合格者数

全合格者数

入学者数

 
（出典 教育データベース）

資料４－３－①－１

準学士課程入学者数        （各科定員 40） 

志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者

20 77 1.9 43 68 1.7 45 99 2.5 43 90 2.3 42 334 2.1 173

21 48 1.2 43 85 2.1 42 75 1.9 43 92 2.3 42 300 1.9 170

22 79 2 43 73 1.8 43 81 2 44 68 1.7 42 301 1.9 172

23 60 1.5 43 60 1.5 43 75 1.9 42 64 1.6 42 259 1.6 170

24 68 1.7 44 67 1.7 42 102 2.6 44 96 2.4 42 333 2.1 172

物質 全体
年度

機械 電気電子 電子制御

 

（出典 教育データベース）

観点４－３－①資料一覧 

（資料４－３－①－１） 準学士課程入学者数            出典：教育データベース

（資料４－３－①－２） 準学士課程志願者数と入学者数       出典：教育データベース

（資料４－３－①－３） 専攻科課程入学者数            出典：教育データベース

（資料４－３－①－４） 専攻科課程志願者数と入学者数       出典：教育データベース
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程における各学科の実入学者数は入学定員とほぼ同じである。また，専攻科課程の入学者

数は定員の２倍以内であり，十分な教育環境が確保されている。 

資料４－３－①－４

専攻科課程志願者数と入学者数 

人

10人

20人

30人

40人

50人

20 21 22 23 24

年度

志願者

入学者

定数

 
（出典 教育データベース）

資料４－３－①－３

専攻科課程入学者数   （定員：機械４，電気電子８，物質４）

（定員：複合工学：１６）

志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者 志願者 倍率 入学者

20 8 2 6 15 1.9 12 4 1 4 27 1.7 22

21 10 2.5 6 21 2.6 15 12 3 6 43 2.7 27

22 7 1.8 5 19 2.4 14 7 1.8 5 33 2.1 24

23 8 2 7 19 2.4 14 10 2.5 8 37 2.3 29

24 47 2.9 26

全体

24年度より複合工学専攻に改組

年度
機械 電気電子 物質

 

（出典 教育データベース）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

準学士課程ならびに専攻科課程ともに，基礎学力が十分な学生を確保している。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

学生の受入について，入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を明確に定めており，全教員

については，それを明記した「教員必携」を配布して周知を行っている。また，職員や入学希望者に

ついても「学生募集要項」や学校紹介リーフレット，本校ウェブサイト等に明記して広く公表してい

る。 

入学者の選抜は，準学士課程１年への入学，準学士課程４年への編入，専攻科への入学に対する要

項を明確に定めており，それに従って学力試験や面接試験等を適切に実施し，入学者選抜判定会議に

おいて公正に合否を決定している。また，それぞれの入学者選抜の方法は対応する委員会で検討・改

善を行っている。 

準学士課程における各学科の実入学者数は入学定員とほぼ同じである。また，専攻科課程の実入学

者数は定員の平均約1.6倍となっているが，十分な教育環境が確保されており教育に支障はない。 

このように，入学定員と実入学者数との関係を適正に維持している。 
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観点５－１－①資料一覧 

（資料５－１－①－１） 教育理念                出典：学生便覧 

（資料５－１－①－２） 教育課程表 一般科目（機械・電気電子・電子制御工学科） 

                                出典：教員必携 

（資料５－１－①－３） 教育課程表 一般科目（物質工学科）   出典：教員必携 

（資料５－１－①－４） 教育課程表 専門科目（機械工学科）   出典：教員必携 

（資料５－１－①－５） 教育課程表 専門科目（電気電子工学科） 出典：教員必携 

（資料５－１－①－６） 教育課程表 専門科目（電子制御工学科） 出典：教員必携 

（資料５－１－①－７） 教育課程表 専門科目（物質工学科）   出典：教員必携 

（資料５－１－①－８） 平成 24 年度行事予定表         出典：学生課資料 

（資料５－１－①－９） 教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ 

                                出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－１－①－10） 「研究日誌」様式            出典：学生課資料 

（資料５－１－①－11） 化学シラバス              出典：平成 25 年度シラバス

（資料５－１－①－12） 物理シラバス              出典：平成 25 年度シラバス

基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体

系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣

旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育理念および教育目標は，学生便覧に示されている（資料５－１－①－１）。カリキュラム

の編成方針としては，教育理念・教育目標に基づき，高専教育の特徴である５年間一貫教育の利点を

活かしたカリキュラム編成を心掛け，学年ごとに一般科目と専門科目をくさび形に配分し，実験実習

を重視しつつ講義との連携を図る編成を行っている（資料５－１－①－２～７）。教育課程表の修得単

位数計に着目してもくさび形カリキュラムとなっており，教育課程として体系的に編成されているこ

とがわかる。なお，本校が１年間に行う授業期間は40週にわたり（資料５－１－①－８），高等専門学

校設置基準を満たしている。 

教育目標と科目との関係は，教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ図に示されている（資

料５－１－①－９）。 

教育目標１）に関しては，全学科１年次に，創造性を育成するための科目である「創作実習」を組

み込んでいる。２年次以降は，専門基礎科目での学習内容を確認する意味で「実験実習」を行ってい

る。 

教育目標２）に関しては，低学年において一般科目の理数系科目と各学科の専門基礎科目（機械工

学科「工学通論」，電気電子工学科「電気電子工学基礎」，電子制御工学科「基礎電気工学」，物質工学

科「基礎物質化学・基礎生物工学」）を，高学年において各学科の専門科目を配置している。また，５

年次「卒業研究」では「研究日誌」（資料５－１－①－10）を配布し，研究テーマに沿って自ら研究計

画を立て，課題を探究，解決する能力を養成している。 
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教育目標３）に関しては，低学年から専門基礎科目の講義内容に対応した実験実習科目を配置して

いる。また，一般科目「化学」「物理」は実践力を養成する科目であり，講義実験・学生実験を取り入

れた授業を行っている（資料５－１－①－11，12）。 

教育目標４）に関しては，全学科全学年において「英語」「国語」の語学科目を必修として配置して

いる。また，１年次「創作実習」，４年次「工場実習」及び５年次「卒業研究」においてプレゼンテー

ションを行っている。 

教育目標５）に関しては，情報リテラシー教育として全学科３年次まで情報処理科目を配置してい

る。また，「卒業研究」においても情報機器を用いてデータ分析，整理等を行う指導を行っている。 

教育目標６）に関しては，低学年次の「地理」「歴史」「政治経済」の社会系科目，高学年次では「国

際関係論」「技術者倫理」の科目を配置している。 

なお，各科目の内容と教育目標との対応はシラバスに明記している（資料５－１－①－11，12）。 

 

 

資料５－１－①－１

 

（出典 学生便覧）



佐世保工業高等専門学校 基準５ 

 - 177 -

 

資料５－１－①－２

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－３

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－４

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－５

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－６

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－７

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－１－①－８

 

 

（出典 学生課資料）
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資料５－１－①－９

 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）
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資料５－１－①－10

（出典 学生課資料）
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資料５－１－①－11

（出典 平成 25 年度シラバス）
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（分析結果とその根拠理由） 

授業科目は，各目標に対応するように学年ごとに配置されている。教育課程は，くさび形カリキュ

ラムとして体系的に編成している。また，授業科目の内容は，教育課程の編成趣旨に沿って，教育目

標への到達が可能となるよう適切なものとなっている。 

資料５－１－①－12

 

（出典 平成 25 年度シラバス）
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観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

学生の多様なニーズ，学術の発展の動向等に迅速に対応するために，他の高等教育機関における授

業科目の履修における単位認定制度を設けている（資料５－１－②－１）。 

また，学生の職業意識の向上並びに職業適性等を考えさせる目的で，４年次に「工場実習（インタ

ーンシップ）」を実施している（資料５－１－②－２，３）。 

さらに，平成17年より実施した現代ＧＰにおいて，グローバル化に対応すべく中国の廈門理工学院

との交流を通じて，世界的な問題に対して協力して解決することができる技術者を養成する機会を整

えていた（資料５－１－②－４）。現在ではこれに加え，大学教育推進プログラムにより，中国，スウ

ェーデン，韓国の大学と国際学術交流協定を結んでいる（資料５－１－②－５）。また，平成19年度よ

り実施した現代ＧＰにおいて，学生が自律的にキャリアデザインできる能力を身につけるProblem 

Based Learning(PBL)を柱とするキャリア教育システムにも取り組んでいた（資料５－１－②－６）。

その後キャリア教育支援室を設立し，学生のキャリアデザイン活動をサポートしている。 

学生の要望や社会の要求を汲み上げるために各種活動（観点６－１－④，⑤，７－１－③参照）を

行っており，それを自己点検や外部評価に反映させるシステムを構築し（資料５－１－②－７），カリ

キュラム等の教育の改善に反映している（資料５－１－②－８～10）。 

観点５－１－②資料一覧 

（資料５－１－②－１） 学則 第 25 条               出典：教員必携 

（資料５－１－②－２） 学習心得                 出典：学生便覧 

（資料５－１－②－３） 平成 24 年度工場実習先一覧         出典：学生課資料 

（資料５－１－②－４） 「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」成果報告書 

                                 出典：成果報告書 

（資料５－１－②－５） 「国際的協業による実践的若年技術者の育成」成果報告書 

                                 出典：成果報告書 

（資料５－１－②－６） 「ＰＢＬを柱としたキャリア教育システム構築」 終報告書 

                                 出典： 終報告書 

（資料５－１－②－７） 教育点検システムの構成          出典：本校ウェブサイト

（資料５－１－②－８） 教育システム点検・改善委員会規程     出典：佐世保高専規程集

（資料５－１－②－９） 自己点検・評価委員会規則         出典：佐世保高専規程集

（資料５－１－②－10） 外部評価実施要項             出典：佐世保高専規程集
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資料５－１－②－１

佐 世 保 工 業 高 等 専 門 学 校 学 則  
第６章 教育課程等  
 （他の高等専門学校における授業科目の履修）  
第２５条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が他の高等専門学校において履修した授業科目に

ついて修得した単位を，３０単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修により修得したもの
とみなすことができる。  

２  前項に関し必要な事項は，校長が別に定める。  
 （高等専門学校以外の教育施設等における学修等）  
第２５条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科学大臣

が別に定める学修を，本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定することができる。  
２  前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみなす単位

数と合わせて３０単位を超えないものとする。  
３  第１項の規定は，第３２条に定める留学をする場合及び外国の大学が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位
数の合計数は３０単位を超えないものとする。  

４  第１項に関し必要な事項は，校長が別に定める。     

（出典 教員必携 抜粋）

資料５－１－②－２
３）学 習 心 得 
 
中略 
 
７ 工場実習 

  本校では，原則として第４学年の夏休み中に、工場、研究所等で２～３週間の実習を行う 

ことを推奨している。詳細は「工場実習の実施要項」に記す。 
（出典 学生便覧 抜粋）
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資料５－１－②－３

機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 物質工学科
会社名 会社名 会社名 会社名

ＪＸエンジニアリング株式会社 伊万里市浄化センター 株式会社　九州テン 武田薬品工業株式会社

日本精工株式会社　埼玉工場 佐世保重工業（長期インターンシップ） 富士通株式会社 株式会社　三松

住友精化株式会社　別府工場 キヤノン株式会社 長菱ソフトウェア株式会社 佐賀県茶業試験場
村田機械株式会社 東京エレクトロンFE株式会社 株式会社　佐賀新聞社 大塚製薬株式会社　佐賀工場

大阪サニタリー金属工業協同組合 ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所 KDDIエンジニアリング株式会社 長崎県窯業技術センター

武田薬品工業株式会社 株式会社　三松 NHK長崎放送局 株式会社　ミルボン　ゆめが丘工場
東レエンジニアリング株式会社 株式会社　九州テン 京セラ株式会社　鹿児島川内工場 旭化成ケミカルズ株式会社　愛宕事業場

キヤノン株式会社 日東電工株式会社　尾道事業所 中部電力株式会社 佐世保市保健所

株式会社　大島造船所 西部ガス株式会社　佐世保支店 メタウォーター株式会社　日野事業所 長崎県農林技術開発センター

株式会社　森精機製作所　伊賀事業所 国精工業株式会社　多摩川工場 株式会社　トヨタプロダクションエンジニアリング 佐世保市水道局

株式会社　ディスコ　広島事業所 富士通株式会社 宇部興産株式会社 株式会社　日本触媒　姫路製造所

サントリープロダクツ株式会社 メタウォーター株式会社 富士通株式会社 富士通株式会社

ＪＸ日鉱日石金属株式会社　佐賀関製錬所 湯川王冠株式会社 佐賀県茶業試験場 ダイキン工業株式会社

高砂工業株式会社　伊万里工場 中央電子工業株式会社 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 佐世保市保健所

サントリープロダクツ株式会社 全日本空輸株式会社 NHK長崎放送局 中興化成工業株式会社　松浦工場

千代田化工建設株式会社 株式会社　大島造船所 神鋼テクノ株式会社 花王株式会社　和歌山工場
京セラ株式会社　鹿児島国分工場 東洋鋼鈑株式会社 株式会社　日本ビジネスソフト タカハタプレシジョンジャパン株式会社

極東石油工業合同会社　千葉製油所 花王株式会社　鹿島工場 総合研究大学院大学　物理科学研究科　核融合科学専攻 住友化学株式会社
湯川王冠株式会社 矢崎部品株式会社 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 極東石油工業合同会社　千葉製油所

ＭＨＩプラントエンジニアリング株式会社 大阪ガス株式会社 株式会社　三松 佐賀県茶業試験場

株式会社　佐賀鉄工所大町工場 国際通信企画株式会社 ジェイ・アール・シー特機株式会社 東レ株式会社

日本ビソー株式会社　長崎事業所 ユニチカ株式会社　岡崎事業所 西部ガス株式会社　佐世保支店 住友精化株式会社　別府工場

株式会社　日立国際電気 伸和コントロールズ株式会社 富士通株式会社 株式会社　微研テクノス

新興プランテック株式会社 NHK長崎放送局 株式会社　日本理工医学研究所 JNC株式会社　水俣製造所

株式会社　カシフジ フロイント産業株式会社　浜松事業所 富士通株式会社 MHIプラントエンジニアリング株式会社

株式会社　三松 三菱重工業株式会社 花王株式会社　鹿島工場 佐賀県茶業試験場

株式会社　エム・システム技研 東燃ゼネラル石油株式会社　和歌山工場 日信電子サービス株式会社 西部ガス株式会社　佐世保支店

新日本製鐵株式会社　広畑製鉄所 中外製薬工業株式会社 シーティーシー・テクノロジー株式会社 佐世保市水道局

株式会社　牧野フライス製作所 中部電力株式会社 株式会社　ディスコ　広島事業所 株式会社　日本理工医学研究所

株式会社　ワイビーエム 株式会社　名村造船所 富士通株式会社 佐賀県茶業試験場

ミヤマ精工株式会社 富士電機株式会社 株式会社　日本ビジネスソフト 富士通株式会社

株式会社　クレオ 株式会社　カシフジ 富士通株式会社 株式会社　カネカ　高砂工業所

ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所 株式会社　MHIコントロールシステムズ ジェイ・アール・シー特機株式会社 アリアケジャパン株式会社

三菱自動車工業株式会社　水島製作所 セイコーエプソン株式会社 富士通株式会社 大日精化工業株式会社東京製造事業所

日鐵プラント設計株式会社 NHK長崎放送局 住友電装株式会社 長崎県窯業技術センター

株式会社　日本触媒　姫路製造所 伊万里市浄化センター 東ソー株式会社　南陽事業所
株式会社　富士通九州システムズ　 九州旅客鉄道株式会社 三洋化成工業株式会社　京都工場

三洋化成工業株式会社　名古屋工場 ダイソー株式会社　尼崎工場 佐世保市水道局

西日本プラント工業株式会社 佐世保市水道局

佐賀県茶業試験場

日東電工株式会社　尾道事業所

ダイキン工業株式会社　滋賀製作所

ＪＸ日鉱日石金属株式会社　佐賀関製練所
東燃ゼネラル石油株式会社　和歌山工場

九州電力株式会社　大分支社

株式会社　MHIコントロールシステムズ
矢崎部品株式会社

平成24年度工場実習（インターンシップ）先一覧

（出典 学生課資料）
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資料５－１－②－４

現代 GP「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」成果報告書 
 
（表紙）                （取組概要） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」 成果報告書）
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資料５－１－②－５

 
大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム 
「国際的協業による実践的若年技術者の育成」成果報告書 
 

（表紙）               （取組み概要） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 「国際的協業による実践的若年技術者の育成」 成果報告書）
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資料５－１－②－６

現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ） 

「ＰＢＬを柱としたキャリア教育システム構築」 終報告書 

 

（表紙） 

 

 

（取組内容） 

 

（出典 「ＰＢＬを柱としたキャリア教育システム構築」 終報告書）
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資料５－１－②－７

教育点検システムの構成 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料５－１－②－８

佐世保工業高等専門学校教育システム点検・改善委員会規程 
   

（平成１６年４月１日制定） 
   
（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に、本校の「教育システム」を点検し、継
続的改善を実行するために必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校教育システム点
検・改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（審議事項）  
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  
一 本校の教育システムの問題点及びその解決方法の調査・研究に関すること。  
二 調査・研究結果を基に「教育システム」の改善を図ること及びそのための留意事項の周知・徹
底に関すること。  
三 外部審査等の受審に向け、関係資料の整備及びそれを裏付けるための資料の収集に関するこ
と。  
四 その他、教育プログラム改善及びＪＡＢＥＥ認定審査に関すること。  
（組織）  
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 校長が指名する教員 若干人  
二 専攻科長  
三 教務主事  
四 総務課長  
五 学生課長  
２ 前項第１号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  
３ 第１項第１号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名した者をもって充てる。  
２ 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  
（会議）  
第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
（委員以外の者の出席）  
第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  
（事務）  
第７条 委員会の事務は、学生課において処理する。  
（雑則）  
第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。  
附 則  
この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  
附 則  
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料５－１－②－９

佐世保工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則  
   

（平成１６年４月１日制定）
   
（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第１条の２の規定に基づき、本校
における教育研究活動等の状況と今後の展望に関し必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専
門学校自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（審議事項）  
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  
一 自己点検・評価の実施方法等に関すること。  
二 自己点検・評価項目の設定に関すること。  
三 自己点検・評価の実施報告書の編集に関すること。  
四 その他自己点検・評価に関すること。  
五 外部評価に関すること。  
（組織）  
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 教務主事、学生主事及び寮務主事  
二 専攻科長  
三 校長が指名する者  
四 総務課長及び学生課長  
２ 前項第３号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。  
３ 第１項第３号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  
（会議）  
第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
（委員以外の者の出席）  
第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  
（専門委員会）  
第７条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。  
２ 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。  
（事務）  
第８条 委員会の事務は、総務課において処理する。  
（雑則）  
第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。  
附 則  
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  
附 則  
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料５－１－②－10

佐世保工業高等専門学校外部評価実施要項  
   

（平成１６年４月１日制定）
   
（目的）  
第１ この要項は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究活動等の状況に
係る自己点検及び評価の結果等について、外部の有識者による検証（以下「外部評価」という。）
を行い、教育研究体制等の改善に資することを目的とする。  
（設置）  
第２ 本校に、佐世保工業高等専門学校外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（評価事項）  
第３ 委員会は、次の各号に掲げる事項を評価する。  
一 教育理念及び教育目標に関すること。  
二 教育活動に関すること。  
三 学生生活に関すること。  
四 研究活動に関すること。  
五 地域社会及び産業との連携に関すること。  
六 その他学校の管理運営に関すること。  
（組織）  
第４ 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから校長が委嘱した委員をもって組織する。  
一 大学、高等専門学校等高等教育機関の教員等及び経験者  
二 本校の所在する地域の教育関係者  
三 地方自治体の関係者  
四 地域産業界の関係者  
五 報道機関の有識者  
六 本校卒業生の代表者  
七 その他校長が必要と認める者  
（委員長）  
第５ 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  
（実施方法）  
第６ 外部評価は、次の各号に掲げる事項により実施する。  
二 本校の自己点検・評価報告書及び資料による調査  
三 本校で実施するヒアリング、実地調査等  
（報告）  
第７ 委員会は、評価の結果を校長に報告する。  
（改善）  
第８ 校長は、外部評価に基づき、改善のための諸方策を講じるものとする。  
（報告書の公開）  
第９ 自己点検・評価委員会は、報告書を作成し、公開するものとする。  
（事務）  
第１０ 委員会の事務は、総務課において処理する。  
附 則  
この要項は、平成１６年４月１日から施行する。  
附 則  
この要項は、平成１９年４月１日から施行する。 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由） 

学術の発展の動向等に迅速に対応するため他の高等教育機関等における単位互換制度を設けている。

また，学生の職業意識の向上並びに職業適性の判断材料として，工場実習を実施・活用している。さ

らに，本校独自の活動として，世界的な問題に対する解決を図るための能力を養成するプログラム，

将来のキャリアをデザインする能力を養成するプログラムを実施している。また，各種活動を実施し，

教育改善に反映するシステムを構築している。 
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況） 

５年間一貫教育を通して，教育理念に沿って低学年次から一般科目だけでなく専門科目教育を行っ

ている。また，実践的な力を育成するために，各学科専門の実験並びに実験結果等を処理する目的で

用いられる情報処理の講義，演習を低学年から行っている。高学年では，高度で専門的な内容及び実

践力等の育成を図る実験・実習科目を配置している。演習・実験・実習科目の単位数割合は，一般科

目17％，機械工学科46％，電気電子工学科37％，電子制御工学科37％，物質工学科43％であり，講義

における教育内容を定着させるために適切なものとなっている（資料５－１－①－２～７参照）。 

適切な学習指導方法の工夫に関し，教育目標１）３）については全学科１年生に対し「創作実習」

を実施している。「創作実習」は，もの作りに関する好奇心を持ち，その楽しさを体験し，もの作りの

過程で探究心を身につけることを目的とした科目である（観点５－２－③参照）。また，教育目標２）

３）５）に関しては，全学科で開講している情報処理の講義・演習，並びに機械工学科「設計製図」，

電子制御工学科「製図」の授業科目を情報処理センター第１演習室・CAD室で行うことで，各自のペー

スで演習できるように配慮している（資料５－２－①－１～３）。教育目標４）６）については「英会

話」の授業科目を，LL教室にて，外国語の映像と音声による情報を活かした授業を行うことで，実践

的な英語を体感できるようにしている（資料５－２－①－４）。「工場実習」「卒業研究」において発表

を行うことで，教育目標４）に掲げられたプレゼンテーション能力の涵養を図っている（資料５－２

－①－５）。 

観点５－２－①資料一覧 

（資料５－２－①－１） 情報工学基礎演習シラバス        出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－①－２） 設計製図シラバス            出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－①－３） 製図シラバス              出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－①－４） 英会話シラバス             出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－①－５） 卒研審査会・発表会について       出典：電気電子工学科資料
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資料５－２－①－１

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－①－２

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－①－３

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－①－４

（出典 平成 24 年度シラバス）
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（分析結果とその根拠理由） 

実験・実習・演習は，全授業科目に対してバランスよく配置し，講義における教育内容を定着させ

るために適切なものとなっている。教育目標に応じて，情報処理演習室やLL教室を利用する等の工夫

がなされている。 

資料５－２－①－５

中略 

（出典 電気電子工学科資料 抜粋）
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，事前に行う準備

学習，教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，

活用されているか。 

（観点に係る状況） 

シラバスは，シラバス記入要領（資料５－２－②－１）に基づいて当該科目担当教員が「シラバス

作成支援システム」を用いて作成している。教員及び学生が自由に閲覧できるように本校ウェブサイ

ト上で公開されている。 

シラバスには，授業時間ごとに教育内容についてのキーワード等が示された授業項目・授業内容欄

があり，授業の進行度を容易に理解できるように作成され，該当授業科目を履修するために必要な予

備知識を示し，事前に行う準備学習の内容を自己学習の指針として示している。到達目標欄には，箇

条書きでその科目の到達目標が書かれ，成績評価欄には試験及びレポート等の割合が数字で示されて

いる。さらに，教育目標との関連についても明記されている。また，履修単位・学修単位の別も示さ

れている。講義担当教員はシラバスを配布して授業計画，評価方法，自己学習の指針等を詳しく説明

し，ノートに貼り付ける等の活用法を勧めている。なお，学修単位の科目では，自己学習の指針に沿

って行われた学習時間が確保されていることを演習課題や試験によって確認している。 

授業評価アンケート中の教員によるシラバス活用に関する設問に対する回答，計画通り授業が実施

されているかに関する設問に対する回答は，いずれも良好な結果となっている（資料５－２－②－２）。 

観点５－２－②資料一覧 

（資料５－２－②－１） シラバス記入要領 

                    出典：本校ウェブサイト シラバス作成支援システム

（資料５－２－②－２） 教員によるシラバスの活用 アンケート結果 出典：学生課資料 
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資料５－２－②－２ 

教員によるシラバスの活用（５段階評価） 

年度 20 21 22 23 24 

シラバスの説明はあったか 4.0 4.4 4.5 4.6 4.7 

シラバスに沿って授業が行われたか 3.8 4.2 4.2 4.3 4.3 

 

（出典 学生課資料） 

資料５－２－②－１

 
（出典 本校ウェブサイト シラバス作成支援システム）
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（分析結果とその根拠理由） 

シラバスには，具体的な到達目標が示され，この目標を達成できるように十分に留意した上で授業

内容等が記述されており，評価方法に関しても明記されている。準備学習として自己学習の指針を示

している。履修単位・学修単位の別が明記され，学修単位の科目では，自己学習の指針を示すことで

学習時間の確保に対する対策が講じられている。また，アンケート結果からシラバスの活用と記載に

沿った授業がなされていることが確認できる。 
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況） 

創造性を育む教育として，１年次の後期科目（15週間）に「創作実習」に始まり，学年毎の「工学

実験・実習」を通し，総まとめとして５年次の「卒業研究」がある（観点５－２－①参照）。 

「創作実習」はPBL型科目として，ものづくりに関して興味を持ち，かつ作ることの楽しさ並びに探

究心を養うことを目的に各学科の専門に沿ったテーマで行われている（資料５－２－③－１～４）。「創

作実習」のシラバスで紹介されている通り，いずれの学科も到達目標を，学科の専門科目に対する興

味の喚起，実験基礎技術の習得，創造性の養成などと定めており，実習内容を発表することでプレゼ

ンテーションの体験も行えるよう工夫している。 

また，全学科４年次の夏季休暇中に企業の工場，研究所等で１～２週間の「工場実習（インターン

シップ）」を行っている（資料５－２－③－５）。この目的は，職業意識の向上並びに職業適性等を考

えるとともに，学校で修得した知識や技術が実社会でどのように活用されているかを理解し，技術者

としての心構えを体得することである。実習終了後は，実習証明書，実習報告書を提出し，報告会に

おいて発表している（資料５－２－③－６，７）。この報告会には次年度に工場実習を行う３年生も参

加し，早期から職業感覚を芽生えさせることに活用している。 

観点５－２－③資料一覧 

（資料５－２－③－１） 創作実習シラバス（機械工学科）     出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－③－２） 創作実習シラバス（電気電子工学科）   出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－③－３） 創作実習シラバス（電子制御工学科）   出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－③－４） 創作実習シラバス（物質工学科）     出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－２－③－５） 平成 24 年度工場実習先一覧       出典：学生課資料 

（資料５－２－③－６） 工場実習の実施要項           出典：教員必携 

（資料５－２－③－７） 工場実習報告書様式           出典：教員必携 
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資料５－２－③－１

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－③－２

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－③－３

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－③－４

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－２－③－５

機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 物質工学科
会社名 会社名 会社名 会社名

ＪＸエンジニアリング株式会社 伊万里市浄化センター 株式会社　九州テン 武田薬品工業株式会社

日本精工株式会社　埼玉工場 佐世保重工業（長期インターンシップ） 富士通株式会社 株式会社　三松

住友精化株式会社　別府工場 キヤノン株式会社 長菱ソフトウェア株式会社 佐賀県茶業試験場
村田機械株式会社 東京エレクトロンFE株式会社 株式会社　佐賀新聞社 大塚製薬株式会社　佐賀工場

大阪サニタリー金属工業協同組合 ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所 KDDIエンジニアリング株式会社 長崎県窯業技術センター

武田薬品工業株式会社 株式会社　三松 NHK長崎放送局 株式会社　ミルボン　ゆめが丘工場
東レエンジニアリング株式会社 株式会社　九州テン 京セラ株式会社　鹿児島川内工場 旭化成ケミカルズ株式会社　愛宕事業場

キヤノン株式会社 日東電工株式会社　尾道事業所 中部電力株式会社 佐世保市保健所

株式会社　大島造船所 西部ガス株式会社　佐世保支店 メタウォーター株式会社　日野事業所 長崎県農林技術開発センター

株式会社　森精機製作所　伊賀事業所 国精工業株式会社　多摩川工場 株式会社　トヨタプロダクションエンジニアリング 佐世保市水道局

株式会社　ディスコ　広島事業所 富士通株式会社 宇部興産株式会社 株式会社　日本触媒　姫路製造所

サントリープロダクツ株式会社 メタウォーター株式会社 富士通株式会社 富士通株式会社

ＪＸ日鉱日石金属株式会社　佐賀関製錬所 湯川王冠株式会社 佐賀県茶業試験場 ダイキン工業株式会社

高砂工業株式会社　伊万里工場 中央電子工業株式会社 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 佐世保市保健所

サントリープロダクツ株式会社 全日本空輸株式会社 NHK長崎放送局 中興化成工業株式会社　松浦工場

千代田化工建設株式会社 株式会社　大島造船所 神鋼テクノ株式会社 花王株式会社　和歌山工場
京セラ株式会社　鹿児島国分工場 東洋鋼鈑株式会社 株式会社　日本ビジネスソフト タカハタプレシジョンジャパン株式会社

極東石油工業合同会社　千葉製油所 花王株式会社　鹿島工場 総合研究大学院大学　物理科学研究科　核融合科学専攻 住友化学株式会社
湯川王冠株式会社 矢崎部品株式会社 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 極東石油工業合同会社　千葉製油所

ＭＨＩプラントエンジニアリング株式会社 大阪ガス株式会社 株式会社　三松 佐賀県茶業試験場

株式会社　佐賀鉄工所大町工場 国際通信企画株式会社 ジェイ・アール・シー特機株式会社 東レ株式会社

日本ビソー株式会社　長崎事業所 ユニチカ株式会社　岡崎事業所 西部ガス株式会社　佐世保支店 住友精化株式会社　別府工場

株式会社　日立国際電気 伸和コントロールズ株式会社 富士通株式会社 株式会社　微研テクノス

新興プランテック株式会社 NHK長崎放送局 株式会社　日本理工医学研究所 JNC株式会社　水俣製造所

株式会社　カシフジ フロイント産業株式会社　浜松事業所 富士通株式会社 MHIプラントエンジニアリング株式会社

株式会社　三松 三菱重工業株式会社 花王株式会社　鹿島工場 佐賀県茶業試験場

株式会社　エム・システム技研 東燃ゼネラル石油株式会社　和歌山工場 日信電子サービス株式会社 西部ガス株式会社　佐世保支店

新日本製鐵株式会社　広畑製鉄所 中外製薬工業株式会社 シーティーシー・テクノロジー株式会社 佐世保市水道局

株式会社　牧野フライス製作所 中部電力株式会社 株式会社　ディスコ　広島事業所 株式会社　日本理工医学研究所

株式会社　ワイビーエム 株式会社　名村造船所 富士通株式会社 佐賀県茶業試験場

ミヤマ精工株式会社 富士電機株式会社 株式会社　日本ビジネスソフト 富士通株式会社

株式会社　クレオ 株式会社　カシフジ 富士通株式会社 株式会社　カネカ　高砂工業所

ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所 株式会社　MHIコントロールシステムズ ジェイ・アール・シー特機株式会社 アリアケジャパン株式会社

三菱自動車工業株式会社　水島製作所 セイコーエプソン株式会社 富士通株式会社 大日精化工業株式会社東京製造事業所

日鐵プラント設計株式会社 NHK長崎放送局 住友電装株式会社 長崎県窯業技術センター

株式会社　日本触媒　姫路製造所 伊万里市浄化センター 東ソー株式会社　南陽事業所
株式会社　富士通九州システムズ　 九州旅客鉄道株式会社 三洋化成工業株式会社　京都工場

三洋化成工業株式会社　名古屋工場 ダイソー株式会社　尼崎工場 佐世保市水道局

西日本プラント工業株式会社 佐世保市水道局

佐賀県茶業試験場

日東電工株式会社　尾道事業所

ダイキン工業株式会社　滋賀製作所

ＪＸ日鉱日石金属株式会社　佐賀関製練所
東燃ゼネラル石油株式会社　和歌山工場

九州電力株式会社　大分支社

株式会社　MHIコントロールシステムズ
矢崎部品株式会社

平成24年度工場実習（インターンシップ）先一覧

 

 

（出典 学生課資料）
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資料５－２－③－６

 

（出典 教員必携）
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（分析結果とその根拠理由） 

ものづくりに関して興味，楽しさ，探究心を養うことを目的に１年次に「創作実習」を実施し，創

造性を育む工夫を行っている。また，「工場実習（インターンシップ）」により，企業における工場や

研究所等の業務内容を学び，学校で修得した知識や技術が実社会でどのように活用されているかを理

解し，実際に企業が求めている職業上の能力の育成を図っている。 

資料５－２－③－７

 

（出典 教員必携）
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観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性

の涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活

動等において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況） 

学則第24条５項において，特別活動は１年～３年までの各学年で30単位時間とし，３年修了時点で

特別活動時間総計が90単位時間となるように設定している（資料５－３－①－１）。 

特別活動は，１年～３年次に毎週１時限設けてあり（資料５－３－①－２），担任による生活・学習

指導，校長・教務主事・学生主事による講話等を行っている。また，学科長による就職・進学に関す

る講話，本校卒業生・専攻科生による講話，薬物・性教育・たばこの害に関する学外有識者による講

演会も開催している。さらに，グループワークとして行われるプレジョブハンティング等の活動で豊

かな人間性の醸成を行っている。さらに，学校行事（創立記念式典等）及び学生会主催行事（体育祭，

文化祭等）も特別活動としている（資料５－３－①－３）。これらは，教育目標６）に対応した内容と

なっている。 

４，５年次においては，特別活動の時間を時間割に組み込んでいないが，ビジネスマナー講習会に

おいて，人との接し方，電話の応答等社会人としてのマナーを学び，また，企業関係者を招き企業が

求める人材，企業の現状等の講演会を開催している（資料５－３－①－４）。 

１年次には，入学直後に１泊２日で新入生オリエンテーションを開催している。これは，新入生が

本校への理解を深め，高専生活に早くとけ込み，学生相互及び教職員との親睦を深めることを目的に

行っている（資料５－３－①－５）。 

教育目標６）の達成のため，工場見学を学年毎に各学科において実施している。２年次は日帰りの

企業見学，３年次には一泊研修旅行で長崎県近郊の企業見学を行い，４年次では４泊５日の海外の工

場見学を実施している（資料５－３－①－６）。これらは，工場・研究所等の設備や生産状況等を見学

して専門的知識を深め，社会的視野を広げるとともに，団体行動における協調性を育んでいる。 

新入生歓迎遠足，体育祭，文化祭，球技大会の企画・運営は，学生会が主催で実施している。なお，

これらイベントは学生主事室の支援のもと行われている（資料５－３－①－７）。これにより，学生の

協調性，企画力，集団行動力を身に付けることに寄与している。また，学生会の組織として部活動が

ある（資料５－３－①－８）。顧問教員は競技経験，指導経験を考慮して配置され（資料５－３－①－

９），顕著な活動成績に結びついている（資料５－３－①－10）。 

観点５－３－①資料一覧 

（資料５－３－①－１） 学則 第 24 条               出典：教員必携 

（資料５－３－①－２） 平成 24 年度 本科・専攻科時間割（前期）  出典：学生課資料 

（資料５－３－①－３） 特別教育活動予定表            出典：教務主事室資料 

（資料５－３－①－４） 講演会・講習会一覧            出典：学生課資料 

（資料５－３－①－５） 新入生オリエンテーション日程表      出典：学生主事室資料 

（資料５－３－①－６） 平成 24 年度工場見学先一覧         出典：学生課資料 

（資料５－３－①－７） 文化祭タイムテーブル           出典：学生会資料 

（資料５－３－①－８） 学生会組織図               出典：学校要覧 

（資料５－３－①－９） 平成 24 年度 クラブ顧問教員        出典：学生主事室資料 

（資料５－３－①－10） 各種大会成績一覧             出典：教育データベース
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資料５－３－①－１

佐 世 保 工 業 高 等 専 門 学 校 学 則 
第６章 教育課程等 
（教育課程の編成）  
第２４条 本校の教育課程は，授業科目及び特別活動により編成するものとする。  
２  授業科目，履修単位及び学修単位は，一般科目にあっては別表第１，専門科目にあっては別

表第２のとおりとする。  
３  各授業科目の単位数は，３０単位時間（１単位時間は，標準５０分とする。第７項において

同じ。）の履修を１単位として計算するものとする。 
４  前項の規定にかかわらず，校長が定める授業科目については，１単位の授業科目を４５時間

の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による
教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算することができ
る。 

  一 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で本校が定める時間の授業を
もって１単位とする。 

  二 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で本校が定める時間の
授業をもって１単位とする。 

５  前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は６０単位を超えない
ものとする。 

６  前３項の規定にかかわらず，校長は卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果
を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考
慮して，単位数を定めることができる。  

７  特別活動は，第１学年から第３学年までの各学年毎に３０単位時間計９０単位時間を実施す
る。  

  

（出典 教員必携）
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資料５－３－①－２

 

（出典 学生課資料）
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資料５－３－①－３

 

（出典 教務主事室資料）
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資料５－３－①－４

講演会・講習会一覧 

開 催 月 日 名 称 講 師 職 名 対 象

平 成 23 年 5 月 25 日 特 別 講 習 会
佐世保警察署生活安全課
　少年係　少年補導職員

２  年  生

平 成 23 年 6 月 22 日 特 別 講 習 会
佐世保市保健福祉部
　健康づくり課　保健師

１  年  生

平 成 23 年 7 月 20 日 特 別 講 習 会
社団法人長崎県看護協会
　助産師職能委員会　委員

１  年  生

平 成 23 年 10 月 6 日 高 学 年 講 演 会
株式会社ホンダソルテック
　代表取締役社長

電気電子・電子制御工学

科4･5年生

平 成 23 年 10 月 19日
平 成 23 年 10 月 26日

平成23年10月15日 リーダー研修会
長崎県バスケットボール協会
　総務副委員長

部活動主将

平 成 23 年 11 月 16日 特 別 講 習 会
ＮＰＯ法人
　ＤＶ防止ながさき　代表

３  年  生

平成24年2月2日
　　　　　～15日

特 別 講 習 会
前ドコモサービス九州㈱
 人材教育コーディネータ

５　年　生

平 成 24 年 5 月 23 日 特 別 講 習 会
佐世保警察署生活安全部
　少年課　少年補導職員

２  年  生

平 成 24 年 6 月 20 日 特 別 講 習 会
佐世保市保健福祉部
　健康づくり課　保健師

１  年  生

平 成 24 年 7 月 11 日 特 別 講 習 会
社団法人長崎県看護協会
　助産師職能委員会　委員

１  年  生

平 成 24 年 10 月 10日
平 成 24 年 10 月 24日

平成24年10月20日 リーダー研修会 （株）智翔館　代表取締役 部活動主将

平 成 24 年 11 月 21日 特 別 講 習 会
ＮＰＯ法人
　ＤＶ防止ながさき

３  年  生

平 成 24 年 12 月 4 日 高 学 年 講 演 会
東京工科大学応用生物学部
教授

物質工学科4･5年生

平成25年1月8日・9
日・10日・17日

特 別 講 習 会
前ドコモサービス九州㈱
 人材教育コーディネータ

５　年　生

講 演 テ ー マ

電話応対及びビジネスマナーについて

３　年　生

対等な人間関係を考えるために

薬物犯罪防止について

たばこの害について

助産師から見た若者の性

自然エネルギーについて

一般社団法人長崎県発明協会
財　トータルサポーター

電話応対及びビジネスマナーについて

薬物犯罪防止について

たばこの害について

知的財産セミナー 知的財産教育について
一般社団法人長崎県発明協会
財　トータルサポーター

チャンスをつかむ

コーチングで変える自分と未来

３　年　生

対等な関係を考えるために

化粧品・トイレタリー製品の研究開発と企
業研究者として求められる人間像

助産師から見た若者の性

知的財産セミナー 知的財産教育について

 

 

（出典 学生課資料）
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資料５－３－①－５

新入生オリエンテーション日程表 

（出典 学生主事室資料）
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資料５－３－①－６

日程 見学先 対象 備考

日本ビソー（株）長﨑製作所

三菱重工業（株）長﨑造船所

6月26日 九州電力 玄海エネルギーパーク 電子制御工学科４年生

10月1日 チョーコー醤油（株）大村工場 物質工学科２年生

10月15日 九州電力（株）相浦発電所 電気電子工学科２年生

トヨタ自動車九州(株)

ＴＯＴＯ（株）

新日本製鐵(株)八幡製鐵所

日本精工九州(株)

久光製薬(株) 

10月16日 （株）大島造船所 機械工学科１年生

10月16日 台湾東陶有限公司

10月17日 三至機電企業股囲有限公司

10月16日 台精化学工業股フン有限公司

10月17日 花王（台湾）股フン有限公司新竹工廠

花王（台湾）股フン有限公司新竹工廠

頻光半導體股有限公司

10月17日 Singapore Polytechnic

MAKINO ASIA PTE LTD

SINGAPORE DAI-ICHI PTE. LTD

10月18日 佐世保重工業（株）佐世保造船所 電子制御工学科２年生

九州電力（株）天山揚水発電所

九州電力（株）玄海原子力発電所

鳥栖キユーピー(株)

新日本製鐵(株)八幡製鐵所

鳥栖キューピー（株）

(株)安川電機八幡西事業所

新日本製鐵(株)八幡製鐵所

大和製罐（株）九州工場

日本精工九州（株）

1月17日 長崎県工業技術センター 専攻科１年生

6月25日 機械工学科３年生

電気電子工学科３年生10月15日

10月15日 電子制御工学科３年生

電気電子工学科５年生

物質工学科３年生

機械工学科３年生

機械工学科２年生

10月18日

10月18日

10月22日

11月22日

合宿研修

合宿研修

機械工学科４年生

電気電子工学科４年生

10月18日

電子制御工学科４年生10月17日

物質工学科４年生

合宿研修

合宿研修

平成24年度工場見学先一覧

台湾

台湾

台湾

シンガポール

 
 

（出典 学生課資料）
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資料５－３－①－８

 

（出典 学校要覧）

資料５－３－①－７

11月10日（土）[文化祭当日]　タイムテーブル

時間 全体の動き 第一体育館 第二体育館 企画・イベント 学科 文化局 バザー 実行委員 学生会

6:00～ dogs機材搬入

7:30

各自準備

衛生検査 本部打ち合わせ

サンプル提出 各担当場所で準備

音響準備

開会式準備

8:50 第一体育館集合
開会式（開会宣言、実行委員長挨拶、諸注意）・・・学生会点呼 １人テント待機 開会式参加

名簿準備

11:45
ピタゴラ  

↓ ↓ ↓ ↓

接客

実行委員の手伝い等

↓ 休憩所管理 (企画班）

各企画の進行

（広報班）

9:30
文化祭開始

軽音部ライブ （校内班）
イベント進行 接客 接客

校内案内役

14:00

吹奏楽部

第二体育館管理

(イベント班)

ピタゴラスイッチ

16:20

受付

13:30 (校内班）

片付け（学生会、実行委員で）終了次第→一斉解散

備品回収

15:15

集合 名簿準備

16:40

校内ゴミ回収

片付け

備品回収

未定
執行部

校内清掃

未定
第一体育館

片付け

終わっていない場合は引き続き片づけ

学生会・・・諸連絡、締め→終了次第解散　　　　　　＜目標　18：30＞

音響撤収

駐車場整備

教室集合
担当教室移動

名簿準備・誘導・確認

15:30 文化祭終了

片付け 片付け・教室復旧

閉会式(学生会点呼)・・・全員参加

掃除・片付け

イス片付け

片付け

・15：30までにある程度片付けておく

・教室を使用している団体は15：30から教室

復旧ができる状態にしておく！

 

（出典 学生会資料）
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資料５－３－①－９

 

（出典 学生主事室資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

設置基準に基づき特別活動の時間が90単位時間以上となるように学則により規定し，１年～３年次

において週１時限設け，担任の指導のもとに実施されている。特別活動，各種講演会等，工場見学，

部活動や学生会主催の行事等は，教育目標６）を達成できるよう配慮しており，豊かな人間性の涵養

につながっている。 

資料５－３－①－10

 

 

（出典 教育データベース）
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観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

成績評価，単位認定，進級，卒業認定規定及び成績評価基準，卒業認定基準は，学則 第６章 教育

課程等（資料５－４－①－１）と第８章 課程修了，卒業及び称号（資料５－４－①－２）に規定され

ている。詳細は，学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則（資料５－４－①－３），他の高

専及び高専以外の教育施設における学修等に関する規則（資料５－４－①－４）に定めており，学業

成績が60点（成績評語がＣ）以上を合格とする基準を明示し，進級・卒業に必要な取得単位数を規定

している。 

これら規則の学生への周知は，学生便覧の配布や，新入生オリエンテーションや特別活動時におけ

る説明により行っている。各科目の担当教員は，シラバスに必ず評価方法・評価基準を明記し，説明

を行っている（観点５－２－②参照）。また，「卒業研究」の評価方法について「研究日誌」に掲載し，

周知している（資料５－４－①－５）。なお，履修単位・学修単位の違いはシラバス配布時に説明し，

特に学修単位では自己学習の指針に沿って学習することを指示している。自己学習の時間が確保され

ていることは，演習課題や試験によって確認している。 

各科目担当教員は，試験答案を学生へ返却，模範解答を示し，試験成績に関する意見申立を受け，

シラバスに明記されたオフィスアワー（資料５－２－②－１参照）にて成績に関する問い合わせの機

会を設けている。また，追試験や再試験を実施し，評価方法を規定している（資料５－４－①－３）。 

単位認定・進級・卒業に関しては，規則に則り認定・判定されている（資料５－４－①－３，資料

５－４－①－６訪問時資料）。 

なお，成績評価に使用した試験答案・演習レポート等は，「認証評価用試験答案保存要領（１～３

年）」及び「JABEE用試験答案保存要領」に基づき，成績評価の分布図及び成績一覧とともに保管して

いる（資料５－４－①－７～10）。 

観点５－４－①資料一覧 

（資料５－４－①－１） 学則 第６章 教育課程等           出典：教員必携 

（資料５－４－①－２） 学則 第８章 課程修了，卒業及び称号     出典：教員必携 

（資料５－４－①－３） 学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則 

                                   出典：教員必携 

（資料５－４－①－４） 他の高専及び高専以外の教育施設等における学修等に関する規則 

                                   出典：教員必携 

（資料５－４－①－５） 卒業研究の評価方法について          出典：研究日誌 

（資料５－４－①－６） 判定会議資料                 訪問時資料     

（資料５－４－①－７） 認証評価用試験答案保存要領（１～３年）    出典：教員必携 

（資料５－４－①－８） JABEE 用試験答案保存要領           出典：教員必携 

（資料５－４－①－９） 成績単票表紙様式               出典：答案ファイル

（資料５－４－①－10） 成績単票様式                 出典：答案ファイル
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資料５－４－①－１

佐 世 保 工 業 高 等 専 門 学 校 学 則 
第６章 教育課程等  

 （授業を行う期間）  

第２２条 １年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，３５週にわたることを原則とする。  

 （授業科目）  

第２３条 授業科目は，一般科目及び学科ごとの専門科目とする。  

 （教育課程の編成）  

第２４条 本校の教育課程は，授業科目及び特別活動により編成するものとする。  

２  授業科目，履修単位及び学修単位は，一般科目にあっては別表第１，専門科目にあっては別表第２のとおり

とする。  

３  各授業科目の単位数は，３０単位時間（１単位時間は，標準５０分とする。第７項において同じ。）の履修

を１単位として計算するものとする。 

４  前項の規定にかかわらず，校長が定める授業科目については，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な

学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算することができる。 

  一 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって１単位と

する。 

  二 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって１

単位とする。 

５  前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は６０単位を超えないものとする。 

６  前３項の規定にかかわらず，校長は卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して単位

の修得を認定することが適切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることが

できる。  

７  特別活動は，第１学年から第３学年までの各学年毎に３０単位時間計９０単位時間を実施する。  

 （他の高等専門学校における授業科目の履修）  

第２５条 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が他の高等専門学校において履修した授業科目について修得

した単位を，３０単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２  前項に関し必要な事項は，校長が別に定める。  

 （高等専門学校以外の教育施設等における学修等）  

第２５条の２ 校長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定め

る学修を，本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定することができる。  

２  前項により認定することができる単位数は，前条により本校において修得したものとみなす単位数と合わせ

て３０単位を超えないものとする。  

３  第１項の規定は，第３２条に定める留学をする場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数の合計数は３０単位

を超えないものとする。  

４  第１項に関し必要な事項は，校長が別に定める。  

 （成績）  

第２６条 各学年の課程の修了又は卒業を認定するに当たっては，学年の平素の成績を評価して行うものとする。 

 （再履修）  

第２７条 前条の認定の結果，原学年にとどめられた者は，当該学年に係る全授業科目を再履修するものとする。

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－４－①－３

佐世保工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則 

 

第３章 試験  

（定期試験及び中間試験）  

第８条 定期試験は各学期末に当該学期において開講した授業科目について実施し、中間試験は各学期の中間に必

要がある授業科目について実施する。ただし、平素の成績で評価できる科目（卒業研究、実験、実習、実技及び

演習等）については、試験を実施しないことがある。  

（追試験） 

第９条 次の各号に掲げる理由により定期試験又は中間試験を受けることができなかった者については、原則とし

て追試験を実施する。  

一 病気（医師の証明書等がある場合に限る。）  

二 忌引（佐世保工業高等専門学校学生準則第１４条に該当する場合に限る。）及び当該忌引に必要な旅行  

三 特別欠席（第１７条第３項に該当する場合に限る。）及び当該特別欠席に必要な旅行  

四 出席停止（学則第３０条に該当する場合に限る。）  

五 その他やむを得ない理由があると校長が認めたとき。  

２ 第１３条第３項に規定する各学期中間及び前学期末におけるそれぞれの学業成績の評価の結果、60 点未満の授

業科目がある者（成績不振者）については、原則として追試験を実施する。 

なお、４，５年生については、学年末も追試験を実施する。  

３ 追試験の成績評価は 100 点法により行い、その 高点は次のとおりとする。  

一 第１項第１号の場合は 80 点  

二 第１項第２号から第５号の場合は 100 点  

三 第２項の場合は 60 点  

（再試験）  

第１０条 学年末における学業成績の評価の結果、次の各号のすべてに該当する場合には、教員会議の議を経て、

再試験を実施する。  

一 単位の修得を認定されなかった授業科目が３科目以下であること。  

二 学業成績の評価の結果、当該学年における学業成績の平均点が 60 点以上であること。  

三 実験、実習（工場実習を除く。）及び卒業研究の単位を修得していること。  

四 出席日数が年間の出席すべき日数の４分の３以上であり、かつ、各授業科目の出席した単位時間数が出席す

べき単位時間数の４分の３以上であること。  

２ 再試験は当該年度の指定された日までに実施する。  

（不正行為の取扱い）  

第１１条 試験において不正行為を行った者については、不正行為を行った時間以降の受験を認めない。また、当

該試験期間中におけるすべての試験成績は０点とする。 

第１２条 試験以外の成績評価（課題レポート等）において不正を行った者については、当該科目の 終成績を０
点とする。 

資料５－４－①－２
佐 世 保 工 業 高 等 専 門 学 校 学 則 

 
第８章 課程修了，卒業及び称号  
 （各学年の課程修了）  
第３５条 各学年において，別に定める課程の修了の条件を満たした者については，校長が当該学年の課程の修了

を認定する。  
 （卒業）  
第３６条 本校の全学年の課程を修了した者については，校長が卒業を認定する。  
２  校長は，卒業を認定した者に対して，所定の卒業証書を授与する。  
 （称号）  
第３６条の２ 前条により卒業した者は，準学士と称することができる。  
 （学年の途中の課程修了及び卒業）  
第３７条 校長は，特別な必要があり，かつ，教育上支障がないときは，第８条に規定する学年の途中においても，
学期の区分に従い，各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－４－①－３続き 

第４章 学業成績の評価  

（学業成績の評価）  

第１３条 各授業科目の学業成績は、シラバスに記載されている評価方法・評価基準により評価する。 

２ 前項の規定にかかわらず、定期試験又は中間試験を欠席した者が、やむを得ない特別の事由により追試験を受

けることができなかった場合は、当該期間における平素の成績及び出席状況等を考慮して学業成績を評価するこ

とができる。 

３ 各授業科目の学業成績は１００点法により、卒業研究は第１４条第１項に規定する評語により評価する。この

場合において、再試験の結果により評価された当該科目の学習成績については、６０点とする。  

４ 前項の規定にかかわらず、工場実習については、本科工場実習成績評価法により評価することとし、特別活動

については、修了又は未修了により判定する。 

（成績の評語）  

第１４条 学業成績の評語及び評定は、次のとおりとする。  

学業成績 １００～８０ ７９～７０ ６９～６０ ５９～４０ ３９～ ０ 

評  語 A B C D E 

評  定 5 4 3 2 1 

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－４－①－４

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－４－①－５

 

（出典 研究日誌）
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資料５－４－①－７

 

（出典 教員必携）
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資料５－４－①－８

 

（出典 教員必携）
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資料５－４－①－９

 

（出典 答案ファイル）
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資料５－４－①－10

 

（出典 答案ファイル）
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（分析結果とその根拠理由） 

成績評価・単位認定や進級・卒業の判定に関する規定を定め，学生便覧および本校ウェブサイト掲

載により学生への周知を図っている。シラバスに評価方法・評価基準，履修単位や学修単位の別につ

いて明記し，説明を行っている。単位認定・進級・卒業に関しては，規則に則り，慎重かつ厳格な運

用のもと認定・判定を行っている。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育と

の発展等を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科課程は，教育理念および４項目の教育目標に基づき融合的知識や複眼的視野をもつ「もの創

り技術者」の育成を行っており，複合工学専攻の１専攻４系は準学士課程の４学科に対応することで

準学士課程の教育と連携している（資料５－５－①－１，２）。 

専攻科の各授業科目における準学士課程との連携は，本校の教育目標を達成するための流れ図（資

料５－１－①－９参照）で示されており，本校の教育目標１）２）３）５）に関する各専門科目の発

展だけでなく，教育目標４）６）に関する語学や数学，社会・倫理等の一般科目との連携もなされて

いる。 

 

資料５－５－①－２

 
（出典 専攻科募集要項）

資料５－５－①－１

準学士課程と専攻科の連携図 

 

（出典 専攻科履修の手引き）

観点５－５－①資料一覧 

（資料５－５－①－１）準学士課程と専攻科の連携図        出典：専攻科履修の手引き

（資料５－５－①－２）専攻科の教育目標             出典：専攻科募集要項 
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 （分析結果とその根拠理由） 

１専攻４系からなる専攻科の教育課程は，準学士課程の４学科と連携させ，発展させた構成となっ

ている。一般科目については，専攻科では引き続き発展的に学習できるようにしている。また，専門

科目については，さらに深い専門性を養えるよう連携しつつ，他分野の専門的基礎知識をも学ぶ複合

型教育として，複眼的視野をもつ「もの創り技術者」の育成を目指したものとなっている。 
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程の体系性が確保

されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科の教育は，深い専門性を養いつつ他分野の専門的基礎知識をも学ぶ複合型教育であり，地球

的視点での倫理観や国際性を有する技術者の育成を行なうものとなっている（資料５－５－②－１）。 

そのカリキュラムは，「一般科目」「専門基礎科目」「専門科目」から構成されている（資料５－５－

②－２）。必修として履修する「専門基礎科目」及び「専門科目」は，複眼的視野を養成する科目とし

て開講しており，選択科目は自系のほかに他系の科目も履修できるように配慮することで，複合的な

教育が実践できるようにしている。なお，「特別研究」と「長期インターンシップ」の履修については

開講時期を配慮している（資料５－５－②－３）。 

教育目標①に関しては，各系における高度な「専門科目」を配置することで対応している。 

教育目標②に関しては，各系共通の「専門基礎科目」の他に，他系の科目も必修および選択で数多

く履修できるように配置している。「総合創造実験」は，機械，電気，情報，化学・生物系の基礎実験

を他系の学生が受講するもので，その実験指導は自系の学生が準備・計画・実施する。この科目を通

して，他系の内容を理解するとともに，自系の内容をさらに深く理解することになる。また，「総合創

造演習」は，異なる系の学生で３～４人の班を編成し，マイコン制御による自律移動型マシンを製作

することで，対戦方式の競技課題に取り組む科目である。班員が互いに協力しながら設計から部品購

入・コスト計算・製作・発表まで行い，複眼的な課題探究能力を養成する目的に対応する。 

教育目標③に関しては，「環境論」「技術と哲学」「国際協力論」等を配置し，オムニバス授業方式の

「技術者総合ゼミ」では，学内外の講師による各種講演会や企業等の見学会，また学生によるディベ

ート等を行っている。これらは，地球的な視野での倫理観を修得し，発表や討論により実践力を養う

ことに寄与している。 

教育目標④に関しては，英語力の向上を図るために，英語の科目を１・２年次ともに配置すること

で対応している。その中で「応用コミュニケーション」は外国人講師による授業であり，英語による

プレゼンテーションを実施することで，実践的な英語力を身につけるようにしている。 

観点５－５－②資料一覧 

（資料５－５－②－１）専攻科の教育概念図            出典：専攻科履修の手引き

（資料５－５－②－２）専攻科教育課程              出典：教員必携 

（資料５－５－②－３）平成 24 年度 本科・専攻科時間割（後期）  出典：学生課資料 
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資料５－５－②－１

専攻科の教育概念図 

 

（出典 専攻科履修の手引き）
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資料５－５－②－２
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資料５－５－②－２続き
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資料５－５－②－２続き

 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料５－５－②－３

 

（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

専攻科の授業科目は，深い専門性を養いつつ，他分野の専門的基礎知識も学ぶ複合型教育による技

術者育成のため，カリキュラムは「一般科目」「専門基礎科目」「専門科目」から構成されている。ま

た，実践的な複合型もの創り教育として，「総合創造実験」「総合創造演習」「技術者総合ゼミ」など効

果的な授業を展開している。このように，授業科目は教育目的に照らして適切に配置され，教育課程

は体系的に編成され，その教育内容も目的を達成するために適切なものとなっている。 
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観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

学生の多様なニーズ，学術の発展の動向等に対応するために，以下の配慮を行っている。 

 

(ａ)専攻科の改組 

平成９年に準学士課程の４学科の上に３専攻で設立された専攻科課程を，高専機構の第２期中期計

画に基づき平成24年度に１専攻４系に改組した。これにより，更に複合融合教育を発展させると同時

に，様々な分野の修得を希望する学生のニーズや社会からの要請に配慮している。 

 

(ｂ)他の高等教育機関で取得した単位の認定 

他の高等教育機関で取得した単位については，学則第25条に関する規則（資料５－４－①－４参照）

に基づいた専攻科の履修に関する規程を設けている（資料５－５－③－１）。また，長崎県内の12大学

と「NICEキャンパス長崎（大学間単位互換制度）」も結んでいる（資料５－５－③－２）。実例として，

単位互換に関する協定書に沿った九州高専サマーレクチャーがあり，平成23年度には２名の学生が，

平成24年度には１名の学生が，単位認定を受けている（資料５－５－③－３，４）。 

 

(ｃ)インターンシップの単位認定 

選択科目「インターンシップ」については，実施要項を定めており（資料５－５－③－５，６），報

告会を行うことで単位認定が行われる（資料５－５－③－３，４）。 

なお，学術交流協定を締結している中国の厦門理工学院への短期留学はインターンシップとして認

定されている（資料５－５－③－７）。 

 

(ｄ)英語関連の授業の実施 

１・２年次に「総合英語」の授業を開講し，TOEIC関連教材や工学系の技術英語の教材を用いている。

また，外国人講師により行う「応用コミュニケーション」では，英語によるプレゼンテーションを実

施している。さらに，eラーニングを導入することで，学生の自学自習のニーズを満たすようにしてい

る。 

観点５－５－③資料一覧 

（資料５－５－③－１） 専攻科の授業科目の履修等に関する規程      出典：教員必携 

（資料５－５－③－２） NICE キャンパス長崎 協定書           出典：学生課資料

（資料５－５－③－３） 平成 23 年度 第 7 回専攻科委員会議事要旨     出典：学生課資料

（資料５－５－③－４） 平成 24 年度 第 7 回専攻科委員会議事要旨     出典：学生課資料

（資料５－５－③－５） インターンシップの実施要項           出典：教員必携 

（資料５－５－③－６） インターンシップ報告書様式           出典：教員必携 

（資料５－５－③－７） インターンシップ報告書             訪問時資料 
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資料５－５－③－１
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資料５－５－③－１続き

 

（出典 教員必携）
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資料５－５－③－２
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資料５－５－③－２続き

 

（出典 学生課資料）
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資料５－５－③－４

           平成２４年度 第７回専攻科委員会議事要旨 
 
１．期 日  平成２４年１１月１日（木）１６：１０～１６：３０ 
２．場 所  小会議室 
３．出席者  専攻科長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科副科長（中江、高比良、田中、

牧野）、学生課長、嶋田（坂口副科長代理） 
４．オブザーバー  南部電気電子工学科長 
５．列席者  学生課長補佐、教育支援係長、専門職員（入試） 
 
【報 告】 
 略 
【議 題】 
１．サマーレクチャー受講者の単位認定について 
  専攻科長から、別紙資料に基づき説明があり、選択科目「マルチメディア表現と技術（２単位）」

として認定することが了承された。 
  略 
５．インターンシップ単位認定審査会の実施方法について 
  専攻科長から、審査会の実施方法について検討願いたい旨の依頼があり、検討の結果、12/20

（木）の技術者総合ゼミ「インターンシップ報告会」で実施することとなった。 
また、審査員として副科長は全員出席すること、発表内容は審査会向けの内容とすることが確

認された。 
 

以 上

（出典 学生課資料 抜粋）

資料５－５－③－３

           平成２３年度 第７回専攻科委員会議事要旨 
 
１．期 日  平成２３年１１月１日（火）１６：１０～１６：３１ 
２．場 所  小会議室 
３．出席者  専攻科長，教務主事，寮務主事，学生主事，専攻科副科長（原，南部，田中，田崎），

学生課長 
４．欠席者  坂口副科長 
５．列席者  学生課長補佐，教育支援係長，専門職員（入試） 
 
【報 告】 

略 
 
【議 題】 
１．サマーレクチャー受講者の単位認定について  

 原副科長から，別紙資料に基づき説明があり，選択科目「ものづくりの現場から（２単位）」
として認定することが了承された。 

 
 略 
３．インターンシップ単位認定審査会の実施方法について 
  専攻科長から，今年度の審査会の実施方法について検討願いたい旨の提案があり，1/12（木）

技術者総合ゼミ「インターンシップ報告会」で実施することとなった。 
また，審査委員として副科長は全員出席すること，インターンシップ報告会の発表内容は，審査
会向けの内容とすることが確認された。 

 
以 上

（出典 学生課資料 抜粋）
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資料５－５－③－５

 

（出典 教員必携）
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資料５－５－③－６

 

（出典 教員必携）
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科の改組，他の高等教育機関で取得した単位の認定や長期インターンシップの実施，そして英

語教育の充実を行っている。これらの取り組みにより，学生の多様なニーズを満たすとともに，学術

発展の動向や社会からの要請に対応した教育課程を編成し，授業科目の内容に配慮している。 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

専攻科では，実践的もの創り技術者の育成を目指すために，講義だけでなく，その理解を深めるた

めに実験・実習・演習科目（18単位）を必修科目として設けており，総修得単位数（64単位）の28％

である（資料５－５－②－２参照）。また，異なる系の学生が合同で受講する授業を多く配置すること

は，教育目標②への配慮となっている。 

適切な学習指導法の工夫に関し，教育目標①に関しては，専攻科の特徴である少人数を活かして，

ゼミ形式の授業や，学生による発表を取り入れている（資料５－６－①－１）。 

教育目標②に関しては，他系の基礎実験を学習する「総合創造実験」（資料５－６－①－２）やマイ

コン制御による自律移動型マシンの製作を行う「総合創造演習」（資料５－６－①－３）等で，異なる

系の学生が連携して取り組める工夫を行っている。 

教育目標③に関しては，「技術者総合ゼミ」のオムニバス方式の授業で，企業経営者やOB，大学院教

授等の講演会や企業等の見学，学生によるディベート等の多彩な内容を実施している（資料５－６－

①－４）。 

教育目標④に関しては，外国人講師による英会話の授業「応用コミュニケーション」で，英語によ

るプレゼンテーションを実施している（資料５－６－①－５）。 

観点５－６－①資料一覧 

（資料５－６－①－１） 環境論シラバス             出典：平成 25 年度シラバス

（資料５－６－①－２） 総合創造実験シラバス          出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－６－①－３） 総合創造演習シラバス          出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－６－①－４） 技術者総合ゼミⅠ・Ⅱシラバス      出典：平成 24 年度シラバス

（資料５－６－①－５） 応用コミュニケーションシラバス     出典：平成 24 年度シラバス
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資料５－６－①－１

（出典 平成 25 年度シラバス）
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資料５－６－①－２

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－６－①－３

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－６－①－４

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料５－６－①－５

（出典 平成 24 年度シラバス）
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（分析結果とその根拠理由） 

総修得単位数に対する実験・実習・演習科目のバランスは適切で，実験実習によって講義の理解を

深めるため，１専攻４系の特色を取り入れた構成となっている。また，専攻科の教育目標に照らした

各科目の配置は適切であり，それらの授業科目では，教育目標に応じて内容の工夫がなされている。 
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観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

シラバスは，シラバス記入要領（資料５－２－②－１参照）に基づいて当該科目担当教員が「シラ

バス作成支援システム」を用いて作成している。教員及び学生が自由に閲覧できるように本校ウェブ

サイト上で公開されている。 

シラバスには，授業時間ごとに教育内容についてのキーワード等が示された授業項目・授業内容欄

があり，授業の進行度を容易に理解できるように作成され，事前に行う準備学習として，該当授業科

目を履修するために必要な予備知識を示している。到達目標欄には，箇条書きでその科目の到達目標

が書かれ，成績評価欄には試験及びレポート等の割合が数字で示されている。さらに，教育目標との

関連についても明記され，授業時間外の自己学習の指針も示されている。講義担当教員はシラバスを

配布して授業計画と評価方法等を詳しく説明している。なお，自己学習の時間が確保されていること

は，演習課題や試験によって確認している。 

授業評価アンケート中の教員によるシラバス活用に関する設問に対する回答，計画通り授業が実施

されているかに関する設問に対する回答は，いずれも良好な結果となっている（資料５－６－②－１）。 

 

 

資料５－６－②－１ 

教員によるシラバスの活用実績（５段階評価） 

年度 20 21 22 23 24 

シラバスの説明はあったか 3.9 4.2 4.6 4.7 4.8 

シラバスに沿って授業が行われたか 4.0 4.1 4.1 4.4 4.5 

（出典 学生課資料） 

観点５－６－②資料一覧 

（資料５－６－②－１） 教員によるシラバスの活用 アンケート結果    出典：学生課資料
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（分析結果とその根拠理由） 

シラバスには，具体的な到達目標が示され，この目標を達成できるように十分に留意した上で授業

内容等が記述されており，評価方法に関しても明記されている。準備学習として自己学習の指針を示

すことで，学習時間の確保に対する対策が講じられている。また，アンケート結果からシラバスの活

用と記載に沿った授業がなされていることが確認できる。 
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観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科では，創造性を育む教育として「総合創造演習」（資料５－６－①－３参照）を実施している。

本科目は，異なる系の学生３～４人の班を編成し，マイコン制御の自律移動型マシンを製作し，毎年

異なる対戦方式の競技課題を実施するものである。ロボットの機構や電源について学習し，マイコン

制御について独自に作成した教材（資料５－６－③－１訪問時資料）を用いて学び，実験実習を通し

て理解を深める。互いに協力して，競技課題に対してアイデアを出し合ってマシン製作や制御プログ

ラミングにより創造性を育み，設計から部品購入，コスト計算，製作，発表・実演までの設計開発の

一連の工程が経験できるように工夫している。 

選択科目である「インターンシップ」（資料５－５－③－４参照）については，学術交流協定を締結

している中国の厦門理工学院への短期留学も認めており，毎年６名が３週間滞在し，グローバルな視

点での職業感覚を育成している。また「技術者総合ゼミ」でその報告を行なうことで，国際感覚の共

有につながっている（資料５－６－③－２）。 

 

 

資料５－６－③－２

 

（出典 専攻科資料）

観点５－６－③資料一覧 

（資料５－６－③－１） 総合創造演習製作物               訪問時資料 

（資料５－６－③－２） インターンシップ報告発表会           出典：専攻科資料
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（分析結果とその根拠理由） 

創造性を育む教育として，「総合創造演習」で異なる系の学生３～４人の班を編成し，マイコン制御

の自律移動型マシンを製作することで一連の工程が経験できるように工夫がなされている。また，学

術提携している海外の大学への短期留学が行われており，選択科目の「インターンシップ」として単

位を認定している。 
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観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 

教養教育として，一般科目「日本語表現法」「国際協力論」「技術と哲学」など，専門基礎科目「環

境論」や専門科目「生命科学」等を開講し，教育目標③に沿った人材の育成を目指している。 

教育目標①，②に沿って「特別研究」を実施しており，学生が希望するテーマや研究室を自由に選

べるように配慮し，一人の学生に対して正副２名の教員が指導することで充実した環境を整備してい

る（資料５－７－①－１）。なお，研究指導においては，学生全員に「研究日誌」を配布し，指導教員

が定期的に進捗状況を確認している（資料５－７－①－２）。また，専攻科２年次の始めに中間発表を

行い，２月に審査・発表会を実施して評価を行っている。 

「特別研究」の成果は，学協会等での発表を義務付けており，特別研究論文集に掲載している（資

料５－７－①－３）。この成果として，学協会で優秀講演賞等を受賞しており，教育目標④が達成でき

ていることを示している（資料５－７－①－４）。 

観点５－７－①資料一覧 

（資料５－７－①－１） 特別研究テーマ・指導教員一覧     出典：学生課資料 

（資料５－７－①－２） 「研究日誌」様式           出典：学生課資料 

（資料５－７－①－３） 専攻科生の研究活動一覧        出典：専攻科特別研究論文集

（資料５－７－①－４） 専攻科生 褒賞実績          出典：教育データベース 
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資料５－７－①－１

 

（出典 学生課資料）
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資料５－７－①－２

研究日誌 

 

（出典 学生課資料）
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資料５－７－①－３

（出典 専攻科特別研究論文集 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

教育目標に沿った教養教育として，一般科目，専門基礎科目，専門科目において様々な講義を開講

している。 

「特別研究」の指導は，一人の学生に対し正副２名の教員が担当し，充実した指導体制となってい

る。指導教員が「研究日誌」により定期的に進捗状況を確認・指導し，審査・発表会等を実施して指

導・評価を行っている。なお，全員に学協会等での発表を義務付けており，その成果として，学協会

で優秀講演賞等を受賞している。 

資料５－７－①－４

専攻科生 褒賞実績 

年度 氏名 専攻 賞 学　会 学協会 期日

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４０回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２１年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４０回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２１年３月

電気電子 講演奨励賞 電子情報通信学会九州支部学生会講演会 電子情報通信学会 平成２１年３月

電気電子 講演奨励賞 電子情報通信学会九州支部学生会講演会 電子情報通信学会 平成２１年３月

物質
日本化学会九州支部
賞（学術奨励賞）

日本化学会九州支部 日本化学会 平成２１年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４１回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２２年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４１回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２２年３月

物質 優秀発表賞 第１２回化学工学会学生発表会　福岡大会 化学工学会 平成２２年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４２回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２３年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４２回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２３年３月

電気電子 学術奨励賞 電子情報通信学会九州支部学生会講演会 電子情報通信学会 平成２３年３月

物質
日本化学会九州支部
賞（学術奨励賞）

日本化学会九州支部 日本化学会 平成２３年３月

機械 奨励賞 工作機械技術振興財団 平成２３年６月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４３回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２４年３月

機械 優秀講演賞 九州学生会　第４３回卒業研究発表講演会 日本機械学会 平成２４年３月

電気電子
電気学会九州支部
長賞

電気学会九州支部 電気学会 平成２４年３月

電気電子 学術奨励賞 電子情報通信学会九州支部 電子情報通信学会 平成２４年３月

電気電子
電気学会論文発表
賞Ｂ賞

平成23年度電気学会九州支部公開技術会合 電気学会 平成２４年３月

電気電子
低温工学協会九州・西
日本支部支部長賞

低温工学協会九州・西日本支部支部 低温工学協会 平成２４年３月

電気電子
ベストプレゼンテー
ション賞

２０１１年度精密工学会九州支部大分地方講演会 精密工学会 平成２４年３月

物質
日本化学会九州支部
賞（学術奨励賞）

日本化学会九州支部 日本化学会 平成２４年３月

電気電子
電気学会九州支部
長賞

電気学会九州支部 電気学会 平成２５年３月

電気電子 学術奨励賞 電子情報通信学会九州支部 電子情報通信学会 平成２５年３月

物質
日本化学会九州支部
賞（学術奨励賞）

日本化学会九州支部 日本化学会 平成２５年３月

22

23

24

20

21

（出典 教育データベース）
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

専攻科における成績評価・単位認定及び修了規程は，学則 第12章 専攻科（資料５－８－①－１）

で規定されている。詳細は，専攻科の授業科目の履修等に関する規程（資料５－５－③－１参照）に

定めており，学生には「専攻科履修の手引き」を配布し，周知している。特に，１単位の履修時間が

授業時間以外の学習も含めて45時間であることは，学則第50条に記してあるが，専攻科履修の手引き

に記述し（資料５－８－①－２），専攻科始業式時のガイダンスで説明を行っている。各科目の担当教

員は，シラバスに必ず成績評価方法・評価基準を明記し（資料５－６－①－１参照）配布時に説明を

行っている。自己学習の時間が確保されていることは，演習課題や試験によって確認している。「特別

研究」の評価方法について「研究日誌」に掲載・周知し（資料５－８－①－３），研究発表会等におい

ては，複数の教員により評価を実施している。 

各科目担当教員は，試験答案を学生へ返却，模範解答を示し，試験成績に関する意見申立を受け，

シラバスに明記されたオフィスアワー（資料５－２－②－１参照）にて成績に関する問い合わせの機

会を設けている。また，追試験や再試験を実施し，評価方法を規定している（資料５－５－③－１参

照）。単位認定・修了に関しては，規則に則り認定・判定されている（資料５－５－③－１参照，資料

５－８－①－４訪問時資料）。 

なお，成績評価に使用した試験答案・演習レポート等は，「JABEE用試験答案保存要領」（資料５－

４－①－８参照）に基づき，成績評価の分布図及び成績一覧とともに保管している（資料５－８－①

－５，６）。 

観点５－８－①資料一覧 

（資料５－８－①－１） 学則 第 12 章 専攻科          出典：教員必携 

（資料５－８－①－２） 専攻科生に適用される学則，履修規則等  出典：専攻科履修の手引き

（資料５－８－①－３） 特別研究の評価方法について       出典：研究日誌 

（資料５－８－①－４） 専攻科修了判定会議資料         訪問時資料 

（資料５－８－①－５） 成績単票表紙様式            出典：答案ファイル 

（資料５－８－①－６） 成績単票様式              出典：答案ファイル 
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資料５－８－①－１

佐 世 保 工 業 高 等 専 門 学 校 学 則  
   第１２章 専攻科  
 （教育課程）  
第５０条 専攻科の授業科目及び単位数は，一般科目及び専門基礎科目については別表第３，専門

科目については別表第４のとおりとする。  
２  授業科目の単位計算方法は，１単位の履修時間を教室内及び教室外をあわせて４５時間の学

修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，次の各号の基準によるものとする。  
一 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。  
二 実験及び実習については，３０時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をもっ

て１単位とする。  
 （修了）  
第５２条 専攻科の修了は，別に定める課程の修了要件を満たした者について，校長が修了を認定

する。  
２ 校長は，修了を認定した者に対し，所定の修了証書を授与する。  
 （準用規定）  
第５３条 専攻科学生については，第８条から第１２条まで，第１４条，第１６条，第１９条，第

２０条，第２２条，第２５条の２第１項及び第４項，第２８条第１項，第２９条，第３０条，第
３２条第１項，第２項及び第４項，第３３条，第３４条，第３８条から第４０条まで，第５８条
から第６６条までの規定を準用する。この場合において，第１６条中「前条」とあるのは「第４
９条」と，第２０条中「学年の途中の入学，編入学，転入学及び再入学」とあるのは「再入学」
と第３２条第１項中「外国の高等学校又は大学」とあるのは「外国の大学」と，同条第４項中「前
三項」とあるのは「第１項及び第２項」と，第３４条第２号中「第２８条」とあるのは「第５１
条」とそれぞれ読み替えるものとする。  

 （その他）  
第５４条 本章に定めるもののほか，専攻科に関する必要な事項は別に定める。  

（出典 教員必携）
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資料５－８－①－２

 

（出典 専攻科履修の手引き 抜粋）
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資料５－８－①－３

 

（出典 研究日誌）
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資料５－８－①－５

 

（出典 答案ファイル）
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資料５－８－①－６

 

（出典 答案ファイル）
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（分析結果とその根拠理由） 

成績評価・単位認定や修了の判定に関する規定を定め，「専攻科履修の手引き」および本校ウェブサ

イト掲載により学生への周知を図っている。シラバスに評価方法・評価基準，自己学習の指針等につ

いて明記し，説明を行っている。単位認定・修了に関しては，規則に則り，慎重かつ厳格な運用のも

と認定・判定を行っている。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・本校ウェブサイト上で全科目のシラバスを作成できる「シラバス作成支援システム」を運用し，

自由に閲覧でき，PDF形式ファイルのダウンロードも可能となっている。 

・本校独自の活動として，世界的な問題に対する解決能力を養成するプログラム，将来に対するキ

ャリアデザイン能力を養成するプログラムを実施している。 

・準学士課程１年次において，創造性の育成を目的とした「創作実習」を実施し，プレゼンテーシ

ョン能力の育成について考慮している。 

・１専攻４系への専攻科の改組により，複合・融合型教育を更に発展させ，幅広い知識の修得を希

望する学生や社会のニーズを満たしている。 

・専攻科において創造性を育む教育として，異なる系の学生による班を編成し，マイコン制御の自

律移動型マシンを製作する「総合創造演習」を行っている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜準学士課程＞ 

本校の教育目標に沿って，学科ごとに授業科目の適切な配置や学年間での関連を考慮したくさび形

カリキュラムの教育課程となっており，教育内容の体系性が確保されている。各科目の授業内容に関

しても，全体として教育課程の編成の趣旨に沿っている。各科目は，それぞれの教育目標を十分に実

現できるように，講義，実験，実習，演習が適切な授業形態となっている。 

シラバスには授業時間ごとに教育内容についてのキーワード等，必要な事項を記載している。シラ

バスの作成について，ウェブサイト上で容易に作成できる「シラバス作成支援システム」を本校独自

に構築している。 

創造性を育む教育方法として，授業内容にものづくりやプレゼンテーションを考慮した「創作実習」

を全学科１年次に実施している。４年次にはインターンシップとして「工場実習」を実施しており，

実習報告書の提出並びに実習報告会を行い，活用している。 

教育課程の編成において人間の素養の涵養を図るため，１～３年次に「特別活動」を実施するとと

もに，４，５年次においては，マナー講習会，各種講演会を実施し，技術者・社会人として必要な心

構え，倫理観について教育している。また，２年次は日帰りの企業見学，３年次には一泊研修旅行で

長崎県近郊の企業見学を行い，４年次では４泊５日の海外の工場見学を実施している。 

成績評価基準，進級・卒業判定に関する基準を規定しており，学生便覧に掲載するとともに，本校

ウェブサイト上で閲覧可能となっている。これらは，入学直後のオリエンテーションや「特別活動」

などで説明し，学生へ周知されている。単位認定，進級・卒業判定に関しては，規則に則り適切に実

施されている。 

 

＜専攻科課程＞ 

専攻科の授業科目は，各専門分野についてさらに深い専門知識，他分野の専門的基礎知識を学ぶ複

合型教育による「もの創り技術者」を育成すべく，「一般科目」「専門基礎科目」「専門科目」から構成
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され，適切に配置されており，準学士課程との連携も考慮している。 

授業形態は講義形式を主として，実験・演習形式の授業も適宜配置している。受講学生数が少人数

であることから，ゼミ形式の授業や，学生による発表を取り入れている。英語でプレゼンテーション

を行う「応用コミュニケーション」等もある。学術提携している海外の大学への短期留学が行われて

おり，選択科目の「インターンシップ」として単位を認定している。 

また，実践的な複合型もの創り教育として，「総合創造実験」「総合創造演習」「技術者総合ゼミ」な

ど効果的な授業を展開している。特に，「総合創造演習」では，創造性を育む教育として，異なる系の

学生３～４人の班を編成し，マイコン制御の自律移動型マシンを製作する一連の工程が経験できるよ

うに工夫がなされている。シラバスは，準学士課程と同様に作成され，公開している。 

「特別研究」の指導は，一人の学生に対し正副２名の教員が担当し，充実した指導体制となってい

る。指導教員が「研究日誌」により定期的に進捗状況を確認・指導し，審査・発表会等を実施して指

導・評価を行っている。なお，全員に学協会等での発表を義務付けており，その成果として，学協会

で優秀講演賞等を受賞している。 

成績評価・単位認定や修了の判定に関する規定を定め，「専攻科履修の手引き」および本校ウェブサ

イト掲載により学生への周知を図っている。単位認定・修了に関しては，規則に則り，慎重かつ厳格

な運用のもと認定・判定を行っている。 

 



佐世保工業高等専門学校 基準５ 

 - 280 -

 



佐世保工業高等専門学校 基準６ 

 - 281 -

基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その教育の目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等につい

て，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，各授業科目の教育目標に対する位置付けを明確にするため科目系統図を作成している（資

料６－１－①－１）。これらの科目の修得により教育目標が達成されるようになっており，学生が卒業

（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について達成されたと見なすことがで

きる。なお，履修する科目のほとんどが必修科目である。その達成状況を把握・評価するために，年

４回の試験を行い，成績不振者に対しては追試験を行っている。さらに，欠点科目が３科目以下の場

合には学年末試験終了後に再試験を行っている（資料６－１－①－２）。 

これらの試験結果について，教員には全学生の成績が掲載された一覧表が配布され，関係する学生

の全授業科目についての状況を把握することができる（資料６－１－①－３訪問時資料）。なお，準学

士課程の学生には，試験ごとに成績通知票を本人並びに保護者に配布している。学生は各授業科目の

成績を成績通知票から成績記録に転記しファイル化する「学習の記録（ポートフォリオ）（資料６－１

－①－４，資料６－１－①－５訪問時資料）」により，学生自身が授業科目の理解度及び教育目標の達

成状況を把握・評価できる。本校独自で開発したポートフォリオ「自己点検表作成支援システム」に

より，専攻科課程の学生がウェブサイト上で授業科目の理解度を把握・評価することが可能である（資

料６－１－①－６）。 

学年末には教育目標に対応する各授業科目の達成度を評価し，規則に則り卒業及び進級を判定して

いる（資料６－１－①－７，８訪問時資料）。専攻科についても，規則に則り修了を判定している（資

料６－１－①－９訪問時資料）。 

観点６－１－①資料一覧 

（資料６－１－①－１） 教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ 

                                出典：平成 24 年度シラバス

（資料６－１－①－２） 学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則 

                                出典：教員必携 

（資料６－１－①－３） 平成 24 年度 後期中間 成績一覧    訪問時資料 

（資料６－１－①－４） １年生の成績記録様式          出典：学生課資料 

（資料６－１－①－５） 学習の記録               訪問時資料 

（資料６－１－①－６） 自己点検表作成支援システム       出典：本校ウェブサイト 

（資料６－１－①－７） 卒業判定会議資料            訪問時資料 

（資料６－１－①－８） 進級判定会議資料            訪問時資料 

（資料６－１－①－９） 専攻科委員会会議資料          訪問時資料 
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資料６－１－①－１
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資料６－１－①－１続き

 



佐世保工業高等専門学校 基準６ 

 - 284 -

資料６－１－①－１続き
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資料６－１－①－１続き
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資料６－１－①－１続き

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料６－１－①－２

佐世保工業高等専門学校学業成績の評価及び課程修了の認定等に関する規則 

 

第３章 試験  

（定期試験及び中間試験）  

第８条 定期試験は各学期末に当該学期において開講した授業科目について実施し、中間試験は各学期の中間に必

要がある授業科目について実施する。ただし、平素の成績で評価できる科目（卒業研究、実験、実習、実技及び

演習等）については、試験を実施しないことがある。  

（追試験） 

第９条 次の各号に掲げる理由により定期試験又は中間試験を受けることができなかった者については、原則

として追試験を実施する。  

一 病気（医師の証明書等がある場合に限る。）  

二 忌引（佐世保工業高等専門学校学生準則第１４条に該当する場合に限る。）及び当該忌引に必要な旅行  

三 特別欠席（第１７条第３項に該当する場合に限る。）及び当該特別欠席に必要な旅行  

四 出席停止（学則第３０条に該当する場合に限る。）  

五 その他やむを得ない理由があると校長が認めたとき。  

２ 第１３条第３項に規定する各学期中間及び前学期末におけるそれぞれの学業成績の評価の結果、60 点未満の授

業科目がある者（成績不振者）については、原則として追試験を実施する。 

なお、４，５年生については、学年末も追試験を実施する。  

３ 追試験の成績評価は 100 点法により行い、その最高点は次のとおりとする。  

一 第１項第１号の場合は 80 点  

二 第１項第２号から第５号の場合は 100 点  

三 第２項の場合は 60 点  

（再試験）  

第１０条 学年末における学業成績の評価の結果、次の各号のすべてに該当する場合には、教員会議の議を経て、

再試験を実施する。  

一 単位の修得を認定されなかった授業科目が３科目以下であること。  

二 学業成績の評価の結果、当該学年における学業成績の平均点が 60 点以上であること。  

三 実験、実習（工場実習を除く。）及び卒業研究の単位を修得していること。  

四 出席日数が年間の出席すべき日数の４分の３以上であり、かつ、各授業科目の出席した単位時間数が出席す

べき単位時間数の４分の３以上であること。  

２ 再試験は当該年度の指定された日までに実施する。  

（不正行為の取扱い）  

第１１条 試験において不正行為を行った者については、不正行為を行った時間以降の受験を認めない。また、当

該試験期間中におけるすべての試験成績は０点とする。 

第１２条 試験以外の成績評価（課題レポート等）において不正を行った者については、当該科目の最終成績を０

点とする。 

（出典 教員必携 抜粋）
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資料６－１－①－４

 

（出典 学生課資料）
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資料６－１－①－６

単位修得状況 

 

 

学習保証時間とその内訳 

 

（出典 本校ウェブサイト 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

教育目標に対する各科目の役割を明確に定めており，全科目を修得することで高等専門学校として，

学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力が身に付いたと見なすことができる。さらに，

その達成状況を把握・評価するために，年４回の試験及び成績不振者に対しては追試験及び再試験を

行っている。これらの試験結果は，教員だけでなく，ポートフォリオによって学生自身にもその達成

状況を把握・評価することができる。さらに，卒業・進級・修了の判定は規則に則り行っている。 
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて，学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果

が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

教育目標と授業科目の対応がとれており，各学年での必修科目の単位を取得することで学生が身に

付けるべき学力や資質・能力を卒業及び修了時までに身に付けることができる（観点６－１－①参照）。

準学士課程の単位取得状況は取得率が約99％，進級状況については１〜４年生が次年度新しい学年へ

進級している割合は約98％，卒業時の状況については平成20年度入学者数に対する平成24年度卒業者

数の割合が97％以上である（資料６－１－②－１）。 

退学者，留年者は年度によって多少の変動があり，平成23年度は留年者および休学者が増加してい

るが，平成24年度は例年並みとなっている（資料６－１－②－２）。最終的には，ほとんどの学生が修

業年内に教育目標に到達して卒業（修了）している。 

卒業研究・特別研究は，教育目標全ての項目についての達成度評価としての科目であり，学修の総

括として位置づけている。その内容は，各専門分野での先端領域についての研究がなされており（資

料６－１－②－３），卒業研究・特別研究の成果を学協会で発表し（資料６－１－②－４），学協会に

よる表彰例も認められる(資料５－７－①－３，４参照）。 

 

 

資料６－１－②－１

単位取得率等の実績 

年度 20 21 22 23 24
単位取得率 99.2 98.8 99.0 97.3 98.9
進級率 98.2 97.5 97.3 92.4 98.4
準学士課程卒業率 100.0 98.8 98.2 96.9 97.1
専攻科課程修了率 91.5 93.6 96.0 100.0 100.0  

（出典 学生課資料）

観点６－１－②資料一覧 

（資料６－１－②－１） 単位取得率等の実績            出典：学生課資料 

（資料６－１－②－２） 退学者，留年者，休学者数         出典：教育データベース

（資料６－１－②－３） 平成 24 年度卒業研究題目一覧        出典：学生課資料 

（資料６－１－②－４） 平成 24 年度卒業研究生の学会発表例 

                        出典：日本機械学会九州学生会講演会論文集
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資料６－１－②－２
退学者，留年者，休学者数 
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（出典 教育データベース）

資料６－１－②－３

№ 研　究　テ　－　マ 担当教員 № 氏名

16 クラドニ図形発生装置の製作とFEMによる確認 原

17 レーザを利用したガラスの新しい除去加工技術開発 森田

18 振動モードを利用したガラスの新しいクロスカット技術開発 森田

19 校外講座用実験・実習教材の製作 森田

1 階段用曲線形手すりに関する研究 福田

2 トイレ用曲線形手すりに関する研究 福田

3 炭素鋼の疲労特性に及ぼす多量の水素の影響 西口

4 多量の水素が炭素鋼の引張特性に及ぼす影響 西口

5 内歯車歯面のラッピングに関する研究 中江

6 小径歯車歯面のラッピング仕上げ 中江

7 高面圧運転試験における真空浸炭窒化歯車の歯面性状 森川

8 自動車用電動パワステ・ウォームホイールの負荷能力 森川

9 スーパー・エンプラ材の最適切削加工条件とその仕上面評価 森川

10 ３D-CADモデルによる教材の開発 小原・西村

古典制御理論による倒立振子の安定化 中浦

２次系のメカニカル系を用いた工学実験教材の開発 中浦

平成２４年度機械工学科卒業研究題目

21 マイクロバブルの応用可能性に関する研究 松山

22 加速度センサと角速度センサによるラグビー選手の運動軌跡計測 中島

15 軟鋼板の振動における内部減衰に関する研究 原

20 垂直管内気液環状流における表面張力の影響に関する研究 松山

13 二輪車用姿勢安定化装置のための基礎的研究 貞弘

23 加速度センサと角速度センサによるラグビー選手の衝撃力計測 中島

12

11

14 非線形自転車モデルの構築とその実験的検証 貞弘

 

（出典 学生課資料 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程・専攻科課程においては，単位取得率，進級率及び卒業（修了）率のいずれも高く，卒

業研究・特別研究の内容・水準は十分に高く，学協会発表レベルであり，学協会により表彰される者

もいる。

資料６－１－②－４

平成 24 年度卒業研究生の学会発表例 

 

（出典 日本機械学会九州学生会講演会論文集）
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や進

学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の成果や効果が上がって

いるか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程の卒業生の進路の割合は，約60％が企業への就職，約40％が本校専攻科に進学あるいは

大学３年次に編入であり，その他の進路は専門学校等である（資料６－１－③－１）。 

準学士課程の就職の内訳は，９割以上が製造業及びソフトウェア開発等のサービス産業であり，主

に技術系職種での採用となっている（資料６－１－③－２）。一方，準学士課程の進学の内訳は，その

ほとんどが専攻科課程と大学の理工系学部（工学部，農学部，理学部）である（資料６－１－③－３）。 

専攻科課程の修了生の進路の割合は，約70％が企業への就職，約30％が大学院に進学であり，その

他の進路は専門学校等である（資料６－１－③－４）。 

専攻科課程の就職の内訳は，９割以上が製造業及びソフトウェア開発等のサービス産業であり，主

に技術系職種での採用となっている（資料６－１－③－５）。また，専攻科課程の進学先は，そのほと

んどが国立大学工学系の大学院となっている（資料６－１－③－６） 

 

 

資料６－１－③－１

準学士課程卒業生の進路の割合 
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（出典 教育データベース）

観点６－１－③資料一覧 

（資料６－１－③－１） 準学士課程卒業生の進路の割合       出典：教育データベース

（資料６－１－③－２） 学科別卒業生 就職先一覧（卒業時）    出典：教育データベース

（資料６－１－③－３） 学科別卒業生 進学先一覧（卒業時）    出典：教育データベース

（資料６－１－③－４） 専攻科課程修了生の進路の割合       出典：教育データベース

（資料６－１－③－５） 専攻科課程修了生 就職先一覧（修了時）  出典：教育データベース

（資料６－１－③－６） 専攻科課程修了生 進学先一覧（修了時）  出典：教育データベース
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資料６－１－③－２

 



佐世保工業高等専門学校 基準６ 

 - 296 -

資料６－１－③－２続き

 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－③－３

準学士課程卒業生 進学先一覧（卒業時）

 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－③－５

専攻科課程修了生 就職先一覧（修了時） 

（出典 教育データベース）

資料６－１－③－４

専攻科課程修了生の進路の割合 
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（出典 教育データベース）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の卒業生及び専攻科課程の修了生とも，そのほとんどが本校で学んだ専門知識や技術を

活用できる技術系職種での就職や，大学の工学系学部や大学院の工学系研究科への進学であり，専門

性が活かされた進路となっている。 

資料６－１－③－６

専攻科課程修了生 進学先一覧（修了時） 

 

（出典 教育データベース）
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程卒業生に，本校の教育目標に対する達成度についてのアンケートを「卒業アンケート」

の中で行っている（資料６－１－④－１）。アンケートの結果から，いくつか評価の低いものが見られ

るものの，準学士課程の卒業生は，学校・一般科目・各学科の教育目標に概ね到達していると考えて

いることがわかる（資料６－１－④－２～５）。この結果に対する評価を教務委員会で協議したところ，

学生は学校の意図する教育目標に対して達成感があるとの評価が得られた（資料６－１－④－６）。 

専攻科課程修了生に，本校の教育目標に対する達成度についてのアンケートを「修了アンケート」

の中で行っている（資料６－１－④－７）。アンケートの結果から，いくつか評価の低いものが見られ

るが，専攻科課程修了生においても，学校・一般科目・各専攻の教育目標に概ね到達していると考え

ていることがわかる（資料６－１－④－８～10）。この結果に対する評価を専攻科委員会で協議したと

ころ，学生は学校の意図する教育目標に対して達成感があるとの評価が得られた（資料６－１－④－

11）。 

観点６－１－④資料一覧 

（資料６－１－④－１） 卒業アンケート様式            出典：学生課資料 

（資料６－１－④－２） 機械工学科卒業生アンケート結果      出典：教育データベース

（資料６－１－④－３） 電気電子工学科卒業生アンケート結果    出典：教育データベース

（資料６－１－④－４） 電子制御工学科卒業生アンケート結果    出典：教育データベース

（資料６－１－④－５） 物質工学科卒業生アンケート結果      出典：教育データベース

（資料６－１―④―６） 教務委員会議事要旨            出典：学生課資料 

（資料６－１－④－７） 修了アンケート様式            出典：学生課資料 

（資料６－１－④－８） 機械工学専攻修了生アンケート結果     出典：教育データベース

（資料６－１－④－９） 電気電子工学専攻修了生アンケート結果   出典：教育データベース

（資料６－１－④－10） 物質工学専攻修了生アンケート結果     出典：教育データベース

（資料６－１－④－11） 専攻科委員会議事要旨           出典：学生課資料 
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資料６－１－④－１

佐世保工業高等専門学校　機械工学科　卒業アンケート

１． 本校の教育目標についてどの程度達成できたと思いますか。

○学校の教育目標 ←低い 普通 高い→

1) 明確な職業意識、学習意欲を持つことができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2)
基礎知識と基礎技能、専門知識を身に付き、自ら課題を探求
し、解決できる能力を持つことができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3) 豊かな創造性と実践力を持つことができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

4)
論理的な思考力、コミュニケーション能力、プレゼンテーショ
ン能力を持つことができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

5) 情報リテラシーが向上した。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

6)
豊かな教養と倫理観が身に付き地球的な視野で人類の幸福のた
めに貢献できる能力を持つことができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

○一般科目の教育目標

1) 心身とも豊かな人間性と倫理観を持つことができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2) 理論と実践に導かれた想像力と実践力を持つことができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3)
国際的に活躍できる技術者としてのコミュニケーション・プレ
ゼンテーション能力が向上し、人間力が向上した。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

4) 専門科目学習への動機づけに役に立った。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

○機械工学科の教育目標

1) 技術者としての基礎学力が身に付いた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2)
実験・実習等で実践力や創造性が身に付き、卒業研究では自学
自習能力と問題解決能力が身に付いた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3) メカトロニクス技術とシステムデザイン能力が身に付いた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

２． 高専に対して満足していますか。

1) 高専への入学 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2) 高専での教育 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3) 高専での課外活動 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

4) 卒業後の進路 1□ 2□ 3□ 4□ 5□
 

（出典 学生課資料）
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資料６－１－④－２

平成２４年度卒業生アンケート結果（機械工学科） 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－３

平成２４年度卒業生アンケート結果（電気電子工学科） 

 

 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－４

平成２４年度卒業生アンケート結果（電子制御工学科） 

 
 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－５

平成２４年度卒業生アンケート結果（物質工学科） 

 
 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－６

 
（出典 学生課資料 抜粋）
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資料６－１－④－７

１．

←低い 普通 高い→

1)
自己の専門分野で、より深い専門的基礎知識を身に付けることができ
た。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2)
他の専門技術分野に関する基礎知識と、複合化、高度化した工学分
野について、複眼的な課題探求能力と問題解決能力の基礎を身に
付けることができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3)
地球的な視野での倫理観と、豊かな創造性、実践力の基礎を身に付
けることができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

4) 国際的な技術者を目指す基礎を身に付けることができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

←低い 普通 高い→

1) 高度専門職業人としての基礎能力を身に付けることができた。 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2)
国際的に通用するコミュニケーション能力や、地球的視野で技術と社
会の共生を追求し、グローバルな視点を持つ技術者を目指す基礎を
身につけることができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3)
システム創成能力と、複眼的な問題解決能力の基礎を身に付けるこ
とができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

←低い 普通 高い→

1)
機械工学における独創的研究開発を展開するための基礎科学や、
設計・製作・制御等の専門知識を身に付けることができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2)
分野横断的な科目も修得することにより、先進的なシステムデザ
イン能力を有する技術者の基礎を身に付けることができた。

1□ 2□ 3□ 4□ 5□

２． 専攻科に対して満足していますか。

1) 専攻科への入学 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

2) 専攻科での教育 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

3) 修了後の進路 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

佐世保工業高等専門学校　機械工学専攻　修了アンケート

○学校の教育目標

○一般科目等の教育目標

○機械工学専攻の教育目標

本校の教育目標についてどの程度達成できたと思いますか。専攻科入学前と比較して答えてください。

 

（出典 学生課資料）
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資料６－１－④－８

平成２４年度専攻科修了生アンケート結果（機械工学専攻） 

 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－９

平成２４年度専攻科修了生アンケート結果（電気電子工学専攻） 

 

（出典 教育データベース）
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資料６－１－④－10

平成２４年度専攻科修了生アンケート結果（物質工学専攻） 

 
（出典 教育データベース）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の卒業生，及び専攻科課程の修了生については，アンケートの結果から教育目標を概ね

達成しており，教育の成果や効果が上がっている。 

資料６－１－④－11

 

（出典 学生課資料 抜粋）
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観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

（観点に係る状況） 

５年毎に専攻科修了生が進学した大学院及び就職した企業に対してアンケートを行っている（資料

６－１－⑤－１）。平成20年６月に企業・大学院にアンケートを行った結果，英語に関する回答（設問

Ｃ－３，Ｃ－４）では高い評価ではない。しかし，ほとんどの項目において高評価であり，修了生が

本校の教育目標に基づいた教育により身に付けた学力や資質・能力等に，概ね満足していることが示

されている（資料６－１－⑤－２）。 

 

資料６－１－⑤－１

 

（出典 教育データベース 抜粋）

観点６－１－⑤資料一覧 

（資料６－１－⑤－１） 平成 20 年企業・大学院アンケート様式    出典：教育データベース

（資料６－１－⑤－２） 平成 20 年企業・大学院アンケート結果    出典：教育データベース
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資料６－１－⑤－２
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資料６－１－⑤－２続き
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資料６－１－⑤－２続き
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資料６－１－⑤－２続き

（出典 教育データベース）
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（分析結果とその根拠理由） 

５年毎に専攻科修了生が進学した大学院及び就職した企業に対してアンケートを行っており，本校

の専攻科修了生が在学中に身に付けた学力や資質・能力等に関する意見聴取を実施している。そのア

ンケート結果では，専攻科修了生が在学中に身に付けた学力や資質・能力等に大学院及び企業から概

ね良好な評価を得ており，教育の成果や効果が上がっていることが示されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

本校独自で開発したポートフォリオ「自己点検表作成支援システム」により，専攻科課程の学生

がウェブサイト上で授業科目の理解度を把握・評価することが可能である。 

 

（改善を要する点） 

準学士課程の進路先（編入先大学，就職先企業）等の関係者に対するアンケートの実施について

検討する。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

本校では，教育目標に対する各科目の役割を明確に定めており，すべての科目を修得することで高

等専門学校として，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力が身に付いたと見なすこと

ができる。さらに，その達成状況を把握・評価するために，年４回の試験を行っている。これらの試

験の結果は，教員だけでなく学生も，ポートフォリオによってその達成状況をいつでも把握・評価す

ることができるようになっている。 

準学士課程・専攻科課程においては，単位取得率，進級率及び卒業（修了）率のいずれも高く，卒

業研究・特別研究の内容・水準は学協会発表レベルであり，学協会により表彰されるものもある。 

卒業生・修了生ともに，そのほとんどが大学の工学系学部や大学院の工学系研究科への進学および

技術系職種での就職である。 

卒業生・修了生ともに，アンケートの結果から教育目標を概ね達成している。 

５年毎に修了生が進学した大学院及び就職した企業に対してアンケートを行っており，本校の修了

生が在学中に身に付けた学力や資質・能力等に関する意見聴取を実施している。そのアンケート結果

から，本校の修了生が在学中に身に付けた学力や資質・能力等に大学院及び企業が満足していること

が分かる。 
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観点７－１－①資料一覧 

（資料７－１－①－１） 新入生オリエンテーション日程表      出典：学生主事室資料 

（資料７－１－①－２） 学生便覧                 出典：学生便覧 

（資料７－１－①－３） 教育課程表                出典：学生便覧 

（資料７－１－①－４） 新入生オリエンテーション説明資料     出典：教務主事室資料 

（資料７－１－①－５） 専攻科履修の手引き            出典：専攻科履修の手引き

（資料７－１－①－６） 教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ 

                                 出典：学生課資料 

（資料７－１－①－７） 教員室入口行先表示板           出典：学生課資料 

（資料７－１－①－８） オフィスアワー一覧            出典：平成 24 年度シラバス

（資料７－１－①－９） 授業評価アンケート様式          出典：学生課資料 

（資料７－１－①－10） 授業評価アンケートグラフ         出典：学生課資料 

（資料７－１－①－11） 研究日誌（様式）             出典：学生課資料 

基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され、適切に実施されているか。また、学

生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

準学士課程では学生がスムーズに学習計画を立案できるようにするために，新入生オリエンテーショ

ン（資料７－１－①－１）において，学生便覧（資料７－１－①－２）に掲載された教育課程表に基づ

いて学習を進める上でのガイダンスを行っている（資料７－１－①－３，４）。さらに，ホームルーム

の時間に学級担任が詳細にガイダンスを行っている。専攻科課程では専攻科オリエンテーションを実施

して「専攻科履修の手引き」を使用したガイダンスを行っている（資料７－１－①－５）。 

学生の自主的な学習計画立案を支援するために，各科目担当教員がシラバスを配布して，授業項目・

授業内容・到達目標等を説明している。なお，シラバスは本校ウェブサイト上で自由に閲覧できる。 

準学士課程では，各授業科目の成績を成績通知表から成績記録に転記しファイル化する「学習の記録

（ポートフォリオ）」（資料６－１－①－５参照）により，学生自身が授業科目の理解度および教育目標

の達成状況を把握・評価できる。また，年度当初には科目系統図により，前年度の修得科目と今年度の

受講科目との関連性を確認している（資料７－１－①－６）。 

専攻科課程では，本校独自で開発したポートフォリオ「自己点検表作成支援システム」により，学生

自身がウェブサイト上で授業科目の成績を確認し，理解度や把握・評価することが可能である（資料６

－１－①－６参照）。 

各教員はオフィスアワーをシラバスや教員室入口の行先表示板（資料７－１－①－７）にて学生に周

知している（資料７－１－①－８）。オフィスアワーを中心に，各科目担当教員が学生から学習上の相

談を受け，補習などの対応を行っている。授業評価アンケートⅡ－10の項目において（資料７－１－①

－９），５段階評価で４以上の評価であり（資料７－１－①－10），学生が学習を進める上での相談・

助言を行う体制が有効に機能している。 

準学士課程の卒業研究や専攻科課程の特別研究においては，「研究日誌」で研究の進捗を学生に確認

させ，卒業研究・特別研究担当教員がその現状を適宜把握している（資料７－１－①－11）。 
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資料７－１－①－１

新入生オリエンテーション日程表 

（出典 学生主事室資料）
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資料７－１－①－２

学生便覧 
 

 
 

 

 
 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－①－３

 

（出典 学生便覧）
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資料７－１－①－４

新入生オリエンテーション説明資料 

 
 

（出典 教務主事室資料）
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資料７－１－①－５

専攻科履修の手引き 
 

 
 

 

 

 

（出典 専攻科履修の手引き）
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資料７－１－①－６

（出典 学生課資料）
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資料７－１－①－７

教員室入口行先表示板 
 

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－①－８

 
 
 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）
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資料７－１－①－９

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－①－10

授業評価アンケートグラフ 
 

 
 
 

（出典 学生課資料 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由）  

新入生に対するオリエンテーションやホームルームを利用したガイダンスが実施されている。各科目

担当教員がシラバスの内容を説明することに加え，学生が本校ウェブサイト上で自由に閲覧できるシス

テムが整備されている。 

自主的学習を計画する「学習の記録」「自己点検表作成支援システム」や直接相談・助言を行うオフ

ィスアワー等による体制が整備され，機能している。卒業研究や特別研究においては，「研究日誌」で

その進捗状況を担当教員が適宜把握している。 

資料７－１－①－11

研究日誌 

 
（出典 学生課資料）
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観点７－１－②資料一覧 

（資料７－１－②－１） 図書館（閲覧室）              出典：総務課資料 

（資料７－１－②－２） 図書館（利用案内）             出典：本校ウェブサイト

（資料７－１－②－３） 図書館（開館カレンダー）          出典：本校ウェブサイト

（資料７－１－②－４） 図書館 ノートパソコン貸出簿        訪問時資料 

（資料７－１－②－５） 図書館入館者数データ            出典：教育データベース

（資料７－１－②－６） 情報処理センター第 1演習室         出典：総務課資料 

（資料７－１－②－７） CAD 室                   出典：総務課資料 

（資料７－１－②－８） 情報処理センター第１演習室，CAD 室利用時間 

                                  出典：情報処理センター

（資料７－１－②－９） 情報処理センター第１演習室・CAD 室設置機器台数 

                                  出典：情報処理センター

（資料７－１－②－10） ゼミ室・多目的室・大講義室の鍵貸出簿    訪問時資料 

（資料７－１－②－11） 敬愛館（１Ｆコミュニケーションスペース） 

                                  出典：学生課資料 

観点７－１－②： 自主的学習環境及び厚生施設、コミュニケーションスペース等のキャンパス生活

環境等が整備され、効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 

教室以外の自主的学習の施設として，図書館が整備されており（資料７－１－②－１），平日の放課

後や休日等も利用できる（資料７－１－②－２，３）。図書館内での利便性を高めるために，ノートパ

ソコンの貸し出しを行っている（資料７－１－②－４訪問時資料）。図書館入館者数は平成22年度にお

いて前年度に比べて若干減少しているが，平成23年度に行った図書館内の空調設備の更新を経て，平成

24年度においては増加傾向にある（資料７－１－②－５）。 

また，情報処理教育の設備である情報処理センター第１演習室（資料７－１－②－６）やCAD室（資

料７－１－②－７）は，平日の放課後にパソコンを利用した自主的学習にも利用でき，各室のパソコン

は十分な台数を確保している（資料７－１－②－８，９）。 

各クラスの教室は下校時間まで自由に利用でき，ゼミ室・多目的教室・大講義室等は申請により利用

できる（資料７－１－②－10訪問時資料）。 

福利厚生施設「敬愛館」は，食堂，音楽鑑賞室，ゼミ室，コミュニケーションスペースが整備されて

おり，学生の部活動等にも利用されている（資料７－１－②－11）。 
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資料７－１－②－１

図書館（閲覧室） 

 

 
 

（出典 総務課資料）
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資料７－１－②－２

 
 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料７－１－②－３

 
 

（出典 本校ウェブサイト）

資料７－１－②－５

図書館入館者数データ 

 
 

（出典 教育データベース）
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資料７－１－②－８

室　　名 利用可能時間

情報処理センター
第一演習室

平日　午前８時30分から１６時５０分

ＣＡＤ室 平日　午前８時30分から１８時３０分

情報処理センター第１演習室、ＣＡＤ室利用時間

 
 

（出典 情報処理センター）

資料７－１－②－９ 

情報処理センター第 1演習室・CAD 室設置機器台数 
 

 

室  名 面積（ｍ2） （主な）機器名 

情報処理センター 

第１演習室 
９２ 

学生用パソコン（５２台）、教師用パソコン、プリンター（３台）、

プロジェクター、スクリーン 

Ｃ Ａ Ｄ 室 １１４ 
学生用パソコン（５５台）、教師用パソコン、プリンター（４台）、

プロジェクター、スクリーン 

 

 

（出典 情報処理センター） 

資料７－１－②－６

情報処理センター第 1演習室 
 

 
 

（出典 総務課資料）

資料７－１－②－７

CAD 室 

 

 
 

（出典 総務課資料）



佐世保工業高等専門学校 基準７ 

- 336 - 

 

（分析結果とその根拠理由） 

放課後等に学生が自主的学習等に自由に利用できるスペースとして，授業時間外の教室や図書館・情

報処理センター第１演習室・CAD室等が用意されている。 

福利厚生施設「敬愛館」は，本来の利用方法以外に部活動等にも利用され，学生のキャンパス生活の

場となっている。 

資料７－１－②－11

敬愛館（１Ｆコミュニケーションスペース） 
 

 
 

（出典 学生課資料）
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観点７－１－③資料一覧 

（資料７－１－③－１） 意見要望用紙様式             出典：学生課資料 

（資料７－１－③－２） 教員回答結果               訪問時資料 

（資料７－１―③－３） 意見箱「みんなの声」           出典：総務課資料 

（資料７－１－③－４） 意見箱「みんなの声」回答例        訪問時資料 

（資料７－１－③－５） 保護者懇談会実施一覧           出典：学生課資料 

（資料７－１－③－６） 地区保護者懇談会開催通知         出典：学生課資料 

（資料７－１－③－７） 壱岐地区保護者懇談会案内         出典：学生課資料 

（資料７－１－③－８） 国家試験・検定試験 日程一覧       出典：電気電子工学科資料

（資料７－１－③－９） 平成 24 年度行事予定表           出典：学生課資料 

（資料７－１－③－10） TOEIC 受検者数・得点の推移        出典：英語科資料 

（資料７－１－③－11） 単位認定を行う資格試験一覧        出典：教員必携 

（資料７－１－③－12） 派遣留学生規則              出典：佐世保高専規程集 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また、資格試験や検

定試験の受講，外国留学のための支援体制が整備され、機能しているか。 

（観点に係る状況） 

担任はホームルームや面談等を通して学生の学習や生活面の意見を直接聞く機会があり，科目担当教

員はオフィスアワー等を通して学生の授業に対する意見を汲み上げる機会がある。これらの機会に加え，

学生の学習支援に関するニーズを把握する体制として，授業評価アンケート実施時に回収している「意

見要望用紙」がある（資料７－１－③－１）。この要望用紙により集められた様々な意見・要望に対す

る教員の回答は，教室に掲示される（資料７－１－③－２訪問時資料）。これらの機会では十分に汲み

上げることができない学生の意見・要望等については，校内の意見箱「みんなの声」（資料７－１－③

－３）への投書により，校長が学生のニーズを直接把握する制度が設けられている（資料７－１－③－

４訪問時資料）。 

保護者を通じて学生のニーズを把握するために，本校において年２回（資料７－１－③－５），唐津

地区と諫早地区において隔年交替で年 1 回（資料７－１－③－６），保護者懇談会が開催されている。

これらの他に，離島地区（壱岐，対馬，五島等）においても毎年実施している（資料７－１－③－７）。 

資格・検定試験の担当教員は，試験日の年間予定を掲示やパンフレット等で学生に周知している（資

料７－１－③－８）。TOEICなど主要な資格・検定試験を学校の行事予定表に計画的に組み込み，本校

を試験会場として提供することで学生の利便性を考慮し，資格の取得を積極的に支援している（資料７

－１－③－９，10）。なお，いくつかの資格・検定試験合格者に関しては，単位を認定している（資料

７－１－③－11）。 

外国留学に関しては，募集があれば要項等を適宜掲示して案内をしている。本校の学生が留学した場

合，外国の高等学校等で修得した単位は学業成績証明書により，本校において履修したものと認定して

いる（資料７－１－③－12）。学術交流協定を締結している中国の厦門理工学院への短期留学を，「イ

ンターンシップ」として単位認定している（資料５－５－③－４参照）。 
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資料７－１－③－１

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－③－５

（出典 学生課資料）

資料７－１－③－３

意見箱「みんなの声」 
 

 
（出典 総務課資料）
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資料７－１－③－６

 
 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－③－７

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－③－８

 
（出典 電気電子工学科資料）
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資料７－１－③－９

 週　 日 曜 週　 日 曜 週　 日 曜

1 月 1 木 1 土

2 火 2 金 2 日

22 3 水 3 土 文化の日 3 月

4 木 4 日 4 火

5 金 5 月 31 5 水

6 土 6 火 6 木

7 日 27 7 水 7 金

8 月 8 木 8 土 試験実施日

9 火 9 金 9 日 図書館開放日

23 10 水 10 土 文化祭 10 月

11 木 11 日 ５０周年記念式典 11 火

12 金 12 月 学生臨休（文化祭代休） 32 12 水

13 土 13 火 13 木

14 日 28 14 水 14 金

15 月 15 木 15 土

16 火 16 金 16 日

24 17 水 17 土 17 月

18 木 18 日 第２回工業英検（２-４級） 18 火
地域企業合同説明会（4年・専
攻科1年）

19 金 19 月 33 19 水

学生会新旧交代式，ラグビー地区
大会壮行会

金曜日授業

後期授業始め

１２　　　　　月１０　　　　　　月 １１　　　　　　　月

平成　２４　年　　１　月　１９　日

平 成 ２４ 年 度　　行 事 予 定 表

後

学

期

中

間

試

験

専

攻

科

入

学

願

書

受

付 図書館開放日

金曜日授業

文化祭準備（授業なし），校内清
掃，寮内清掃

おもしろ実験大公開

体育の日，技術士１次試験

第２回実用英検，第３回TOEIC IPテ
スト

九
州
高
専
大
会

（
ラ
グ
ビ
ー

）

４

年

工

場

見

学

旅

行

月曜日授業

 

（出典 学生課資料 抜粋）
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資料７－１－③－10

ＴＯＥＩＣ受検者数・得点の推移 
 

 
（出典 英語科資料）

資料７－１－③－11

単位認定を行う資格試験一覧 

 
 

 

（出典 教員必携）
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資料７－１－③－12

 
 
 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由） 

担任面談，オフィスアワー，授業評価アンケート，校内設置の意見箱，保護者懇談会の開催等の取り

組みを数多く行い，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握している。資格・検定試験は行事予定

表に組み込まれ，学生の資格取得を積極的に支援しており，その体制が整備されている。また，外国留

学希望者のために，派遣留学生規則が設けられている。 
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観点７－１－④： 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。また、

必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況） 

外国人留学生に対し，学科教員を留学生指導教員として，及び同一学級の学生をチューターとして配

置し，学習面の支援を行っている（資料７－１－④－１，２）。「留学生交流室」の設置により，留学生

同士の交流を促進している。さらに，校長は留学生との懇談会（資料７－１－④－３）を開催し，各種

要望を把握し対応している。留学生の教育課程への配慮として，国語・歴史を日本語・物理等の授業科

目に振り替えている（資料７－１－④－４）。 

編入学生に対し，英語に関しては入学前に郵送で返却する添削課題を課し（資料７－１－④－５），

数学に関しては入学直後に学力の到達度試験を実施し（資料７－１－④－６），本校での学習に支障が

ないように支援を行っている。 

また，平成19年度より文部科学省学生支援ＧＰの採択を受け，特別支援教育への取り組みを行ってい

る（資料７－１－④－７）。発達障害やその傾向がある学生に対する具体的な支援として「特別支援教

育部会」（資料７－１－④－８）を定期的に開催する等，特別支援教育の体制を整えている（資料７－

１－④－９）。また，必要に応じて教育支援員を配置する制度も整備されている（資料７－１－④－10）。 

観点７－１－④資料一覧 

（資料７－１－④－１） 外国人留学生規則              出典：佐世保高専規程集

（資料７－１－④－２） 指導教員・チューター名簿          出典：学生課資料 

（資料７－１－④－３） 留学生懇談会記録              出典：学生課資料 

（資料７－１－④－４） 外国人留学生特別カリキュラム        出典：学生課資料 

（資料７－１－④－５） 編入学生 入学前添削問題案内文書      出典：英語科資料 

（資料７－１－④－６） 編入学生の到達度把握試験「数学」結果一覧  出典：数学科資料 

（資料７－１－④－７） 「高等専門学校での特別支援教育推進事業」成果報告書 

                                  出典：成果報告書 

（資料７－１－④－８） 特別支援学内組織図             出典：特別支援教育部会

（資料７－１－④－９） 特別支援教育部会規程            出典：佐世保高専規程集

（資料７－１－④－10） 教育支援員規程               出典：佐世保高専規程集



佐世保工業高等専門学校 基準７ 

- 348 - 

資料７－１－④－１

佐世保工業高等専門学校外国人留学生規則 
 

（平成１６年４月１日制定）
 

佐世保工業高等専門学校外国人留学生規則（平成３年３月１日制定）の全部を改正する。  
 
（趣旨）  
第１条 この規則は、佐世保工業高等専門学校学則第４３条第３項の規定に基づき、佐世保工業高等専門学校に

受け入れる外国人留学生（以下「留学生」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  
 
（入学）  
第２条 留学生は、定員外とし、原則として第３学年以下に入学を許可することができる。  
２ 留学生は、本校及び志望学科の教育目標並びに技術者教育プログラム「複合型もの創り工学」を理解した者と

する。  
  
（留学生の受入）  
 
第３条 本校においては、原則として当分の間、国費外国人留学生制度、外国政府派遣留学生制度及び第３学

年編入学者（外国人学生対象）選抜制度に基づく留学生を受け入れる。  
２ 受入にあったては、教務委員会の議に基づき校長が許可する。  
 
（授業料等）  
第４条 国費外国人留学生制度に基づく留学生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収しない。  
 
（教育課程）  
第５条 留学生の教育課程は、学則第２４条の規定にかかわらず特別に編成することができる。  
 
（留学生指導教員）  
第６条 留学生に対し、一貫した学習及び生活上必要な指導、助言を与えるため、留学生指導教員を置く。  
２ 留学生指導教員は、留学生が在籍する当該学科長の推薦に基づき、校長が任命する。  
 
（留学生相談員）  
第７条 留学生の学習上の援助及び日常生活上の助言を行うため、留学生相談員（以下「チューター」という。）を

置く。  
２ チューターは、学生の中から、留学生が在籍する当該学科長の推薦に基づき校長が委嘱する。  
３ チューターは、適宜、留学生の相談に応ずるとともに、必要に応じて留学生指導教員に連絡し、その指示を受

ける。  
 
（住居）  
第８条 留学生は、原則として学寮に居住する。（閉寮期間中を除く）  
 
（事務処理）  
第９条 留学生に関する事務は、学生課が行う。  
 
（学則等の準用）  
第１０条 この規則に定めるもののほか、留学生に関し必要な事項は、学則及び諸規程を準用する。 
 
 
 
 
 
 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料７－１－④－２

 

学年・組 氏　　　名 性別 出　身　国 指　導　教　員 チューター

３　Ｓ 男 モンゴル 椛　島　隆　富

４　Ｃ 女 インドネシア 長　田　秀　夫

４　Ｃ 女 インドネシア 長　田　秀　夫

５　Ｍ 男 マレーシア 小　原　　　彰

５  Ｅ 女 マレーシア 吉　田　克　雅

５  Ｃ 男 インドネシア 平　山　俊　一

平成２４年度　留学生・指導教員・ﾁｭｰﾀｰ名簿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－④－３

 

 

（出典 学生課資料 抜粋）
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資料７－１－④－４

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－④－５

編入学生 入学前添削問題案内文書 

 
 

（出典 英語科資料）
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資料７－１－④－６

編入学生の到達度試験把握「数学」結果一覧 

 

 

（出典 数学科資料）
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資料７－１－④－７

新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム 

「高等専門学校での特別支援教育推進事業」成果報告書 
 

（表紙）              （取組み概要） 

  

 
（出典 「高等専門学校での特別支援教育推進事業」平成 20 年度成果報告書）



佐世保工業高等専門学校 基準７ 

- 355 - 

 

資料７－１－④－８

特別支援学内組織図 

 
 

（出典 特別支援教育部会）

資料７－１－④－９
佐世保工業高等専門学校特別支援教育部会規程 

                             （平成１９年４月４日制定） 
   
（趣旨）  
第１条 佐世保工業高等専門学校教務委員会規程第９条の規定に基づき、本校における発達障害の学生や身心上の障
害や病気を持つ学生等に対し､障害の状態に応じて適切な教育及び学生生活の支援方針等を策定するため、教務委員
会に特別支援教育部会（以下「部会」という。）を置き、必要な事項を定める。  

 
（組織）  
第２条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。   
一 教務主事  
二 当該学生が本科生の場合は在籍する学科長及び学級担任、専攻科生の場合は専攻科長  
三 学生相談室長  
四 校長が特に必要と認めた者  

 
（部会長）  
第３条 部会長は、教務主事をもって充てる。  
２ 部会長に事故等があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。  
 
（開催）  
第４条 部会は、部会長が必要と認めた場合に開催する。  
 
（報告）  
第５条 部会長は、部会の議事内容等を教務委員会に報告するものとする。  
 
（委員以外の者の出席）  
第６条 部会長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  
 
（事務）  
第７条 部会に関する事務は、学生課において処理する。  

 

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由） 

外国人留学生については，入学以後の学習に支障がないように，チューター制度・留学生専用教育課

程等の学習支援を行う体制が整備されている。編入学生については，入学前後に課題を課す等の指導を

行っている。発達障害やその傾向がある学生に対する支援として「特別支援教育部会」を定期開催し，

また，必要に応じて教育支援員を配置する制度も整備されている。 

資料７－１－④－10
佐世保工業高等専門学校教育支援員規程 

 
（平成２３年４月１日制定）

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における本校学生への教育活動に関し、特別
な支援を必要とする学生に対して就学を行わせるために雇用する者に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
 （職名） 
第２条 独立行政法人国立高等専門学校機構非常勤教職員就業規則に基づき雇用する非常勤教職員で、学生の特別支
援に従事する者の職名を教育支援員とする。 

 
 （資格） 
第３条 教育支援員となることができる者は、本校学生が必要とする特別な支援を行う者で、学内の組織・委員会等
から推薦され、適切な対応が可能であるとして認められる者 

 
 （教育支援員の決定） 
第４条 校長は、学内の委員会等の推薦に基づき、教育支援員を決定する。 
 
 （所属） 
第５条 教育支援員の所属は、推薦者等が指定する学科又は一般科目等とする。 
 
  

（出典 佐世保高専規程集）
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観点７－１－⑤資料一覧 

（資料７－１－⑤－１） 学生会連絡会議事録              出典：学生主事室資料

（資料７－１－⑤－２） 学生会組織図                 出典：学校要覧 

（資料７－１－⑤－３） 平成 24 年度クラブ顧問教員          出典：学生主事室資料

（資料７－１－⑤－４） 課外活動の褒賞基準              出典：学生便覧 

（資料７－１－⑤－５） 課外活動賞受賞者数              出典：学生課資料 

（資料７－１－⑤－６） クラブ日直割り振り              出典：学生主事室資料

（資料７－１－⑤－７） クラブ日直資料（クラブ活動場所図）      出典：学生主事室資料

（資料７－１－⑤－８） 厚生補導設備充実費資料            出典：学生課資料 

（資料７－１－⑤－９） 全国高専大会上位入賞者一覧          出典：学生課資料 

観点７－１－⑤： 学生の部活動、サークル活動、自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整備

され、適切な責任体制の下に機能しているか。 

（観点に係る状況） 

学生会が主体となって，体育祭，文化祭，球技大会等の学校行事を企画・運営し，学生主事室がその

支援を行っている。学生主事室と学生会は，必要に応じて協議している（資料７－１－⑤－１）。 

各クラブは学生会組織に属し，学校はその活動のために顧問教員や校外コーチ等を配置して，日々の

活動及び試合等の引率などの支援を行っている（資料７－１－⑤－２，３）。学生主事室が開催するク

ラブ顧問会議において，リーダー研修会，学生の部活動に関わる褒賞（資料７－１－⑤－４（別添７－

１），資料７－１－⑤－５），クラブ相互の練習場所や時間の調整等を行っている。休日等に校内で実

施される部活動の安全や緊急時の連絡体制確保のために，教員の「クラブ日直」制度を設けている（資

料７－１－⑤－６）。各部の活動場所や部室として，校内施設を利用できる支援体制が整備されている

（資料７－１－⑤－７，観点７－１－②参照）。これらの施設・設備の維持・管理は学校が担っている。

平成22年度からは各部の要求に応じて，活動に必要な設備の充実を「厚生補導設備充実費」により行っ

ている（資料７－１－⑤－８（別添７－２））。 

以上の学生の部活動に対する支援の結果，全国大会に進み優秀な成績を収めている（資料７－１－⑤

－９）。 
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資料７－１－⑤－１

 
 
 

（出典 学生主事室資料）
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資料７－１－⑤－２

学生会組織図 
 

 
 
 

（出典 学校要覧）
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資料７－１－⑤－３

顧問教員 コーチ

体育局顧問

陸上 ☆吉塚，大里，坂口 ○○○○（学外）

野球 ☆重松，川崎，手島，越村，猪原
○○○○（職員）

○○○○（専攻科生）
○○○○（専攻科生）

ラグビー ☆中島，三橋，志久，牧野

バレー（男子） ☆福田，縄田 ○○○○（職員）

バレー（女子） ☆大屋，大島 ○○○○（学外）

バスケット（男子） ☆古川，西口

バスケット（女子） ☆平山，生住

ソフトテニス ☆嶋田，山崎，野尻 ○○○○（専攻科生）

卓球 ☆森下，城野，原 ○○○○（学外）

柔道 ☆吉田，品川 ○○○○（学外）

剣道 ☆堂平，兼田，稲永

ワンダーフォーゲル ☆真部

サッカー ☆松山，川瀬，槇田

水泳 ☆中江，村山

漕艇 ☆松尾，川下，関 ○○○○（学外）

テニス ☆下野，三ッ廣，須田淳

バドミントン ☆田中，中村真，小原 ○○○○（職員）

武道 ☆下尾，南部，高比良 ○○○○（学外）

ハンドボール ☆森田，長田，貞弘

文化局顧問 

文芸 ☆生住

新聞

軽音楽 ☆高比良

写真 ☆長嶋

英会話 ☆大里（上田）

パソコン ☆中村嘉

サイエンス ☆須田淳（真部）

無線 ☆南部 ○○○○（学外）

華道 ☆牧野 ○○○○（学外）

自動車 ☆森川

吹奏楽 ☆森，堀江，森川
○○○○(学外)
○○○○(学外)

美術 ☆貞弘（野坂） ○○○○（学外）

ダンス ☆堀江

数学 ☆中村真

特 ロボコン ☆前田，中浦，柳生，椛島

平成２４年度　クラブ顧問教員

クラブ名

体
　
育
　
局

文
　
化
　
局

同
好

会

 

（出典 学生主事室資料）
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資料７－１－⑤－６

 
（出典 学生主事室資料）

資料７－１－⑤－５

区分 年度 機械
電気電子
（電気）

電子制御 物質 計

平成20年度 1 1 1 1 4
平成21年度 1 1 0 0 2
平成22年度 1 1 1 2 5
平成23年度 0 1 1 3 5
平成24年度 1 2 1 1 5

平成20年度 3 3 5 6 17
平成21年度 3 2 4 4 13
平成22年度 4 1 4 4 13
平成23年度 5 2 2 2 11
平成24年度 6 5 4 4 19

功労賞

課外活動賞

課外活動賞受賞者数

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－１－⑤－７

クラブ日直資料（クラブ活動場所図） 

 
 

（出典 学生主事室資料）
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資料７－１－⑤－９

 

　　　　　第４７回(平成２４年度）全国高等専門学校体育大会

　　　　　　　　　　　　　　上位入賞者一覧 

タイム

男子総合 54点

男子800m 第２位 1分58秒07

第２位 4分01秒13

第４位 4分06秒50

優　勝 15分45秒13

第４位 15分59秒15

男子110mH 第５位 15秒60

男子砲丸投 第２位 14ｍ32

男子円盤投 第２位 40ｍ92

男子総合 30点

男子200m自由形 第８位 2分22秒14

男子400m自由形 第６位 4分27秒81

男子800m自由形 第３位 9分07秒61

男子200m背泳ぎ 第６位 2分24秒02

男子100mバタフライ 第６位 1分00秒25

男子400mリレー 第５位 3分51秒44

男子400mメドレーリレー 第６位 4分17秒98

剣道 個人女子 第３位

バレーボール 女子

種　　　　目 順　　　　位

陸　上

男子1500m

男子5000m

男子4×400mＲ 第５位

第２位

テニス 男子ダブルス 第３位

3分23秒66

水泳

第５位

優　勝

（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

学生主事室を中心とした全教員が，各種学校行事やクラブ活動等，学生会の様々な活動を人的に支援

することで，適切な責任体制のもとに機能している。クラブ活動に必要な設備・場所は学校により整備

され，その為の予算も学校により適切に配分され，機能している。 
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観点７－２－①資料一覧 

（資料７－２－①－１） 学則，教員組織規程             出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－２） 厚生補導委員会規程             出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－３） 学寮委員会規程               出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－４） 学級担任の仕事内容             出典：教員必携 

（資料７－２－①－５） 学生相談室規程               出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－６） 学生相談体制組織図             出典：学生相談室資料 

（資料７－２－①－７） 学生相談室紹介               出典：本校ウェブサイト

（資料７－２－①－８） 外部専門家との連携概要資料         出典：学生課資料 

（資料７－２－①－９） キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン 

                                  出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－10） キャンパス・ハラスメントの相談の流れ    出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－11） 奨学生選考委員会規程            出典：佐世保高専規程集

（資料７－２－①－12） 日本学生支援機構の申請者数と採択者数    出典：教育データベース

（資料７－２－①－13） 日本学生支援機構以外の奨学生採択者数    出典：教育データベース

（資料７－２－①－14） 授業料免除申請者と採択者数         出典：教育データベース

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され、機能して

いるか。 

（観点に係る状況） 

本校は各主事室，学級担任（１年生はこれに副担任が加わる），学生相談室等により，生活指導・相

談を行っている（資料７－２－①－１）。教務主事室は，教務に関する側面から学生生活と経済面の指

導を行っている。学生主事室は，学内外における厚生補導の観点から学生の指導を行うとともに，各種

相談の窓口になっている（資料７－２－①－２）。寮務主事室は，学生寮における学生の生活を厚生補

導の観点から指導している（資料７－２－①－３）。一方，学級担任は，生活指導の中心的役割を担っ

ており，助言を行うとともに相談窓口の一つになっている（資料７－２－①－４）。 

校内には，緊急医薬品，医療器具を設置した保健室（看護師常駐）を設置し，簡易な医療活動を行う

他，学生の主要な相談窓口になっている。学生生活を支援するために設置された学生相談室は，教職員

７名と学外カウンセラー２名を構成メンバーとし，保健室と連携して業務を行っている（資料７－２－

①－５～７）。相談内容に応じて，長崎大学等の専門家や作業療法士との連携体制も整備している（資

料７－２－①－８）。各種ハラスメント対策としてキャンパス・ハラスメント防止ガイドラインを定め

（資料７－２－①－９），相談に対応する体制を整備している（資料７－２－①－10）。 

経済的理由により授業料等の納付が困難な学生には，奨学金や授業料免除等の制度が整備されており，

担任や掲示板を利用して学生に案内している（資料７－２－①－11～14）。 
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資料７－２－①－１

佐世保工業高等専門学校学則 

 

 略 

 

   第３章 職員組織  

 （職員組織）  

第４条 本校に，校長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。  

２  前項の職員の職務は，学校教育法その他法令の定めるところによる。  

 

 （主事）  

第５条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。  

２  教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。  

３  学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを除く。）

を掌理する。  

４  寮務主事は，校長の命を受け，学寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。  

 

 

 

 

  

佐世保工業高等専門学校教員組織規程 

 略 

 

（学科長等）  

第３条 本校の機械工学科，電気電子工学科，電子制御工学科及び物質工学科に学科長を，一般科目

に一般科目長を置く。  

２ 学級に学級担任を置く。また，必要に応じ学級副担任を置くことができる。  

 

 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）



佐世保工業高等専門学校 基準７ 

- 367 - 

 

資料７－２－①－２

佐世保工業高等専門学校厚生補導委員会規程 
   

（平成１６年４月１日制定） 
   
（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に、本校の学生の厚生補導に関する重要事項を

審議するため、佐世保工業高等専門学校厚生補導委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
 
（審議事項）  
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  
一 学生の補導、健康及び福祉に関する事項  
二 学生の課外活動に関する事項  
三 学生会活動に関する事項  
四 その他学生の厚生補導に関する重要事項  

 
（組織）  
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 学生主事  
二 学生主事補  
三 教務主事  
四 寮務主事  
五 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選ばれた者 １人  
六 学科代表（一般科目を含む。）  
七 保健・体育を担当する教員のうちから選ばれた者 １人  
八 学生課長  

２ 前項第６号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  
 
（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、学生主事をもって充てる。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  
 
（開催）  
第５条 委員会は、毎月１回開催することを原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に

開催することができる。  
 
（報告）  
第６条 委員長は、委員会の審議内容を校長に報告するものとする。 

 

 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料７－２－①－３

佐世保工業高等専門学校学寮委員会規程 
   

（平成１６年４月１日制定） 
   
（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に、本校の学寮の管理運営に関する重要事項を

審議するため、佐世保工業高等専門学校学寮委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
 
（審議事項）  
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  
 一 寮生の教育及び訓育指導の計画に関する事項  
 二 寮生の健康管理及び福利厚生に関する事項  
 三 寮生の負担となる経費に関する事項  
 四 学寮に関する諸規程の制定に関する事項  
 五 その他学寮の管理運営に関する重要事項  
 
（組織）  
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
 一 寮務主事  
 二 寮務主事補  
 三 教務主事  
 四 学生主事  
 五 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選ばれた者 １人  
 六 第１学年及び第２学年の学級担任のうちから選ばれた者 各１人  
 七 各学科の教授、准教授、講師及び助教のうちから選ばれた者 各１人  
 八 学生課長  
２ 前項第７号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。  
 
（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、寮務主事をもって充てる。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  
 
（開催）  
第５条 委員会は、毎月１回開催することを原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に

開催することができる。  
 
（報告）  
第６条 委員長は、委員会の審議内容を校長に報告するものとする。 

 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料７－２－①－４

 
 

（出典 教員必携）
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資料７－２－①－５
佐世保工業高等専門学校学生相談室規程 

  
（平成１６年４月１日制定）

  
（設置） 
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、学生相談室（以下「相談室」という。）を置く。 
 
（目的） 
第２条 相談室は、本校学生の相談に応じ、問題解決に必要な助言及び指導を行うことを目的とする。 
 
（業務） 
第３条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
 一 就学に関する助言及び指導 
 二 精神衛生に関する助言及び指導 
 三 健康に関する助言及び指導 
 四 その他個人的問題に関する助言及び指導 
 五 相談活動に関する調査研究 
 六 その他学生相談に関する必要な業務 
 
（組織） 
第４条 相談室に、次の各号に掲げる職員を置く。 
 一 相談室長（以下「室長」という。） 
 二 相談員 
 
（室長） 
第５条 室長は、本校の教授及び准教授の中から校長が選任する。 
２ 室長は、相談室を統括する。 
３ 室長の任期は２年とし、再任を妨げない。 
４ 室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（相談員） 
第６条 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 
 一 各学科及び一般科目の教員から選出された者 各１人 
 二 学生課所属の看護師 
２ 相談員は第３条に掲げる業務を処理する。 
３ 第１項第１号の相談員の任期は１年とし、再任を妨げない。 
４ 第１項第１号の相談員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 
５ 校長は、必要に応じて、本校職員以外の者を相談員として委嘱することができる。 
 
（秘密の保持） 
第７条 相談室の職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
 
（運営委員会） 
第８条 相談室に、相談室の運営等に関する必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校学生相談室運営委員会
（以下「委員会」という。）を置く。 
 
（委員会の組織） 
第９条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 一 室長 
 二 相談員 
 三 学生課長 
 四 その他室長が必要と認めた者 
 
（委員長） 
第１０条 委員会の委員長は、室長をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 
 
（会議） 
第１１条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料７－２－①－７ 

 

（出典 本校ウェブサイト）

資料７－２－①－６

佐世保高専門学生相談体制組織図 

 

 

（出典 学生相談室資料）
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資料７－２－①－８

外部専門家との連携概要資料 

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－２－①－９

佐世保工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン 

   

（平成１６年４月１日制定） 

佐世保工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン（平成１６年３月５日制定）の全部を改正する。  

 

１ はじめに  

佐世保工業高等専門学校（以下「本校」）は、学生・教職員すべての個人の尊厳が尊重され、それぞれの人権が守られた中

で、安心して就学・就業・教育・研究ができる環境を保障し、維持するために、以下のガイドラインを定めます。  

 

２ ガイドラインの対象  

(1） このガイドラインは、本校の学生、教職員（非常勤職員を含む。）のすべてを対象とします。  

(2） このガイドラインは、学校の内外、授業時間の内外、勤務時間の内外などを問わず、本校の学生又は教職員にかかわるキ

ャンパス・ハラスメントのすべてに適用されます。  

 

３ キャンパス・ハラスメントについて  

このガイドラインにおいてキャンパス・ハラスメントとは、キャンパスのあらゆる場での差別的扱いや就学・就業・教育・研究上

の利益・不利益を与えうる関係を利用した嫌がらせをいいます。このガイドラインでは、キャンパス・ハラスメントを以下のとおり分

類しますが、これらと異なるものであっても、本校における人権侵害については、このガイドラインにより対応することとします。  

また、具体的なキャンパス・ハラスメントの例は、別表に示すとおりです。  

(1） セクシュアル・ハラスメント 相手側の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって就学・就業を遂行

する上で一定の不利益を与えたり、または就学・就業環境を悪化させること。  

(2） アカデミック・ハラスメント等 教育・研究の場において、「指導」、「教育」又は「研究」の名を借りて、嫌がらせや差別をした

り、人格を傷つけること。  

キャンパス・ハラスメントは、本校の構成員である学生及び教職員の相互の人格に対する尊重の気持ちと良識ある行動によ

って防止できるもので、常に相手の立場に立って考える思いやりが必要です。差別的言動や就学上・就業上の利益・不利益を

与えうる関係を利用した嫌がらせを含め、相手の人権を脅かしたりする言動であれば、それはすべて個人の尊厳を侵害する行

為になります。人権侵害の認定に関しては、被害者の判断が重要な基準となります。 

 

４ キャンパス・ハラスメントに関する相談体制  

本校では、キャンパス・ハラスメントに関する相談に対応するために相談員を置きます。相談員は、キャンパス・ハラスメントに

ついての相談活動を行い、相談者を援助します。相談員については、毎年度、掲示、学生便覧、ホームページ等で周知しま

す。相談員へは、被害者以外の者でも相談できます。相談者は最も相談しやすい相談員を選択できます。相談員は、問題解

決に当たって、常に相談者の意思を確認し、プライバシーを保護し、人権の尊重に充分に配慮します。相談者は、相談に当た

って、付添い人を同席させることもできます。また、相談者は、問題解決の進捗状況について、相談員から適宜報告を受けるこ

とができます。なお、相談者が相談員の対応に納得がいかない時は、別の相談員に相談することができます。  

キャンパス・ハラスメントの相談の過程で、虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパ

ス・ハラスメントの加害者に該当する場合があります。 

 

５ キャンパス・ハラスメントに関する苦情処理体制  

本校におけるキャンパス・ハラスメントの防止等を行うために、キャンパス・ハラスメント防止委員会（以下「防止委員会」とい

う。）を設置します。  

相談員の役割は、相談者から話を受容的に聴いて内容を整理し、解決法を探すことであり、調査をしたり、調停をしたりし

て、紛争解決を行うことではありません。  

相談員は、相談者が被害の救済、相手方との間での問題解決など苦情処理を望む場合には、相談者の同意を得た上で、

キャンパス・ハラスメント防止委員会委員長（以下「防止委員会委員長」という。）に報告します。  

苦情処理の方法には、「申し入れ」、「調停」及び「調査・措置」があり、相談者はどの方法を選択するか相談員と話し合いま

す。相談員は、相談者の相談内容及び希望する苦情処理の方法を防止委員会委員長へ報告します。  
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 (1） 申し入れは、加害者とされる者に対して（必要な場合は関係者にも）事実関係を確認の上、問題とされる行為があった場

合はその行為を止めるよう、加害者に申し入れるものです。防止委員会委員長は、主事、学科長、一般科目長、専攻科長、

事務部長又は課長に事実関係の確認及び加害者への申し入れを依頼するものとしますが、必要に応じ校長として事実関

係の確認及び加害者への申し入れを直接行うこともあります。  

防止委員会委員長は、申し入れの内容について被害者又は加害者が納得できない場合は、「調停」又は「調査・措置」の手

続へと進むため防止委員会へ報告します。この場合、被害者が特に希望する場合は被害者の氏名を明らかにしないで報告す

るものとします。  

(2） 調停は、防止委員会委員３名が調停員となり、被害者及び加害者の双方の話し合いで紛争を解決する方法です。調停委

員は、当事者間の話し合いに立ち会い、調停案を作成します。調停が成立したときは合意事項を文書で当事者に確認の

上、防止委員会に報告します。 

調停に当たって、当事者はいつでも調停を打ち切ることができます。また、調停委員が、適当な期間が経過しても合意が成

立する見込みがないと判断した場合は、調停不成立として調停を終了させることができます。調停の打ち切り、または不成立に

なった場合は、被害者は防止委員会に「調査・措置」を申し立てることができます。  

(3） 調査・措置は、キャンパス・ハラスメントの被害者が学校に対して加害者に何らかの措置を取ることを求める手続きです。  

① 調査  

防止委員会委員長は、被害者から、加害者に対して何らかの措置を望む申し立てが行なわれた場合は、キャンパス・ハラス

メント調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置します。調査委員会には、必要に応じて外部から弁護士などの専門家を

加えるなど、委員会の客観性・公平性の確保に配慮します。調査委員会が当事者又は関係者から事情聴取を行う場合は、当

事者等のプライバシーに充分に配慮します。加害者とされる者が一定期間内（原則として事情聴取要請後２週間以内）に事情

聴取に応じなかった場合には、被害者の主張を重視します。  

被害者が調査委員会の調査を受ける場合は被害者が希望する第三者の同席を求めることができます。なお、調査の過程で、

当事者等が虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパス・ハラスメントの加害者に該

当する場合があります。  

また、加害者とされる者には、充分な弁明の機会が与えられます。  

調査委員会は、設置された日から２ヶ月以内をめどに調査を終了し、結果を直に防止委員会へ報告します。  

② 措置  

防止委員会委員長は、調査委員会からの報告を受け、被害者の不利益の回復、環境の改善、加害者に対する指導等の措

置を決定します。措置が決定されたら、直ちに当事者にその結果が通知されます。当事者は決定された措置に不服のある場

合は、防止委員会委員長に異議の申立てを行うことができます。  

 

６ 特別な場合の相談  

本校教職員が、被害者から相談を受け、又は被害を直接見聞した場合において、その被害が重大であり学校として迅速な

対応が必要と判断した場合は、その教職員は、被害者の意思にかかわらず、相談員又は防止委員会委員長へ被害の内容を

報告しなければなりません。この場合、被害者の氏名を明らかにしないことを原則とします。  

 

７ キャンパス・ハラスメント防止のために  

本校は、次のとおりキャンパス・ハラスメントの防止に努めます。  

○ 本ガイドラインを学生便覧、学校のＨＰなど、学校の広報物で広く公示し、防止の啓発に努めます。  

○ 学生に対して、新入生オリエンテーションや講演会などの機会を通して、キャンパス・ハラスメントに対する知識・理解を深

めるよう努力します。  

○ 教職員に対して、キャンパス・ハラスメント防止のための研修会を積極的に行い、教職員の意識の改革を行います。  

○ キャンパス・ハラスメントの生じやすい環境の改善及び慣行の排除の努力をします。  

○ 相談者がキャンパス・ハラスメントの相談をしたことに対して、申し立てられた側が報復することを厳しく禁じます。もし、報復

行為がなされた場合には、学校として、ただちに必要な措置を取ります。また、第三者が、申し立てた者、または申し立てら

れた者に、何らかの差別的・不利益的取り扱いや、嫌がらせをしたり、よくない噂を流したりした時も同様に厳しく対処しま

す。  

 

８ 規則等  

防止委員会、相談員、調査委員会等に関し必要な事項は、規則等により別に定めます。  

 

９ 見直し・改訂  

本ガイドラインは、適宜見直し、必要に応じ改訂を行うものとします。 

（出典 佐世保高専規則集）
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（出典 佐世保高専規程集）
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資料７－２－①－11

佐世保工業高等専門学校奨学生選考委員会規程  

   

（平成２１年４月１日制定） 

   

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）に、日本学生支援機構奨学生候補者の選考に関し

必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校奨学生選考委員会（以下「委員会」という。）を置

く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

 一 日本学生支援機構高等専門学校本科奨学生候補者の選考に関すること。  

 二 日本学生支援機構高等専門学校専攻科奨学生候補者の選考に関すること。  

（組織）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

 一 学生主事  

 二 教務主事  

 三 事務部長  

 四 学生課長  

 五 各学級担任教員（申請者がいない学級の担任を除く。）  

 六 専攻科長（申請者がいない場合を除く。）  

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は、学生主事をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  

第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第７条 委員会の事務は、学生課において処理する。  

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか、日本学生支援機構奨学生の選考に関し必要な事項は別に定める。

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料７－２－①－12

 

（出典 教育データベース）

資料７－２－①－13

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

佐世保東ロータリークラブ奨学生（1人） 佐世保東ロータリークラブ奨学生（1人） 佐世保東ロータリークラブ奨学生（1人） 長崎県育英会（8人） 長崎県育英会（4人）

長崎県育英会（12人） 長崎県育英会（8人） 長崎県育英会（14人） 平戸市奨学生（1人） 平戸市奨学生（2人）

あしなが育英会（1人） あしなが育英会（2人） 天野工業技術研究所（2人) あしなが育英会（1人） あしなが育英会（2人）

天野工業技術研究所(1人) 岡田甲子男記念奨学財団（1人） 松藤奨学育成基金（1人） 岡田甲子男記念奨学財団（1人） 岡田甲子男記念奨学財団（2人）

小城市奨学生(1人) 天野工業技術研究所(2人) 佐世保市奨学金（1人） 天野工業技術研究所（2人) 五島市奨学生（1人）

長与町奨学資金(1人) 島原市奨学金（1人） ウシオ財団奨学金（1人） 天野工業技術研究所（1人)

長崎市奨学金（1人） 松藤奨学育成基金（1人）

佐世保市奨学金（1人）

松園尚巳記念財団（1人）

日本学生支援機構以外の奨学生採択者数

（出典 教育データベース）
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（分析結果とその根拠理由） 

生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行うために，各主事室・学級担任・保健室・学生相談室に

よる支援体制が整備され，機能している。 

資料７－２－①－14

（出展 教育データベース）
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観点７－２－②資料一覧 

（資料７－２－②－１） 留学生交流室                   出典：学生課資料

（資料７－２－②－２） 学寮内「留学生調理室」              出典：学生課資料

（資料７－２－②－３） 学寮内「留学生シャワー室」            出典：学生課資料

観点７－２－②： 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状

況にあるか。また、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況） 

留学生に対しては，学科教員を留学生指導教員，及び同一学級の学生をチューターとして配置し，生

活面の支援を行っている（資料７－１－④－２参照）。「留学生交流室」の設置により，留学生同士の日

本における生活にかかる情報交換を行う場として提供している（資料７－２－②－１）。さらに，留学

生の出身国の文化や慣習・宗教等を尊重し，学寮での生活支援として，寮内に留学生専用の調理室やシ

ャワー室を設けている（資料７－２－②－２，３）。 

また，平成19年度より文部科学省学生支援ＧＰの採択を受け，特別支援教育への取り組みを行ってい

る。発達障害やその傾向がある学生に対する生活支援として「特別支援教育部会」を定期的に開催する

等，特別支援教育の体制を整えている（観点７－１－④参照）。 

身体障害を持つ学生への生活支援として，バリアフリー化を行っている（観点８－１－①参照）。 



佐世保工業高等専門学校 基準７ 

- 380 - 

 

 

   

 

（分析結果とその根拠理由） 

留学生に対しては，入学以後の生活に支障がないように，チューター制度等の生活支援を行う体制が

整備されている。発達障害のある学生に対する特別な支援として，「特別支援教育部会」を定期開催し

て具体的な対策を講じている。設備面では，バリアフリー化が行われている。 

資料７－２－②－１

留学生交流室 
 

      留学生交流室（入口）       留学生交流室交流室（室内） 

    
 

（出典 学生課資料）

資料７－２－②－２

学寮内「留学生調理室」 
 

 
 

（出典 学生課資料）

資料７－２－②－３

学寮内「留学生シャワー室」 
 

 
 

（出典 学生課資料）
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観点７－２－③資料一覧 

（資料７－２－③－１） 寮費等料金体系               出典：寮生活のしおり 

（資料７－２－③－２） 入寮者数の推移               出典：教育データベース

（資料７－２－③－３） 学生寮の主な設備              出典：本校ウェブサイト

（資料７－２－③－４） パソコン室利用記録             出典：学生課資料 

（資料７－２－③－５） 学寮運営組織と管理体制           出典：寮生活のしおり  

（資料７－２－③－６） 学寮宿日直割振り表             出典：学生課資料 

（資料７－２－③－７） 学生寮の日課                出典：寮生活のしおり 

（資料７－２－③－８） 寮生会組織                 出典：寮生活のしおり  

（資料７－２－③－９） 節分イベント参加記事            出典：本校ウェブサイト

（資料７－２－③－10） 寮生会年間行事               出典：本校ウェブサイト

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

本校は，定員が 470 名（うち女子 80 名）の学生寮「西雲寮」を教育寮として設置している。このう

ち男子学生の１，２年生は全寮制であり，男子学生（３～５年生）と女子学生（全学年）は任意制であ

る。学生寮は，寮務主事室と寮生会が協力して管理運営しており，料金体系は寮生活のしおりに掲載さ

れ，本校ウェブサイトにて公開している。（資料７－２－③－１）。近年の寮生数は 400 名程度で推移し

ている（資料７－２－③－２）。 

寮生の生活の場として食堂・浴室・補食室・自動販売機コーナー等が設けられている。また，勉学の

場として，自室以外に自習室・図書室・パソコン室等が設けられており，寮生の自主的な学習を促進し

ている（資料７－２－③－３，４）。 

学生寮の運営と管理は寮務教員の他，男子・女子寮の各寮母を含む事務職員により行われている（資

料７－２－③－５）。また，毎日教員が宿直し，休日も教員が日直の業務を行っている（資料７－２－

③－６）。 

寮生は，規則正しい生活と学習時間を適切に確保することを日課によって定められている（資料７－

２－③－７）。日常の活動は，寮務主事室の指導のもとに，寮生会が中心となって運営されている（資

料７－２－③－８）。この寮生会は地域住民との交流を通した社会学習として，幼稚園・保育園へ出張

する節分イベントに参加している（資料７－２－③－９）。また，本校と厦門理工学院の国際交流を通

した異文化学習として，寮生会がイベント「納涼祭」を企画・実施している（資料７－２－③－10）。 
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資料７－２－③－１

 

（出典 寮生活のしおり）

資料７－２－③－２

 

（出典 教育データベース）
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資料７－２－③－３

学生寮の主な設備 

 

 
 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料７－２－③－５

（出典 寮生活のしおり 抜粋）

資料７－２－③－４

 

（出典 学生課資料）
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資料７－２－③－６

 
 

（出典 学生課資料）
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資料７－２－③－８

寮生会組織 

 

 

（出典 寮生活のしおり）

資料７－２－③－７

学生寮の日課 

 

 

（出典 寮生活のしおり）
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資料７－２－③－９

 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）

資料７－２－③－10

寮生会年間行事 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由） 

寮生の生活・勉学の場として，寮務主事室の指導のもと寮生会が中心となって学生寮の運営を行う体

制が整備されており，生活・学習時間等の日課の管理が円滑に行われている。また，寮生会は，積極的

に地域交流や国際交流を通じて社会学習や異文化学習に取り組んでいる。 
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観点７－２－④資料一覧 

（資料７－２－④－１） 求人情報検索システム         出典：本校ウェブサイト 

（資料７－２－④－２） キャリア教育支援プログラム概要    出典：キャリア教育支援室資料

（資料７－２－④－３） 地域企業説明会開催案内        出典：総務課資料 

（資料７－２－④－４） 就職試験等結果報告様式        出典：学生課資料 

（資料７－２－④－５） 就職・進学率の推移          出典：教育データベース 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

就職や進学に関する進路指導は，準学士課程においては学科長と５年担任を中心として，また専攻科

においては専攻科長と各系の副科長を中心として行っている。企業の求人情報は，平成19年度より実施

した現代ＧＰ（観点５－１－②参照）の成果の一つであり本校ウェブサイト上で運用されている「求人

情報検索システム」（資料７－２－④－１）により全学生に提供している。 

学生の将来設計をサポートする「キャリア教育支援室」が支援プログラムを作成し，「特別活動」の

一環として組み込み，学級担任と連携して１～３年生にキャリア指導を行っている（資料７－２－④－

２）。就職活動時期直前には，４年生以上を対象にマナーに関する講習会，各企業や大学のガイダンス，

地元企業との懇談会等を行っている。また，地元企業が多く参加する「地域企業説明会」を「地域共同

テクノセンター」（観点２－１－③参照）が主催して開催している（資料７－２－④－３）。 

事務職員による支援は，「求人情報検索システム」への情報入力と管理に加え，応募の際の必要書類

の取りまとめと送付も行っている。また，編入学試験の日程等の情報を掲示するとともに，各大学の編

入学試験募集要項や過去の編入学試験問題を保管し，希望する学生に提供している。 

就職試験や編入学試験を受験した学生によって提出された報告書は，次年度用の参考資料として各学

科にて活用している（資料７－２－④－４）。 

その結果，現在までほぼ100％の就職・進学率である（資料７－２－④－５）。 
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資料７－２－④－１

求人情報検索システム 

 

 
 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料７－２－④－２

その他

学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生

目標
（案）

高専で何を学ぶか理解

する

高専卒業後にどのような仕事

があるか理解する

社会人基礎力を理解し、自己

評価する。

インターンシップ、工場見学

旅行などを通して自分の進路
を決定する。

社会に出るための準備をする

4月

（・4/15,16入生オリエン

テーション）
・システム紹介

・クラス別ＨＲにおける生活指

導（担任）
・4/18 学年集会

・クラス別ＨＲにおける生活指

導（担任）

・クラス別ＨＲにおける生活指

導（担任）
・インターンシップに関する説

明（担任）

・進路ガイダンス（学科）

・個別面接対応　松永

・4/2就職対策会議

5月

・キャリア教育支援室紹

介

・5/9 学年集会 ・インターンシップ直前講座

松永

・個別面接対応　松永

6月

・6/20 グループワーク1(HR)
川瀬＋高比良

・6/27 プレジョブハンティング
（１回目：大講）森田＋学科

・個別面接対応　松永

7月

・7/11 プレジョブハンティング

（2回目）森田＋学科

・個別面接対応　松永 ・7/8保護者懇談会　教員＋

学生
・ファシリテーター講習会　森

田

8月

・インターンシップ（学科）

9月

・9/5 社会人・卒業生講話（大
講）川瀬＋志久

・9/5 プレジョブハンティング
（3回目）森田＋学科

インターンシップ報告会を聞く

・インターンシップ報告会（学
科）

・9/28就活ガイダンス（マイナ
ビ様）手島

・9/5 ファシリテーター森田＋
学科

10月

・10/3 グループワーク2川瀬
＋高比良

・10/10 グループワーク3川
瀬＋高比良

・10/24 グループワーク4（発
表）川瀬＋高比良

・工場見学　松永

・工場見学
・10/3 プレジョブハンティング

（発表）森田＋学科

・10/17-21工場見学旅行 ・10/28保護者懇談会　教員
＋学生

11月

・11/14 学科紹介（学科
長）大屋＋志久

・11/21 先輩講話（５年
生）大屋＋山崎

・11/10 グループワークポス
タ展示

11/10 プレジョブハンティング
ポスタ展示

・11/12工場見学バスツアー
松永＋志久

12月

12/19 マナー講習会（大講）

志久

・ＳＰＩ（教務、担任）

・12/18地域企業合同説明会
・12/12就活講座（面接、エン

トリーシートなど。マイナビ
様）　手島

1月
・1/23 先輩講話(HR)川瀬＋

山崎

2月

・ＳＰＩ（教務、担任）

・ビジネスマナー講習会（教
務、担任）

・個別面接対応　松永

3月

・個別面接対応　松永

・高専合同会社説明会（九工
大）志久

キャリア教育研修会（八代高

専）

本科

キャリア教育支援プログラム概要

 

（出典 キャリア教育支援室資料）
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資料７－２－④－４ 

 

資料７－２－④－３

 

 

（出典 総務課資料）
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資料７－２－④－４

 

 

（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

各学科・専攻科・キャリア教育支援室・学級担任等による進路指導体制を整備し，学生への助言指導

や本校ウェブサイト上で情報の提供等を行っている。 

現在までほぼ100％の就職・進学率を維持し，就職・進学の指導を行う体制が充分に整備されている。 

資料７－２－④－５

就職・進学率の推移 

 

 
 

（出典 教育データベース）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・学生の相談・補習・助言を行う体制として，オフィスアワー，「学習の記録」「自己点検表作成支援

システム」，意見箱「みんなの声」が整備され，機能している。 

・発達障害又はその傾向のある学生に対する支援として，「特別支援教育部会」を定期開催し，対策

を講じている。また，必要に応じて教育支援員を配置する制度が整備されている。 

・「キャリア教育支援室」等による進路指導体制が整備されていて，本校のウェブサイト上で資料の

公開等を行っている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

学習支援に関しては，以下のことが挙げられる。 

学生がスムーズに学習を進めるために，新入生に対するオリエンテーションやホームルームを利用し

たガイダンスが実施されている。各科目担当教員がシラバスの内容を説明することに加え，学生は本校

ウェブサイト上でも自由に閲覧できるシステムが整備されている。自主的学習を計画する「学習の記録」

「自己点検表作成支援システム」や直接相談・助言を行うオフィスアワー等による体制が整備され，機

能している。卒業研究や特別研究においては，「研究日誌」でその進捗状況を担当教員が適宜把握して

いる。放課後等に学生が自己学習や部活動等に利用できるスペースとして，授業時間外の教室や図書

館・情報処理センター第１演習室・CAD室等が用意され，福利厚生施設「敬愛館」は学生のキャンパス

生活の場として利用されている。ニーズを把握する支援体制は，離島を含む保護者懇談会，校内設置の

意見箱等，数多く整備されている。また，資格試験・検定試験を受検するための支援体制も整備されて

おり，計画的な受検を促している。外国人留学生に対する学習支援として，チューター制度，留学生専

用カリキュラム等が整備されている。発達障害又はその傾向のある学生に対する具体的な支援として，

「特別支援教育部会」を定期開催して具体的な対策を講じている。また，教育支援員を配置する制度が

整備されている。学生主事室を中心とした全教員が，各種学校行事やクラブ活動等，学生会の様々な活

動を人的に支援することで，適切な責任体制のもとに機能している。クラブ活動に必要な設備・場所は

学校により整備され，その為の予算も学校により適切に配分され，機能している。 

生活支援に関しては，以下のことが挙げられる。 

生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行うために，各主事室・学級担任・保健室・学生相談室が

支援体制を敷いている。外国人留学生に対しては，学寮における生活面の支援を行う体制が整備されて

いる。発達障害又はその傾向のある学生に対する具体的な支援として，学習面と同様に「特別支援教育

部会」が機能している。設備面では，バリアフリー化した出入り口等が整備されている。学生寮におい

ては，寮務主事室の指導のもと寮生会が中心となって生活・学習時間等の日課の管理を円滑に行ってい

る。また，寮生会は，積極的に地域交流や国際交流を行っている。各学科・専攻科・キャリア教育支援

室・学級担任等による進路指導体制を整備し，学生への助言指導や本校ウェブサイト上で情報の提供等

を行っている。現在までほぼ100％の就職進学率を維持し，学生の就職・進学などの進路指導を行う体

制が充分に整備されている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい

施設・設備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用されているか。また、

施設・設備のバリアフリー化や環境面での配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）  

本校の校地は，100,718m2，各施設の延べ面積は 32,947m2 であり，高等専門学校設置基準を満たし

ている（資料８－１－①－１，２）。施設・設備の利用状況は良好であり，有効に活用されている（資

料８－１－①－３）。また，施設内の設備状況は研究・教育を実施するにふさわしいものとなっている

（資料８－１－①－４）。 

過去５年間における主な施設・設備の新設・更新として，平成 21 年度に図書館のバリアフリー化と

実習工場改修，平成 23 年度に地域共同テクノセンター新設や図書館空調の更新，平成 24 年度に機械

工学科Ａ棟耐震改修と学内 LAN 設備や学内無線 LAN 更新が行われた。 

本校は，ホームルーム制度を取っているため基本的に各ホームルーム教室で授業を行う。その教室

は主に，本校の教育目標２）を実現する空間として 80m2の場所を提供している。この教室には，個人

ロッカーや視聴覚教材が使用できるようにスクリーンを設置，また情報リテラシー向上の一環として

学内 LAN 端子を設置し，パソコンの利用環境を改善している。継続的改善を進めた結果，現在では天

井型プロジェクターを全ホームルーム教室に設置している。また，全ホームルーム教室にエアコンを

完備することで，学習に適した環境が整備されている。平成 24 年度には学内無線 LAN 設置が完了し，

その結果，学校全体におけるネットワークの利用環境の改善がさらに進んだ。 

観点８－１－①資料一覧 

（資料８－１－①－１） 建物配置図            出典：学校要覧 

（資料８－１－①－２） 建物平面図            出典：総務課資料 

（資料８－１－①－３） 教室等、施設設備の利用状況    出典：学生課資料 

（資料８－１－①－４） 実験室等ごとの設置機器一覧    出典：学生課資料 

（資料８－１－①－５） 共用施設機器一覧         出典：学生課資料 

（資料８－１－①－６） 設備予約状況           出典：本校ウェブサイト 

（資料８－１－①－７） 特別教室等使用割         出典：学生課資料 

（資料８－１－①－８） 特別教室使用例１         出典：平成 24 年度シラバス 

（資料８－１－①－９） 特別教室使用例２         出典：平成 24 年度シラバス 

（資料８－１－①－10） 地域共同テクノセンター（外観）  出典：総務課資料 

（資料８－１－①－11） 施設整備委員会規程        出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－①－12） キャンパスマスタープラン 2010（はじめに） 

                             出典：キャンパスマスタープラン

（資料８－１－①－13） 安全衛生管理規程         出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－①－14） 安全教育委員会規程        出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－①－15） 「緊急対応マニュアル」      出典：緊急対応マニュアル 

（資料８－１－①－16） 「安全の手引き」         出典：安全の手引き 

（資料８－１－①－17） 佐世保高専の省エネ対策について  出典：総務課資料 
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共用施設として，情報処理センター，CAD 室，LL 教室，視聴覚教室，図書館，多目的教室，大講義

室等がある。これらの共用施設は，多くのパソコン，視聴覚教材などを有し，本校の教育目標４）５）

に寄与している（資料８－１－①－５）。情報処理センター第 1 演習室及び CAD 室は情報処理教育，製

図などに使用し，LL 教室は英会話の授業などに使用されている（資料８－１－①－６，７）。 

図書館は２階建てで，２階に開架図書閲覧室，事務室，閉架用書庫を設置している。図書館は本校

の教育目標６）を実現するために蔵書として約９万冊の教養図書及び専門書を有している。さらに，

インターネット接続可能なパソコンが設置され全国図書館の蔵書検索が可能となっている。 

多目的教室，大講義室，視聴覚教室は，本校教育目標４）のためのパソコンや視聴覚教材を使った

講義（資料８－１－①－８，９），卒業研究，特別研究発表会の他，文科系のクラブ活動，学生や教職

員の発表会や研修会，講演会などに使用されている。 

また，本校教育目標４）や６）を達成するために，第１・第２体育館，サッカー場，野球場，総合

運動場（ラグビー場，陸上競技場）や，吹奏楽・美術部等文化系クラブが利用する福利厚生施設など

を備え，これら施設はクラブ活動などに盛んに活用されている。 

各学科の実験室，実習工場，ものづくり演習室，地域共同テクノセンター等は，準学士課程，専攻

科課程の実験・実習に利用されており，充実した多くの施設・設備を有している。これらの施設は本

校の教育目標１）に貢献している（資料８－１－①－４，５）。地域共同テクノセンターは， 先端研

究、地域企業との共同研究，これら研究に関連する学生の卒業・特別研究を推進するため，平成 24

年度に新しく設置された(資料８－１－①－10）。 

本校施設の全般について管理・運営するために施設整備委員会が設置されており，「キャンパスマス

タープラン 2010」の策定，施設整備計画，施設利用計画など，本校の施設全般について審議している

（資料８－１－①－11，12）。 

また，本校の安全管理のために安全衛生委員会が設置されており，この委員会による校内巡視を月

例で行い安全管理に努めている（資料８－１－①－13）。さらに安全教育委員会が学生生活に係る安全

教育に関する事項について審議している（資料８－１－①－14）。全教職員には本校が独自に作成して

いる「緊急対応マニュアル」（資料８－１－①－15）および「安全の手引き」(資料８－１－①－16)

を，全学生には高専機構が作成している「実験実習安全必携」を配布し，安全管理を推進している。 

バリアフリー化については「キャンパスマスタープラン 2010」に基づき年次計画により整備を進め，

主要な各建物に段差解消スロープを設置している。また，管理棟校舎，図書館にはエレベータを設置

し，平成 25 年度に改修される電気電子・物質工学科棟にもエレベータを設置し，バリアフリー化を推

進している。また，学内４か所に身障者用トイレを設置している。 

なお，近年の社会的関心である省エネ対策への意識づけとして，合計 45kW の太陽光パネルの設置，

トイレ等への人感センサー付き照明の設置，外灯等への LED 照明の設置も随時進めている。さらに，

エアコンを使用する際の基準を定め，電力監視装置を主要な建物に設置することで「電力の見える化」

を推進している（資料８－１－①－17）。これらの活動を通して，学校全体として省エネ対策に取り組

んでいる。 
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資料８－１－①－１
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資料８－１－①－１続き

 

（出典 学校要覧）
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資料８－１－①－２
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資料８－１－①－２続き
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資料８－１－①－２続き

 

（出典 総務課資料）
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資料８－１－①－３
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資料８－１－①－３続き
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資料８－１－①－３続き

（出典 学生課資料）
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資料８－１－①－４
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資料８－１－①－４続き
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資料８－１－①－４続き

（出典 学生課資料）
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資料８－１－①－５ 

共用施設機器一覧 

室  名 面積（ｍ2） （主な）機器名 

大 講 義 室 

 
１６０ 

ピアノ、ＣＤ／MD デッキ、VHS/DVD コンポ、パワーアンプ、 

オディオミキサ、プロジェクター、スクリーン、ビジュアルプレゼンター 

Ｃ Ａ Ｄ 室 １１４ 
学生用パソコン（５５台）、教師用パソコン、プリンター（４台）、プロジェクター、

スクリーン 

多 目 的 教 室 １１８ 

TV モニタ、ミキサー、CD/DVD デッキ、デジタル CS チューナー、8mm/VHSW

デッキ、TV、DVD プレーヤー、プロジェクター、 

スクリーン、ビジュアルプレゼンタ― 

情報処理センター 

演習室 
９２ 

学生用パソコン（５２台）、教師用パソコン、プリンター（３台）、            

プロジェクター、スクリーン 

視聴覚教室 

（専攻科棟） 
６１ 

TV モニタ（２５台）、パワーディストリビューター、オーディオ             

アンプ、8mm/VHSW デッキ、デジタル CS チューナー、アナログ RGP 分配盤、

ワイヤレスチューナーユニット、デジタルスキャンコンバーター、AV ミキサ、

DVD/LD プレーヤー、CD プレーヤー、DVD/S-VHS プレーヤー、プロジェクタ

ー、スクリーン、ビジュアルプレゼンタ― 

視聴覚教室 

（図書館） 
１１７ 

モニター（４台）、VHS デッキ、DVD デッキ、パワーアンプ、スクリーン、プロジェ

クター、スクリーン、ビジュアルプレゼンタ― 

Ｌ Ｌ 教 室 ９８ 

教師用パソコン、モニター（４台）、CD/DVD プレーヤー、プロジェクター、スクリ

ーン、ビジュアルプレゼンタ―、エデュケーショナルユニット・ヘッドセット一式

（５５台） 

留学生交流室 ２９ 
パソコン（５台）、スキャナー（２台）、プリンター（２台）、ブル―レイディスクプレ

ーヤー、DVD プレーヤー、TV、VHS デッキ 

 

（出典： 学生課資料） 
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資料８－１－①－６

設備予約状況 

（大講義室）                （多目的教室） 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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 資料８－１－①－７

特別教室等使用割 

 

（出典 学生課資料 抜粋）
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資料８－１－①－10

地域共同テクノセンター（概観） 

 

（出典 総務課資料）

資料８－１－①－９
国際関係論 （学修単位) 担当者： 牧野 一成  MAKINO Kazunari  

International Affairs  

        

4 MESC   1 単位（必修）    前期 100 分／週 授業回数 15 回（ 30 時間） 講義室：視聴覚教室  

授業概要： 第２次世界大戦以降の国際社会の枠組み，世界の地域紛争，世界経済の動き，途上国に対する開発援助の問題 

などを扱い，現代社会が直面する諸問題ついて主体的に考察させ，理解を深めさせる。  

 

 

教科書：       新ダイナミックワイド 現代社会，東京書籍       

参考書、補助教材等： 参考文献は講義の中で随時紹介する  

授業形式：      講義、ビデオ視聴  

学生が用意するもの： ノート，プリント類を綴じるファイル  

 

自己学習の指針： 新聞，テレビ，雑誌等のニュース，特に国際的な問題にかかわる諸問題に日頃から関心を持っておくこと  

 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）

資料８－１－①－８
情報処理 （学修単位) 担当者： 高比良 秀彰  TAKAHIRA Hideaki  

Information Processing  

 

4 E 2 単位（必修） 前期 100 分／週  授業回数 15 回（ 30 時間） 講義室：情報処理センター第１演習室、4Ｅ教室 

 

 授業概要： 数値計算は情報処理の重要なテーマの一つである。本科目では各種超越関数の計算法や連立方程式の解法、微分

方程式の数値解法など種々の数値計算法について学習し、実際にプログラムを作成し実習を行うことで、数値計

算法についてより理解を深める。 

 

教科書：             杉浦洋：数値計算の基礎と応用[新訂版]：サイエンス社  

参考書、補助教材等： 林晴比古：C 言語クイック入門＆リファレンス：ソフトバンククリエイティブ  

授業形式：           講義、演習  

学生が用意するもの： ノート、レポート用紙、USB メモリー 

 

(出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）
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資料８－１－①－11

佐世保工業高等専門学校施設整備委員会規程 （平成１６年４月１日制定）  

   

（設置） 

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の施設に関する必要な事項を審議するため、佐

世保工業高等専門学校施設整備委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 施設の整備計画に関すること。 

二 施設の有効活用及び維持管理に係る具体的方策に関すること。 

三 施設の現状把握のための調査及び点検・評価の実施に関すること。 

四 施設使用の再編計画に関すること。 

五 施設の共用スペース確保に関すること。 

六 共用スペースを使用する教育研究チームの選定に関すること。 

七 共用スペースの利活用に関すること。 

八 その他施設に関すること。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料８－１－①－12

「キャンパスマスタープラン 2010」 

 

 

（出典 キャンパスマスタープラン 2010）
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資料８－１－①－13

佐世保工業高等専門学校安全衛生管理規程（平成１６年５月２０日制定） 

 

（趣旨）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教職員（非常勤教職員を含む。以下同じ。）の安全及

び衛生管理に関しては、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則、独立行政法人国立高等専門学校機

構教職員安全衛生管理規則（以下「機構安全衛生管理規則」という。）及びその他の法令に定めるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

（総括）  

第２条 校長は、教職員の安全及び衛生管理に関して総括する。 

２ 事務部長は、職員の安全及び衛生管理に関して校長を補佐する。 

（衛生管理者及び安全管理者等の指名） 

第３条 校長は、機構安全衛生管理規則に規定する衛生管理者、安全管理者、衛生管理担当者及び安全管理担当者

を別表に掲げる区分によりそれぞれ指名するものとする。ただし、指名された者に事故等がある場合は、校長が

別に定める。 

（安全衛生委員会） 

第４条 本校に、機構安全衛生管理規則第１３条第１項に規定する安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（職務） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 

２ 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議することができる。 

一 教職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、教職員の危険の防止に関する重要事項 

四 環境マネジメントに関すること。 

３ 委員会は、前二項に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項について調査審議することができる。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料８－１－①－14

佐世保工業高等専門学校安全教育委員会規程（平成１６年４月１日制定）  

 

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の学生の安全教育に関し必要な事項を審議する

ため、佐世保工業高等専門学校安全教育委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 学生生活に係る安全教育に関する基本的事項  

二 その他安全教育に関する事項 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料８－１－①－15

「緊急対応マニュアル」 

 

（出典 緊急対応マニュアル）

資料８－１－①－16

「安全の手引き」 

 

（出典 安全の手引き）
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資料８－１－①－17

佐世保高専の省エネ対策について 

 

 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程・専攻科課程の学生を教育するにふさわしい施設・設備を有し，高等専門学校設置基準

に規定される校地及び校舎，図書館などの施設が整備され，有効に活用している。 

実習工場，実験設備等の使用に関しては，全学生ならびに教職員に「安全の手引き」等を配布し，

安全教育にも取り組んでいる。 

主要な建物入口には段差解消スロープを，管理棟校舎と図書館及び改修がなされる電気電子・物質

工学科棟にはエレベータを設置している。これらにより，学校内のバリアフリー化がさらに推進され

る。環境面においては，太陽光パネルによる電力の利用や「電力の見える化」により，学校全体とし

て省エネ対策に取り組んでいる。 
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観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たすICT環境が十分なセキュリティ管理の

下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

情報処理センター（以下センター）は，十分なセキュリティ管理の下に校内のネットワーク環境を

整備している（資料８－１－②－１，２）。 

平成 24 年度においては，情報処理教育や自主学習で学生が使用するパソコンとして，センターが管

理する情報処理センター第 1 演習室，CAD 室に合計 109 台を備え，各教員が管理する教室や実験室な

どには研究用パソコンが約 450 台設置されている（資料８－１－①－３参照）。 

これら管理体制の組織や業務は，情報処理センター規則を定め（資料８－１－②－３），正副センタ

ー長を中心に各学科から選任されたセンター員が運営している。センターの利用については情報処理

センター利用細則に定めている（資料８－１－②－４）。 

平成 24 年度に行われたネットワーク更新後の本校の情報セキュリティシステムの構成は，外部から

の侵入や通信妨害を遮断するファイアウォール，電子メールなどによるコンピュータウィルスの脅威

から守るウィルス駆除ソフトなどであり，複数の手段を講じている。特に，ウィルス対策としては，

ファイアウォール，メールサーバー及び各教職員が使用するクライアントパソコンにおいて積極的に

利用している（資料８－１－②－５）。また，センター内の主要な設備を有する部屋は，暗証番号ドア

ロックを設け，人的な外部からの侵入を防ぐ手段を講じている。 

情報セキュリティ管理委員会は，情報セキュリティの確保，対策，セキュリティポリシーの策定・

実施・周知，セキュリティインシデント防止策の策定・実施，情報セキュリティ教育の実施，等に関

する事項を審議する（資料８－１－②－６）。この一貫として，各種情報セキュリティ規程を策定した

観点８－１－②資料一覧 

（資料８－１－②－１） 情報処理センター システム構成    出典：情報処理センター資料

（資料８－１－②－２） 校内 LAN 構成図            出典：情報処理センター資料

（資料８－１－②－３） 情報処理センター規則         出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－４） 情報処理センター利用細則       出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－５） 情報セキュリティシステムの概要    出典：情報処理センター資料

（資料８－１－②－６） 情報セキュリティ管理委員会規程    出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－７） 情報セキュリティ管理規程       出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－８） 情報セキュリティ推進規程       出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－９） 情報セキュリティ教職員規程      出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－10） 情報セキュリティ利用者規程      出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－11） 情報セキュリティ推進委員会規程    出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－12） 情報セキュリティ責任者等に関する規程 出典：佐世保高専規程集 

（資料８－１－②－13） 情報リテラシーに関する例（情報処理Ⅰ １Ｍ） 

                               出典：平成 24 年度シラバス 

（資料８－１－②－14） 情報リテラシーに関する例（地理学 ４ＭＥＳＣ） 

                               出典：平成 24 年度シラバス 

（資料８－１－②－15） 情報リテラシーに関する例（情報処理 1 １Ｃ） 

                               出典：平成 24 年度シラバス 
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（資料８－１－②－７～12）。これらの規定の中では，情報セキュリティのための基本方針，組織・管

理・運用体制と管理者・利用者が遵守する事項，物理的・人的・技術的セキュリティ確保について定

めている。これらにより，十分なセキュリティ管理のもと，校内の情報ネットワークシステムが維持・

推進され，利用・運営が行われている。 

利用状況は，月曜から金曜日まで情報処理センター演習室第 1 演習室，CAD 室とも高い使用頻度と

なっている（資料８－１－①－７参照）。各学科の専門科目として行われる情報処理科目の中で，情報

リテラシーに関する内容も組み込んでいる（資料８－１－②－13～15）。また，平成 24 年度に行われ

た校内 LAN システムの更新時に，学内全域をカバーする無線 LAN 環境整備も行ったことで，学生及び

教職員が必要な時に必要な場所で校内ネットワークシステムを利用することが可能となり，利用者の

利便性の向上につながっている。 
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資料８－１－②－１
 

情報処理センター システム構成 
 
 
 

１．教育用電子計算機システム 
 
AD 認証サーバ（2 台） 

        DELL PowerEdge R410 
       Windows Server Standard 2008 

AD ファイルサーバ 
        DELL PowerEdge R710 
       MS Windows Server Enterprise 2008  

ネットブートサーバ（4 台） 
        DELL PowerEdge R410 
       MS Windows Server Standard 2008 

クライアント PC（DELL 102 台） 
       DELL Optiplex760 SFF 
        MS Windows Vista Business 

クライアント PC（Lenovo 7 台） 
       Lenovo H330 11856BJ 
       MS Windows Vista Business 

    CentOS 2.6（on VM-Ware） 
教育用ソフトウェア（各クライアント PC） 

       MS Office Standard 2007 
       PTC Pro Engineer WildFire5.0（3D-CAD） 
       ラネクシー Ch Professional 6.0 
       MS Visual Studio 2008 Express Edition 
 
 

２．LAN 主要機器 
 

センタースイッチ（2 台冗長） 
       AlaxalA AX-S3830-44XWA2A 

フロントスイッチ 
       AlaxalA AX-S3650-24T6XWA1L（5 台） 
       AlaxalA AX-2530-24T4X-B（5 台） 

エッジスイッチ（45 台） 
       AlaxalA AX-2530-24T-B 

無線アクセスポイント（90 台） 
       sisco AIR-LAP1042N-P-K9 

通信速度 
       幹線：10Gbps,1Gbps 
       支線：1Gbps 
 
 

（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－２

 

校内 LAN 構成図 

 

 

（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－３

佐世保工業高等専門学校情報処理センター規則 （平成１６年４月１日制定）  

 

（趣旨）  

第１条 この規則は、佐世保工業高等専門学校学則第６条の規定に基づき、佐世保工業高等専門学校情報処理セン

ター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（目的）  

第２条 センターは、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教育研究のための共同利用施設と

して、情報処理教育の推進及び情報処理システムの高度化を図ることを目的とする。  

（業務）  

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  

一 情報処理システムの研究開発及び管理保全に関すること。  

二 教育用電算機システムの利用に関すること。  

三 校内ＬＡＮの利用に関すること。  

四 学生に対する情報処理教育に関すること。  

五 他高専等とのコンピュ－タの相互利用に関すること。  

六 その他情報処理に関すること。  

（組織）  

第４条 センターに、次の各号に掲げる教職員を置く。  

一 センター長  

二 副センター長  

三 センター員  

四 その他校長が必要と認めた教職員  

（センター長）  

第５条 センター長は、本校専任教員の中から校長が選任する。  

２ センター長は、センターを統括する。  

３ センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。  

４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

（副センター長）  

第６条 副センター長は、本校専任教員の中からセンター長の推薦により校長が命ずる。  

２ 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務に従事する。  

３ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。  

４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

（センター員）  

第７条 センター員は、本校専任教員及び職員の中からセンター長の推薦により校長が命ずる。  

２ センター員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。  

３ センター員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

４ センター員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

（運営委員会）  

第８条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校情報処理センタ

ー運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（審議事項）  

第９条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

（委員会の組織）  

第１０条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 センター長  

二 教務主事  

三 専攻科長及び専攻科副科長のうちから選出された教員 １名  

四 各学科及び一般科目から選出された教員 各１名  

五 副センター長  

六 センター員  

七 総務課長及び学生課長  

八 その他校長が必要と認めた教職員  

２ 前項第４号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

３ 第１項第４号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  
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資料８－１－②－３続き

（委員長）  

第１１条 委員会の委員長は、前条第１項第１号の委員をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（会議）  

第１２条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  

第１３条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（専門委員会）  

第１４条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。  

２ 専門委員会に関し、必要な事項は別に定める。  

（事務）  

第１５条 委員会の事務は、技術室において処理する。  

（雑則）  

第１６条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－１－②－４

 

佐世保工業高等専門学校情報処理センター利用細則（平成１６年４月１日制定）  

 

佐世保工業高等専門学校情報処理センター利用細則（平成１１年３月２６日制定）の全部を改正する。  

（趣旨）  

第１条 この細則は、佐世保工業高等専門学校情報処理センター規則第１６条の規定に基づき、佐世保工業高等専

門学校情報処理センター（以下「センター」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。  

（利用の範囲）  

第２条 センターの利用は、次の各号に掲げる場合とする。  

一 学生に対する情報処理教育に関する授業及びこれに伴う演習  

二 学生の実験実習及び卒業研究  

三 教職員の研修及び研究  

四 事務処理  

五 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）が主催する行事  

六 その他センター長が必要と認めた場合  

（利用資格）  

第３条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。  

一 本校教職員  

二 本校学生  

三 センター長が許可した者  

（利用申請）  

第４条 センター長が必要と認めた場合は、申請書を提出し承認を得なければならない。  

（利用時間）  

第５条 センターの利用は、原則として、平日の午前８時３０分から午後６時３０分までとする。  

（利用者の遵守事項）  

第６条 センターの利用を認められた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

一 ユーザＩＤを当該利用目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。  

二 パスワードを他人に知られないように留意する等セキュリティへ配慮すること。  

三 センターの機器及びソフトウェアに支障をきたすような使用をしないこと。  

四 他の利用者に支障をきたすような利用をしないこと。  

五 有償ソフトウェアの不法複製等、違法な行為はしないこと。  

六 公序良俗に反する行為はしないこと。  

七 営利、宣伝行為はしないこと。  

八 その他の利用に際しては、センター員の指示に従うこと。  

（利用の制限）  

第７条 センターの機能を著しく低下する恐れがある場合や授業に支障をきたす恐れがある場合は、利用を制限す

ることがある。  

（利用の停止）  

第８条 利用者がこの細則に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長はその利

用の承認を取り消し、または利用を停止させることができる。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－１－②－５
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資料８－１－②－５続き

 
（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－６

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ管理委員会規程（平成１６年４月１日制定）  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリティポリシー対策規則第１５条、第１６条

及び第１９条の規定に基づき佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における情報セキュリティ管理委

員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 実施規程及び実施手順の制定並びに改廃  

二 情報セキュリティポリシー、実施規則、実施規程及び実施手順に関し、当該規則等の実施、周知徹底、遵守

及び励行の推進、違反に対する措置並びに遵守事項の調査  

三 情報セキュリティ教育  

四 リスク管理及び非常時行動計画の策定並びに実施  

五 情報セキュリティインシデント防止策の策定及び実施 

六 例外措置の許可権限者の選任  

七 情報セキュリティの強化に関する調査及び検討  

八 情報セキュリティに関する情報の調査及び周知 

九 実施規程及び実施手順の実施状況の評価及び見直し  

十 その他情報セキュリティに関する事項  

（組織）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 情報セキュリティ責任者 

二 情報セキュリティ副責任者 

三 情報セキュリティ管理者  

四 情報セキュリティ推進責任者  

五 その他情報セキュリティ責任者が必要と認める者 

２ 前項第５号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員が生じた場合の後任の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は、校長をもって充てる。  

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  

第５条 委員会は、委員の３分の２の出席により成立する。  

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第７条 委員会の事務は、情報処理センター及び総務課において処理する。  

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－１－②－７

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ管理規程（平成２２年１０月１日制定） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけ

る情報セキュリティ対策に関する全般的事項および管理的事項を定めることにより、情報セキュリティの維持向

上に資することを目的とする。 

２ 情報セキュリティ対策に関する専門的及び技術的な事項については、別に定める情報セキュリティ推進規程に

よる。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、この規程で定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校機構情報

セキュリティポリシー対策規則（機構規則第９８号。以下「対策規則」という。）別表及び独立行政法人国立高等

専門学校機構情報格付規則（機構規則第９９号）の定めるところによる。 

（適用範囲） 

第３条 この規程を適用する情報資産の範囲は、機構が扱う情報及び本校の情報システムとする。 

２ 本校の情報システムの範囲は、別表１のとおりとする。 

第４条 本校の教職員の範囲は、別表２のとおりとする。 

２ 本校の学生の範囲は、別表３のとおりとする。 

３ 本校の教職員、学生、及び第９条第１項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継

続的に利用する許可を得て利用する者を「経常的利用者」と称する。 

４ 第９条第２項に基づき情報資産を臨時に利用する許可を得て利用する者を「臨時利用者」と称する。 

５ 本校の教職員、及び第９条第１項に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に

利用する許可を得て利用する者を「業務従事者」という。 

第５条 この規程の適用区域は、本校の管理区域とする。 

２ 本校の管理区域の範囲は、別図１及び別表４のとおりとする。 

（組織体制） 

第６条 本校の情報セキュリティ対策における管理的業務は、情報セキュリティ管理委員会及び情報セキュリティ

推進委員会が責任を持ち、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任

者が主として執り行うものとする。 

２ 前項に係る各委員会及び役職の役割分担は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 情報セキュリティ管理委員会 一般的管理業務について責任を持つ。 

二 情報セキュリティ推進委員会 専門的及び技術的管理業務について責任を持つ。 

三 情報セキュリティ責任者 情報セキュリティ対策業務の統括、実施規程及び実施手順の制定並びに改廃を主

として執り行う。 

四 情報セキュリティ副責任者 一般的管理業務を主として執り行う。 

五 情報セキュリティ推進責任者 専門的及び技術的管理業務を主として執り行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、緊急時又は特に必要と認める時において、情報セキュリティ責任者はその責任にお

いて前項各号に掲げる業務を直接執り行うことができるものとする。 

４ 情報セキュリティ管理者は第２項第四号に規定する情報セキュリティ副責任者の、情報セキュリティ推進員は

第２項第五号に規定する情報セキュリティ推進責任者の役割をそれぞれ割り当てられた範囲で補佐し又は代行す

るものとする。 

５ 本校の情報セキュリティ全般に関する事務は、総務課が執り行うものとする。 

（管理的業務遂行における禁止事項） 

第７条 情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ管理者、情報セキュリティ推進

責任者及び情報セキュリティ推進員は、管理者権限を濫用してはならない。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料８－１－②－８

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ推進規程（平成２２年１０月１日制定） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけ

る情報セキュリティ対策に関する専門的及び技術的な事項について定めることにより、情報セキュリティの維持

向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義及び範囲は、この規程に定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校

機構情報セキュリティポリシー対策規則（機構規則第９８号）別表、独立行政法人国立高等専門学校機構情報格

付規則（機構規則第９９号）及び本校の情報セキュリティ管理規程（以下「管理規程」という。）の定めるところ

による。 

 

第２章 情報システムのライフサイクル 

第１節 設置時 

（セキュリティホール対策） 

第３条 情報セキュリティ推進責任者は、情報システムのセキュリティホールに関する情報を収集し、書面として

整備するものとする。 

２ 情報セキュリティ推進責任者は、前項の規定に基づき入手した情報から、当該セキュリティホールが情報シス

テムにもたらすリスクを分析した上で、次の各号に掲げる事項について判断し、セキュリティホール対策計画を

作成するものとする。 

一 対策の必要性 

二 対策方法 

三 対策方法が存在しない場合の一時的な回避方法 

四 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響 

五 対策の実施予定 

六 対策テストの必要性 

七 対策テストの方法 

八 対策テストの実施予定 

３ 情報セキュリティ推進責任者は、信頼できる方法でセキュリティホール対策用ファイルを入手するとともに、

当該ファイルの完全性検証方法が用意されている場合は、検証を行うものとする。 

４ 情報セキュリティ推進責任者は、管理下にある情報システム（公開されたセキュリティホールの情報がない情

報システムを除く。）について、セキュリティホール対策計画に基づきセキュリティホール対策を講ずるものとす

る。 

５ 情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ推進責任者は、利用者に対する留意事項を含む日常的セキュ

リティホール対策を定め、その実施を管理及び監督するものとする。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料８－１－②－９

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ教職員規程（平成２２年１０月１日制定） 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における情報セキュ

リティの維持向上のために本校の教職員が遵守すべき事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、この規程で定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリティ

ポリシー対策規則（機構規則第９８号）別表、独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則（機構規則第９９号。以下「格

付規則」という。）、並びに本校情報セキュリティ管理規程（以下「管理規程」という。）別表１から別表４まで及び別図１の定

めるところによる。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は機構の扱う情報及び本校の情報システムを対象とする。 

２ 本校の情報システムの範囲は管理規程別表１のとおりとする。 

第４条   本校の教職員の範囲は、管理規程別表２のとおりとする。 

２ 本校の学生の範囲は、管理規程別表３のとおりとする。 

３ 本校の教職員、学生及び第４３条に基づき情報資産を本校の業務遂行を目的として一定期間にわたり継続的に利用する許可

を得て利用する者を「経常的利用者」と称する。 

４ 第４４条に基づき情報資産を臨時に利用する許可を得て利用する者を「臨時利用者」と称する。 

第５条 本校の管理区域の範囲は管理規程別図１及び別表４のとおりとする。 

（一般的遵守事項） 

第６条 本校の教職員は、情報セキュリティ関連法令、機構の情報セキュリティポリシー及び実施規則、並びに本校の実施規程

及び実施手順を遵守しなければならない。  

（一般的禁止事項） 

第７条 本校の教職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 差別、名誉毀損、誹謗中傷、人権侵害、ハラスメントにあたる行為 

二 個人情報やプライバシーを侵害する行為 

三 守秘義務に違反する行為 

四 著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する行為 

五 公序良俗に反する行為 

六 本校の社会的信用を失墜させるような行為 

七 ネットワークを通じて行う通信の傍受等、通信の秘密を侵害する行為 

八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）に定められたアクセス制御を免れる行為、又はこ

れに類する行為 

九 過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為 

十 その他法令に基づく処罰の対象となり、又は損害賠償等の民事責任を発生させる行為 

十一 上記の行為を助長する行為 

（機構が扱う情報及び本校の情報システムの利用に係わる禁止事項） 

第８条 本校の教職員は、機構が扱う情報及び本校の情報システムについて、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 本校の業務遂行以外の目的で利用すること、及び利用資格のない者に利用させること。 

二 機密性３又は機密性２である情報を開示すること 

三 情報セキュリティ推進責任者の許可を得ずに、新たにソフトウェアインストールすること及びコンピュータの設定の変更

を行うこと。ただし、オープンソースソフトウェアについては「PC 取扱ガイドライン」によるものとする。 

四 情報セキュリティ推進責任者の許可を得ずに、新たにコンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校のネットワ

ークに接続すること。 

五 情報セキュリティ副責任者の許可を得ずに、本校の情報システムを利用して情報公開を行うこと。 

六 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の要請に基づかずに本校内通信回線と本校外通信回線を接続する

こと。 

七 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の許可なくネットワーク上の通信を監視し、又は情報システムの

利用情報を取得すること。ただし、本校の実施規程においてその実行が義務付けられる場合は除く。 

八 情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ副責任者の要請に基づかずに管理権限のないシステムのセキュリティ上の

脆弱性を検知すること。ただし、本校の実施規程においてその実行が義務付けられる場合は除く。 

２ ファイルの自動公衆送信機能を持った P2P ソフトウェアについては、教育・研究目的以外にこれを利用してはならない。な

お、当該ソフトウェアを教育・研究目的に利用する場合は情報セキュリティ副責任者の許可を得なければならない。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料８－１－②－10

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ利用者規程（平成２３年１１月１５日制定） 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 情報システムの利用（第８条－第 17 条）  

第３章 情報の取扱い（第 18 条） 

第４章 教育（第 19 条） 

第５章 情報セキュリティインシデント対応（第 20 条） 

第６章 違反報告（第 21 条） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけ

る情報セキュリティの維持向上のために情報システムを利用する者が遵守すべき事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、この規程で定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校機構情報

セキュリティポリシー対策規則（機構規則第９８号）別表、独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則（機

構規則第９９号。以下「格付規則」という。）の定めるところによる。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、本校の情報システムを対象とする。 

（適用対象） 

第４条 この規程は、本校の情報資産を利用する本校の教職員を除く利用者に適用する。 

（一般的遵守事項） 

第５条 利用者は、この規程及び本校情報資産の利用に関する各実施手順等を遵守するとともに、その他関連規則

を遵守しなければならない。  

２ 利用者は、立入り権限のない安全区域へ立入ってはならない。 

（一般的禁止事項） 

第６条 利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 差別、名誉毀損、誹謗中傷、人権侵害、ハラスメントにあたる行為 

二 個人情報やプライバシーを侵害する行為 

三 守秘義務に違反する行為 

四 著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する行為 

五 公序良俗に反する行為 

六 本校の社会的信用を失墜させるような行為 

七 ネットワークを通じて行う通信の傍受等、通信の秘密を侵害する行為 

八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）に定められたアクセス制御を免れる

行為又はこれに類する行為 

九 過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為 

十 その他法令に基づく処罰の対象となり又は損害賠償等の民事責任を発生させる行為 

十一 上記の行為を助長する行為 

（本校の情報システムの利用に係わる禁止事項） 

第７条 利用者は、本校の情報システムについて、予め情報セキュリティ推進責任者から許可を得ている場合を除

き、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。  

一 利用を許可された以外の目的で利用すること及び利用資格のない者に利用させること。 

二 新たにソフトウェアをインストールすること及びコンピュータの設定の変更を行うこと。 

三 新たにコンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校のネットワークに接続すること。 

四 本校の情報システムを利用して情報公開を行うこと。 

五 ネットワーク上の通信を監視し、又は情報システムの利用情報を取得すること。 

六 管理権限のないシステムのセキュリティ上の脆弱性を検知すること。 

２ ファイルの自動公衆送信機能を持った P2P ソフトウェアについては、教育・研究目的以外にこれを利用しては

ならない。なお、当該ソフトウェアを教育・研究目的に利用する場合は情報セキュリティ副責任者の許可を得な

ければならない。 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ推進委員会規程（平成２３年１１月１５日制定）  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリティポリシー対策規則第１７条、第１８条

及び第１９条の規定に基づき佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における情報セキュリティ推進

委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 情報セキュリティに関する専門的及び技術的問題の審議  

二 情報システムに関わる情報セキュリティインシデントの発生時の対応  

三 情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ管理者への専門的及び技術的立

場からの助言及び支援  

四 その他情報セキュリティに関する専門的及び技術的問題に関する事項 

（組織）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 情報セキュリティ推進責任者  

二 情報セキュリティ推進員  

三 その他情報セキュリティ推進責任者が必要と認める者 

２ 前項第４号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員が生じた場合の後任の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は、情報処理センター長をもって充てる。  

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  

第５条 委員会は、委員の３分の２の出席により成立する。  

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（事務）  

第７条 委員会の事務は、情報処理センター及び総務課において処理する。  

（雑則）  

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－１－②－12

 

佐世保工業高等専門学校情報セキュリティ責任者等に関する規程（平成２３年１１月１５日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリティポリシー対策規則第 10 条から第 14 条

の規定に基づき佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における情報セキュリティ責任者等に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（情報セキュリティ責任者） 

第２条 本校の情報セキュリティに責任を持つものとして、情報セキュリティ責任者を置き、校長をもって充てる。

２ 情報セキュリティ責任者は、学校における次の各号に掲げる業務を行う。 

一 情報セキュリティポリシー及び実施規則の実施の統括 

二 実施規程及び実施手順の制定及び改廃、並びにその実施の統括 

三 情報セキュリティ教育の統括 

四 学校非常時対策本部の設置及びその本部長の任務 

五 情報セキュリティに関する連絡及び通報に関する代表 

六 情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ管理者、情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ

推進員の指名 

七 情報セキュリティに関する各種問題の処置 

八 実施規程及び実施手順の実施状況の評価及び見直しの総括 

九 その他の情報セキュリティ対策業務の統括 

（情報セキュリティ副責任者） 

第３条 本校に情報セキュリティ副責任者を置き、副校長（教務主事）及び事務部長をもって充てる。 

２ 情報セキュリティ副責任者は、情報セキュリティ責任者を補佐し業務を代行する。 

（情報セキュリティ管理者） 

第４条 本校に情報セキュリティ管理者を置き、各学科長、一般科目長、総務課長及び学生課長をもって充てる。

２ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティ責任者の指示により割り当てられた範囲の情報セキュリティ業

務を行う。 

（情報セキュリティ推進責任者） 

第５条 本校に情報セキュリティ推進責任者を置き、情報処理センター長をもって充てる。 

２ 情報セキュリティ推進責任者は、情報セキュリティ対策業務における専門的及び技術的問題への対応を行う。

（情報セキュリティ推進員） 

第 6 条 本校に情報セキュリティ推進員を置き、情報処理センター員及び図書・情報係長をもって充てる。 

２ 情報セキュリティ推進員は、情報セキュリティ推進責任者の指示により割り当てられた範囲の専門的及び技術

的問題への対応を行う。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ副責任者、情報セキュリティ

推進責任者及び情報セキュリティ推進員に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－１－②－13

情報処理Ⅰ      担当者：貞弘晃宜 SADAHIRO Teruyoshi 中浦茂樹 NAKAURA Shigeki 

Information Processing Ⅰ    

 1 M 1 単位（ 必修） 後期 100 分／週授業回数 15 回( 30 時間) 

授業概要：情報教育の導入として、ネットワークの活用法や情報セキュリティ、ハードウェアの基礎知識、ＯＳと

それらに必要な基礎的な数理について学ぶ。また、今後の授業で必要となるコンピュータを利用した文章作成、表

計算とグラフ作成、プレゼンテーションの方法についても学ぶ。  

予備知識： 必要なし  

（第２週） WWW と インターネットの情報活用  

（第 12 週）コンピュータの構成と入出力 

（第 13 週）オペレーティングシステム 

到達目標：コンピュータの基礎知識とそれらに必要な数理、今後必要となるアプリケーション・ソフトウェアを利

用した情報処理の方法を習得する。 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）

資料８－１－②－14

地理学         担当者： 牧野一成MAKINO Kazunari 

Geography 

4 MESC 2 単位（ 選択） 前･後期 100 分／週授業回数 30 回( 60 時間)  講義室：教員室 

授業概要： 新の統計資料や各種データベースの利用および地域調査の実践により，地理的分野のみならず広範に

わたる現代社会の諸問題を主体的に考察させ，理解を深めるとともに，情報機器を活用し情報リテラシーの向上を

図る。 

予備知識： パソコンの基本操作,インターネット利用の基礎については習熟しておくことが望ましい。  

（第 10 週）人口統計の種類，インターネットによる人口統計資料の入手と加工 

（第 21 週）web による成果公開のための HTML 基礎編，画像ファイルの処理  

（第 22 週）web による成果公開のための HTML 応用編，unix の基礎，FTP  

（第 23 週）課題探索型演習（1），web による成果公開と著作権 

到達目標： 課題探索型演習の成果を web 上で公開できる 

 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）

資料８－１－②－15

情報処理１          担当者： 田中泰彦 TANAKA Yasuhiko 越村匡博 KOSHIMURA Masahiro  

Information Processing 1         

1 C 1 単位（ 必修） 前･後期 50 分／週授業回数 30 回( 30 時間) 講義室：ＣＡＤ室あるいは情報処理室  

授業概要：情報処理の初学者を対象とする。情報リテラシーの必要性について理解する。マイクロソフト社のオフ

ィスソフト（ワード，エクセル，パワーポイント）を利用して文書の作成，表計算，グラフ作成，プレゼンテーシ

ョン資料の作成を行う。  

予備知識：ウィンドウズ パソコンの基本操作（マウスの操作ができる。キーボードから文字を入力(かな入力，あ

るいはローマ字入力のいずれか)ができる。）  

（第 16 週）エクセルの基本操作 1  

（第 17 週）エクセルの基本操作 2  

（第 18 週）エクセルによるレポート課題 1 

到達目標： パソコンの操作方法が理解できる。インターネットや電子メールを使用することができる。Word で文

書作成ができる。Excel で表計算ができる。PowerPoint でプレゼンテーションができる。 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

情報処理センター演習室，CAD 室には多くの教育用パソコンを備え，また，教室・実験室・教員室

などに設置されているパソコン等も，それらのほとんどが有線 LAN 及び無線 LAN により校内ネットワ

ークに接続し，有効に活用されている。これらの利用においては，定められた各種情報セキュリティ

規程のもとで適切に利用・運営が行われている。 
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、

整備されており，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 

本校図書館では，平成 24 年 12 月現在で約９万冊の蔵書を有し，さらに，雑誌（248 タイトル），新

聞８誌，視聴覚資料（DVD153 本，ビデオ 379 本，CD68 枚），図書館利用者用の機器（デスクトップパ

ソコン３台，ノートパソコン５台，ポータブル DVD プレーヤー３台）を備えている。 

準学士課程・専攻科課程の各学年・各学科・専攻科ごとに開講される授業科目（資料５－１－①－

２～７参照）を履修する上で参考となる資料等は，図書館で収集・整理されており，学生は自由に利

用することができる。図書館資料の収集は，図書委員会を中心として教員及び学生選書委員により行

い，「日本十進分類法（NDC）（資料８－２－①－１）」によって図書係が整理している。この分類法に

より，授業に対応した資料を図書館蔵書の中から容易に探し出すことができる。また，学生の利用頻

度が高い資格試験，就職・進学関連の資料，雑誌（専門・一般教養）については専用コーナーを設け

ている（資料８－２－①－２）。また，研究に必要な資料は，蔵書の他にも定期購読する和雑誌（77

種類）と電子ジャーナル（ScienceDirect・CiNii）・データベース(JDreamⅡ)の導入によって整備され

ている。これらにより，学生及び教員が一般教養や専門知識の修得，及び教育・研究に関する幅広い

情報収集することを可能としている。 

また，図書館利用状況は，長岡技科大・高専統合図書館システムを用いてデータ集計を行い，入館

者数，貸出冊数，貸出人数で利用状況の把握に努めている（資料８－２－①－３）。 

図書の収集方針は，第２期中期計画において｢利用者のニーズに基づき計画的な図書の入替等を行い，

蔵書の充実を図る｣（資料８－２－①－４（別添８－１））を挙げており，年度計画に沿って図書館が

活性化するような選書及び蔵書に努めている｡具体的には，学生の本のリクエスト募集（リクエストボ

ックスの設置），学生選書委員によるインターネットを利用した学生用図書の選書（資料８－２－①－

５，６）および教員による学生用図書の選書である。また，平成 24 年度には記述が古く利用頻度の低

い図書を除籍して新しい図書の受入が容易になった。 

図書館利用に関しては，図書館利用規程及び図書館利用要項を定めている（資料８－２－①－７，

８）。 

観点８－２－①資料一覧 

（資料８－２－①－１） 日本十進分類法（NDC）           出典：図書館資料 

（資料８－２－①－２） 日本十進分類法による分類と図書館内専用コーナー 

                                 出典：図書館資料 

（資料８－２－①－３） 入館者数・貸出冊数・貸出人数       出典：図書館資料 

（資料８－２－①－４） 佐世保高専 第２期中期計画／平成 24 年度年度計画 

                                 出典：総務課資料 

（資料８－２－①－５） 学生選書委員募集案内           出典：図書館資料 

（資料８－２－①－６） 平成 24 年度 学生選書委員による選書リスト 出典：図書館資料 

（資料８－２－①－７） 図書館利用規程              出典：佐世保高専規程集

（資料８－２－①－８） 図書館利用要項              出典：佐世保高専規程集

（資料８－２－①－９） 図書館報                 出典：図書館報第 35 号

（資料８－２－①－10） 図書館ホームページ            出典：本校ウェブサイト
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図書委員会を主体とした図書館利用促進の取り組みとして，図書館報の発行（資料８－２－①－９），

学生選書委員による学生用図書の選書，JDreamⅡ・ScienceDirect・CiNii のデータベース・電子ジャ

ーナルの学生向け利用講習会を行っている。また，平成 24 年度に図書館ホームページのリニューアル

を行うなど，様々な利用者サービスの向上に努め（資料８－２－①－10），平成 22 年度の入館者数は

前年度分より減少したが，平成 24 年度は平成 22 年度分を上回る結果となった。 

 

 

 

資料８－２－①－１

日本十進分類法（NDC） 
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資料８－２－①－１続き

 

（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－２

日本十進分類法による分類と図書館内専用コーナー 

 

 

（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－３
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資料８－２－①－３続き

（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－５

学生選書委員募集案内 

 

（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－６

平成 24 年度 学生選書委員による選書リスト 

 

（出典 図書館資料 抜粋）
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資料８－２－①－７ 

 

佐世保工業高等専門学校図書館利用規程（平成１６年４月１日制定） 

 

（目的）  

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校図書館規則第６条の規定に基づき、本校図書館の利用について必要

な事項を定めることを目的とする。  

（開館時間）  

第２条 図書館の開館時間は次のとおりとする。 

曜  日 開    館    時    間 

月曜日から金曜日まで ９時から２０時まで（春季休業、夏季休業、冬季休業及び学年末休業期間中は、９

時から１７時まで） 

土曜日 １０時から１６時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することがある。  

（休館日）  

第２条の２ 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。  

一 日曜日  

二 春季休業、夏季休業、冬季休業及び学年末休業期間中の土曜日  

三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

四 開校記念日  

五 １２月２８日から翌年１月４日まで  

２ 前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することがある。  

（図書資料）  

第３条 この規程における図書とは、次に掲げるものをいう。  

一 一般図書及び専門図書  

二 新聞雑誌等逐次刊行物  

三 その他研究及び教育上必要な資料  

（利用資格）  

第４条 図書館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。  

一 本校教職員  

二 本校学生  

三 図書館の利用を申し出た一般の利用者（以下「一般利用者」という。）  

（入館心得）  

第５条 利用者は、図書館内においては、次の事項を遵守しなければならない。  

一 静粛に心掛けること。  

二 秩序を乱さないこと。  

三 飲食等をしないこと。  

四 係員の指示に従うこと。 

（館内閲覧）  

第６条 開架方式の図書は、閲覧室において自由に閲覧することができる。  

２ 閉架方式の図書は、係員に請求して、閲覧室において閲覧することができる。  

３ 室内での閲覧が終った図書は、所定の位置に返却し、室外へ持ち出してはならない。  

（学生への館外貸出）  

第７条 学生への館外貸出は、次のとおりとする。  

一 「図書利用カード」を係員に提出する。  

二 図書の貸出冊数は、５冊以内とする。  

三 貸出中の図書及び新着図書については、貸出予約ができる。  

四 第３条第１号及び同条第３号に規定する図書の貸出期間については、貸出の日の翌日から起算して１４日以

内（１４日目が休館日に当たるときは、休館日が終了する日の翌日まで。）とし、第３条第２号に規定する図

書の貸出期間については、貸出の日の翌日から起算して７日以内（７日目が休館日に当たるときは、休館日が

終了する日の翌日まで。）とする。ただし、夏季休業期間及び冬季休業期間並びに卒業研究のための貸出期間

については、別途掲示する。  

五 貸出予約のない図書は、前号に規定する貸出期間を延長することができるものとし、第３条第１号及び同条第

３号のその期間は１４日以内、第３条第２号のその期間は７日以内とする。この場合における延長手続は、前号

に規定する貸出期間の終了日に当該図書を提出させて行うものとする。 
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資料８－２－①－７続き

 

（教職員への貸出）  

第８条 教職員への図書貸出は、次のとおりとする。  

一 「図書利用カード」を係員に提出する。  

二 一般図書の貸出冊数及び貸出期間については、学生への貸出規定に準ずる。  

三 研究上又は業務上必要な図書は、１年の特別貸出を受けることができる。  

四 特別貸出を受ける図書は、原則として教員研究費で購入された図書に限る。  

五 特別貸出を受けた図書の保管責任は、各帯出者が負うものとし、各帯出者は係員の指示する時期に各自検認

を行い、その結果を別記様式により報告しなければならない。  

六 特別貸出を受けた図書でその必要がなくなったものは、速やかに返却しなければならない。  

（一般利用者への貸出）  

第９条 第４条第３号に規定する者への図書貸出は、次のとおりとする。  

一 図書の貸出冊数は、３冊以内とする。  

二 第３条第１号及び同条第３号に規定する図書の貸出期間については、貸出の日の翌日から起算して１４日以

内（１４日目が休館日に当たるときは、休館日が終了する日の翌日まで。）とし、第３条第２号に規定する図

書の貸出期間については、貸出の日の翌日から起算して７日以内（７日目が休館日に当たるときは、休館日が

終了する日の翌日まで。）とする。  

（返却督促及び貸出停止）  

第１０条 図書の返却期間を過ぎても返却しない者に対しては、督促を行う。督促は掲示による。  

２ 前項の返却督促を受けている者に対しては、返却完了まで館外貸出を行わない。また、督促を受けた後、正当

な理由なく返却を怠った者に対しては、返却完了後も一定期間貸出を停止することがある。  

（禁帯出図書）  

第１１条 次に掲げる図書は、原則として貸出を行わない。  

一 貴重図書、書面帳その他取扱い上注意を要するもの  

二 禁帯出表示の辞書、事典、年鑑、索引  

三 新聞  

四 その他図書館が特に指示するもの  

（学生証等の提示）  

第１２条 図書館を利用する者は、係員の求めがあれば学生証又は身分証明書等を提示しなければならない。  

（転貸等の禁止）  

第１３条 貸出中の図書は、汚損、破損又は紛失することのないよう留意し、他人に転貸してはならない。  

（弁償）  

第１４条 貸出中の図書を汚損、破損又は紛失した場合は直ちに届出の上、現物をもって弁償しなければならない。

現物弁償が困難な場合は時価で弁償するものとする。  

（返納）  

第１５条 教職員は退職、転任の際、学生にあっては卒業、退学、除籍、休学又は留学の際、帯出図書を返納しな

ければならない。  

（臨時の貸出停止等）  

第１６条 図書の整理、検認等のための必要があるときは、貸出中の図書を臨時に調査し、若しくは回収し、又は

一定期間貸出停止を行うことがある。  

（書庫内立入）  

第１７条 利用者が書庫に入る場合は、係員の許可を受けなければならない。  

（個人情報の漏えい防止）  

第１８条 本図書館において管理する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料に記録されている個人

情報(公文書等の管理に関する法律施行令第４条第５号で規定する個人情報をいう。)については、独立行政法人

国立高等専門学校機構個人情報管理規則（機構規則第６５号第４０条）の規定に基づき、その漏えい防止のため

の措置を講ずるものとする。  

（雑則） 

第１９条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及び図書館利用に関する規定を常時閲覧室

内に備え付けるものとする。  

第２０条 この規程に定めるもののほか、図書館利用に関する必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料８－２－①－８

 

佐世保工業高等専門学校図書館利用要項（平成１６年４月１日制定）  

 

第１ 趣旨  

この要項は、佐世保工業高等専門学校図書館利用規程第４条第３号の規定に定める者が、佐世保工業高等専門

学校図書館（以下「図書館」という。）に所蔵する図書館資料（以下「図書」という。）を利用することに関し必

要な事項を定めるものとする。  

第２ 利用者の範囲  

図書館を利用することができる者は、図書館の利用を申し出た一般の利用者（以下「利用者」という。）とす

る。  

第３ 利用の範囲  

一 利用者が利用できる図書は、図書館備付けの図書とする。  

二 利用者は、前号に掲げる図書を所定の場所で閲覧し又は貸出しを受けることができる。  

第４ 利用時間  

利用者が図書館を利用することができる時間は、本校が定める図書館の開館時間内とする。  

第５ 利用手続  

一 利用者は、図書館を利用しようとするときは、「図書館利用願」（別記様式第１号）を提出するとともに、身

分を証明する証書を提示のうえ、「図書利用カ－ド」（別記様式第２号）の交付を受けなければならない。  

二 利用者は、図書館の入館に際しては、「図書利用カ－ド」を図書館職員に提示しなければならない。  

三 利用者は、図書の貸出しを受けるときは、「図書利用カ－ド」を添付して図書館職員へ申出なければならな

い。  

第６ 遵守事項  

利用者は、図書館職員の指示する事項を遵守しなければならない。  

第７ 弁償義務  

利用者は、図書を汚損、破損若しくは紛失したとき、又は施設設備若しくは備品等に損害を与えたときは、弁

償しなければならない。  

第８ 利用中止等  

この要項に違反した利用者は、直ちに利用を中止し、退館しなければならない。  

第９ 規則の準用  

この要項に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、佐世保工業高等専門学校図書館利用規程（平成１６

年４月１日制定）を準用する。  

 

別記様式第１号（ＰＤＦファイル） 

別記様式第２号（ＰＤＦファイル） 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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図書館報 

 

（出典 図書館報第 35 号）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育研究上必要な資料として，約９万冊の蔵書は系統的に整理され，学術雑誌，視聴覚資料等も

収集されている。また，学生の本のリクエスト募集，学生選書委員による選書や，図書利用促進の

取り組みが継続して行われ，その結果入館者数の増加等の効果があり，有効に活用されている。 

資料８－２－①－10

図書館ホームページ 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・実習工場の改修を行い，老朽化対策と実習時の安全確保がなされた。 

・「電力の見える化」により，学校全体として省エネの意識向上が図られている。 

・各種情報セキュリティ規程を制定し，情報セキュリティが確保されている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

準学士課程・専攻科課程の学生を教育するにふさわしい施設・設備を有し，高等専門学校設置基準

に規定される校地及び校舎，図書館などの施設が整備され，有効に活用している。 

平成25年度の電気電子・物質工学科棟の改修工事により，本校校舎の耐震化が完了する。これによ

り，校舎の安全化がさらに進むことになる。実習工場，実験設備等の使用に関しては，各学生ならび

に教職員に「安全の手引き」等を配布し，安全教育にも取り組んでいる。主要な建物入口には段差解

消スロープを，管理棟校舎と図書館及び改修がなされる電気電子・物質工学科棟にはエレベータを設

置している。環境面においては，太陽光パネルによる電力の利用や「電力の見える化」により，学校

全体として省エネ対策に取り組んでいる。 

情報処理センター演習室，CAD室には多くの教育用パソコンを備え，また，教室・実験室・教員室な

どに設置されているパソコン等も，それらのほとんどが有線LAN及び無線LANにより校内ネットワーク

に接続している。これらの利用においては，定められた各種情報セキュリティ規程のもとで適切に利

用・運営が行われている。 

蔵書は日本十進分類法により系統的に整理している。また，選書に対して学生の要望を積極的に取

り入れる取り組みとして，学生の本のリクエスト募集，学生選書委員による選書を行っている。 
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観点９－１－①資料一覧 

（資料９－１－①－１） 教育データベース        出典：教育データベース 

（資料９－１－①－２） 認証評価用試験答案保存要領（１～３年） 

                            出典：教員必携 

（資料９－１－①－３） JABEE 用試験答案保存要領    出典：教員必携 

（資料９－１－①－４） JABEE 自己点検書        出典：総務課資料 

（資料９－１－①－５） 機関別認証評価自己評価書    出典：総務課資料 

（資料９－１－①－６） 自己点検・評価報告書      出典 平成 24 年度 外部評価報告書

（資料９－１－①－７） 教育点検システムの構成     出典：本校ウェブサイト 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

各種教育活動の実態を示すデータは，教務や学生，寮関係等の職員でそれぞれ担当を決め，「教育デ

ータベース」に入力・更新・蓄積を行っており，そのデータは学内限定で本校ウェブサイトにて閲覧

できる（資料９－１－①－１）。過去２年分の試験答案や学生のノート等資料を，電子媒体または紙媒

体により専用の部屋「JABEE対応室」に保管している。各教員は，「認証評価用試験答案保存要領（１

～３年）」及び「JABEE用試験答案保存要領」に基づき適切に保管を行っている（資料９－１－①－２，

３）。教員は，担当授業の資料保管状況に関して学科長・一般科目長の年度末に確認を受けることにな

っている。また，卒業研究論文や実験レポート及び過去５年分の試験答案は，各学科または各教科担

当者が保管している。 

これらの教育の状況のデータを基に，教育システム点検・改善委員会が各種教育活動に関する点検

結果を報告し，校長・運営委員会でその内容が審議される。改善の必要なものは，校長・運営委員会

の要請によりそれぞれの部署で改善を行っている。また，定期的に「自己点検書」（資料９－１－①－

４）や「自己評価書」（資料９－１－①－５）を作成し，第三者評価を受けている。一方，自己点検・

評価委員会が「自己点検・評価報告書」（資料９－１－①－６）を作成し，外部評価委員会で点検を受

けるシステムも確立している。さらに，日常的な教育点検改善は，主要な委員会が毎月定例の会議に

て行っている。 

このように，教育点検・改善システムは適切に機能している（資料９－１－①－７）。 
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資料９－１－①－１ 
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資料９－１－①－１続き
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資料９－１－①－１続き
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資料９－１－①－１続き

（出典 教育データベース）
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資料９－１－①－２

 

（出典 教員必携）
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資料９－１－①－３

 

（出典 教員必携）
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資料９－１－①－４

JABEE 自己点検書（平成 21 年度） 

     （表紙）            （目次） 

   

（出典 総務課資料）

資料９－１－①－５

機関別認証評価自己評価書（平成 18 年度） 

     （表紙）            （目次） 

   

（出典 総務課資料）
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資料９－１－①－６ 

自己点検・評価報告書 

 

（表紙） （報告書） 

 

 

 

（出典 平成 24 年度 外部評価報告書） 
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（分析結果とその根拠理由）  

教育活動の実態を示すデータは各担当部署で随時収集され，「教育データベース」に蓄積されている。

また，学生の成績評価に関する試験答案等を適切に保管するシステムも確立している。この教育活動

のデータを基に点検・評価する教育システム点検・改善委員会等，各種委員会を設置しており，適切

に評価できる体制が整っている。 

資料９－１－①－７

教育点検システムの構成 

 

（出典 本校ウェブサイト） 
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観点９－１－②資料一覧 

（資料９－１－②－１） 後援会総会開催案内        出典：総務課資料 

（資料９－１－②－２） 佐世保高専意見箱         出典：本校ウェブサイト 

（資料９－１－②－３） 外部評価報告書          出典：平成 24 年度外部評価報告書

（資料９－１－②－４） 自己点検・評価委員会規則     出典：佐世保高専規程集 

（資料９－１－②－５） 自己点検・評価実施要項      出典：佐世保高専規程集 

観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており、それらの結果をも

とに教育の状況に関する自己点検・評価が、学校として策定した基準に基づいて、

適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 

学生に対しては各種アンケート（授業評価アンケート，卒業・修了時アンケート），意見箱「みんな

の声」，教員に対しては「自啓録」や各種会議，また保護者に対しては後援会総会（資料９－１－②－

１），保護者懇談会，「佐世保高専意見箱」，さらに，企業及び大学・大学院に対してはアンケートによ

り，意見の聴取行っている。 

「授業評価アンケート」はFD委員会により，全科目について毎年実施しており，その結果について

は，本校ウェブサイトに掲載して職員・学生へ周知を行っている。各教員はその評価結果に基づいて

授業改善に努めるとともに，寄せられた意見要望等に対するコメントを記して教室掲示にて学生に伝

えている（観点３－２－①参照）。また，「卒業・修了時アンケート」（観点６－１－④参照）を実施し，

教育目標の達成度を把握している。 

さらに、学生がいつでも意見・要望を言えるように，意見箱「みんなの声」を校内・学寮に設置し，

出された意見に対し校長からその回答を学生及び教職員へ伝えている（観点７－１－③参照）。 

「自啓録」は各教員が年度末に作成し，授業を含む教育活動全般における取組状況・自己改善点を

校長に報告するほか，教育内容に関する意見は毎月実施される各学科会議・教員会議等を通じて聴取

が行われている。 

保護者からの要望・意見は，保護者懇談会を中心として担任を通じて学校側へ伝えられるのに加え，

後援会総会で直接学校との意見交換が行われている。平成24年度からは，本校ウェブサイトの「佐世

保高専意見箱」により投書が可能となった（資料９－１－②－２）。 

学外関係者の意見を聴取するために，企業，及び大学・大学院へのアンケートを実施し，その結果

を教育データベースに掲載している（資料９－１－①－１参照）。 

また，平成25年３月に第３回外部評価委員会を開催し，委員から意見・提言を受け，提出された評

価結果を取りまとめて「外部評価報告書」を発行した（資料９－１－②－３）。 

これらの意見聴取の結果をもとに教育改善へとつなげるために，「自己点検・評価委員会規則」（資

料９－１－②－４）と「自己点検・評価実施要項」(資料９－１－②－５)を定め，教育改善体制（資

料９－１－①－７参照）に基づいて，教育の状況に関する自己点検・評価を適切に行っている。 
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資料９－１－②－１

後援会総会開催案内 

 

 

（出典 総務課資料）
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 資料９－１－②－２

佐世保高専意見箱 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料９－１－②－３

外部評価報告書 

（表紙） 

 

（目次） 

 

（出典 平成 24 年度外部評価報告書）



佐世保工業高等専門学校 基準９ 

 - 467 -

 

資料９－１－②－４

佐世保工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 
   

（平成１６年４月１日制定） 
   
（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第１条の２の規定に基づき、本校にお

ける教育研究活動等の状況と今後の展望に関し必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専門学校
自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

 
（審議事項）  
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 自己点検・評価の実施方法等に関すること。  
二 自己点検・評価項目の設定に関すること。  
三 自己点検・評価の実施報告書の編集に関すること。  
四 その他自己点検・評価に関すること。  
五 外部評価に関すること。  

 
（組織）  
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

一 教務主事、学生主事及び寮務主事  
二 専攻科長  
三 校長が指名する者  
四 総務課長及び学生課長  

２ 前項第３号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。  
３ 第１項第３号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
 
（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

 
（会議）  
第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  
 
（委員以外の者の出席）  
第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  
 
（専門委員会）  
第７条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。  
２ 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。  
 
（事務）  
第８条 委員会の事務は、総務課において処理する。  
 
（雑則）  
第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
 
 

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由） 

学校の構成員からの意見聴取は各種アンケート等によって行っている。学外関係者に対しても，同

様にアンケートを実施している。特に，保護者に対しては，後援会総会で直接学校との意見交換が行

えるよう配慮するとともに，本校ウェブサイトを介した意見聴取システム「佐世保高専意見箱」を運

用している。これらの結果に対し，自ら定めた規則や教育改善体制により教育の状況に関する自己点

検・評価が実施されている。 

資料９－１－②－５

佐世保工業高等専門学校自己点検・評価実施要項（平成２５年６月１８日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要項は、佐世保工業高等専門学校学則第１条の２第２項の規定に基づき、佐世保工業高等専門学校（以

下｢本校｣という。）における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（以下｢教育研究等｣という。 ）の

状況について行う自己点検・評価の実施及びその結果の検証（以下、「自己点検・評価等」という。）並びに評価

結果の活用に関し、必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 本校における教育研究等について、その活動の一層の活性化と水準の向上を図ることを目的とする。 

 （自己点検・評価の方法） 

第３条 自己点検・評価は、学校教育法第 109 条第１項（同法第 123 条に基づき準用）の規定に基づき実施するも

のとする。 

２ このほか、自己点検・評価は、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の中期目標・計

画を達成するために必要とする評価項目、及び認証評価機関が定める基準等を参考に、自己点検・評価委員会（以

下「委員会」という。）が定める評価項目により、自己点検・評価を実施する。 

 （自己点検・評価の実施） 

第４条 自己点検・評価は、前条に定める項目について、機構の中期目標・計画を達成するための評価については

毎年、委員会の定める評価項目については５年毎に実施することを基本とする。 

２ 校長は，前項により実施した自己点検・評価の結果について、必要に応じ，外部評価を実施するものとする。

 （結果の報告及び公表） 

第５条 自己点検・評価委員会委員長は、自己点検・評価の結果を運営委員会に報告するとともに、刊行物やホー

ムページ等によって公表するものとする。 

 （評価結果の活用） 

第６条 校長は、自己点検・評価の結果に基づき、改善が必要と認められるものに ついては、その改善に努めな

ければならない。 

２ 校長は、前項の評価の結果を受け、関係委員会に対し、改善を要請する。 

３ 校長は、前項の改善実施の成果、対応等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。 

 （雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要項は、平成２５年６月１８日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上、改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

（観点に係る状況） 

教育の質を向上・改善する体制として，各種委員会や会議等を設けている（資料９－１－①－７参

照，資料９－１－③－１，２）。運営委員会を中心として，主要な委員会及び各学科が毎月定例の会議

を開催し，随時教育の点検・改善に取り組んでいる。機構の中期計画に則った本校の５年間の中期目

標，それを達成するための年度計画を定め，年度末に自己点検・評価委員会がその達成状況の点検を

行い，次年度計画に反映させる等，教育の質の向上，改善に結びつけるシステムが整備されている。 

具体的方策としては，以下に述べる様々な取り組みが行われている。 

本校では外部評価や第三者評価等を受けている（観点９－１－①参照）。それらの結果を踏まえ，本

校の年度計画に反映させるとともに，教育の質の向上・改善に結びつけている。 

FD委員会が実施する学生による授業評価や，教員間の授業参観による指摘に対しては，直接各教員

に伝えて改善を図るようにしている。また，授業評価結果が優秀だった教員や，顕著な成果で学校運

営に貢献した職員に対して表彰を行っている(資料３－１－④－４参照)。改善を必要とする場合は，

校長またはFD委員長との面談を通して授業の改善を促している。 

「キャリア教育支援室」により，学生の就職・進学活動に必要とされる能力の育成，及び就職・進

学に関する情報の提供に取り組んでいる（観点５－１－②参照）。 

教育の質の向上・改善例としては，教務委員会・教員会議による検討を経て，平成22年度より第４

学年においてPBL教育の一環で導入した「知識活用型教育」がある（資料９－１－③－３）。その他に

も，多くの教育改善を行っている（資料９－１－③－４）。 

専攻科課程において中期計画に基づき，専攻科コース制度ワーキンググループ会議でコース制度の

検討が行われ，１専攻４系へ改組することが諮問された（資料９－１－③－５（別添９－１））。その

後，専攻科委員会，学科会議，教員会議等を経て，平成24年度から改組が行われた（資料２－１－②

－２，３参照）。 

観点９－１－③資料一覧 

（資料９－１－③－１） 運営組織図          出典：本校ウェブサイト 

（資料９－１－③－２） 意見交換会 議事録      出典：教育システム点検・改善委員会

（資料９－１－③－３） 社会人基礎力育成セミナー   出典：平成 24 年度シラバス 

（資料９－１－③－４） 教育点検・改善事項一覧    出典：総務課資料 

（資料９－１－③－５） 専攻科改組に関する資料    出典：専攻科委員会資料 
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資料９－１－③－１

（出典 本校ウェブサイト）
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資料９－１－③－２

 

 

 

（出典 教育システム点検・改善委員会 抜粋）
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資料９－１－③－３ 

 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料９－１－③－４

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

各種委員会や会議等が設けられ，運営委員会を中心として，主要な委員会及び各学科が毎月定例の

会議を開催し，随時教育の点検・改善に取り組んでいる。また，外部評価や第三者評価等による結果

を教育の質の向上・改善に結びつけている。このように，学校全体として教育の質の向上や改善を図

るためのシステムを整備し，教育課程の継続的改善を行っている。 
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観点９－１－④資料一覧 

（資料９－１－④－１） 教務委員会資料                 出典：学生課資料

（資料９－１－④－２） 公開授業の実施について（教員への通知）     出典：学生課資料

（資料９－１－④－３） 公開授業の実施について（保護者への案内）    出典：学生課資料

観点９－１－④： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況） 

全教員は，学生による授業評価アンケートの結果に対し，その評価結果及び学生からの意見要望に

対する対応・コメントをFD委員会へ報告し，授業の改善点等を各教室に掲示して学生へ伝えている（観

点３－２－①参照）。さらに，本校ウェブサイトで公開されている卒業・修了アンケートの結果に対し，

各教員は教育目標の達成度を把握することに努めている。 

公開授業週間を決め（資料９－１－④－１），教員相互に授業を参観し意見交換することで，今後の

授業の参考及び授業方法の向上を図っている。この公開授業の開催は保護者にも通知され，授業参観

が可能となっている(資料９－１－④－２，３)。 

教員は，これらの取り組みで得られた結果を参考にしながら，年度末に自分の活動内容を振り返り，

改善状況について「自啓録」を作成し，校長にその内容を報告している（資料３－２－①－13参照）。 
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資料９－１－④－１

 

（出典 学生課資料）
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資料９－１－④－２

 

 

（出典 学生課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

FD委員会は，授業評価アンケートに対する全教員の対応・改善活動状況を把握している。学生に対

しては，授業評価アンケート結果を踏まえた各授業担当者の回答を全教室に掲示し通知している。各

教員は，「自啓録」において，授業評価アンケート・公開授業報告書等を参考にした授業内容等の改善

報告を記述し，校長に提出している。これらの取り組みは継続的に行われている。 

資料９－１－④－３

 

（出典 学生課資料）
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観点９－１－⑤資料一覧 

（資料９－１－⑤－１） 卒業研究題目一覧           出典：学生課資料 

（資料９－１－⑤－２） 専攻科特別研究テーマ・指導教員一覧  出典：学生課資料 

（資料９－１－⑤－３） 教員研究活動一覧           出典：平成 24 年度研究報告

（資料９－１－⑤－４） 教育活動の報告事例１（論文発表） 

                出典：平成 24 年度日本工学・工業教育研究講演会 講演論文集

（資料９－１－⑤－５） 教育活動の報告事例２（論文発表） 

                     出典：平成 24 年度 国際工学教育研究集会 論文集

（資料９－１－⑤－６） 英語教材               出典：三修社 

（資料９－１－⑤－７） 保健体育               出典：平成 24 年度シラバス

（資料９－１－⑤－８） 物理                 出典：平成 24 年度シラバス

（資料９－１－⑤－９） ５Ｓ工学実験・実習          出典：平成 24 年度シラバス

（資料９－１－⑤－10） 教育活動の報告事例３（論文発表） 

                     出典：平成 22 年度 国際工学教育研究集会 論文集

観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

教員は独自の研究の他に大学や企業との共同研究等に取り組んでおり，それらを卒業研究や特別研

究のテーマとして学生教育の場に取り入れている（資料９－１－⑤－１，２）。その成果として，論文

及び口頭発表を行っている（資料９－１－⑤－３）。専攻科生は学会発表を義務付けられており，優秀

講演賞を受賞する学生も毎年出てきている（資料５－７－①－４参照）。 

また，工学教育関係への論文投稿も積極的に行っている。平成24年度の日本工学・工業教育研究講

演会においては，機械工学科の４年生が１年生の「創作実習」の授業において実習指導に取り組む活

動を報告したものがある（資料９－１－⑤－４）。さらに，平成24年度国際工学教育研究集会(ISATE)

では，学生の英語運用能力を高めるため，英語ネイティブスピーカーを中心とした少人数ベースの取

り組みを実施し，学生の英語力向上に対する効果を報告した（資料９－１－⑤－５）。 

一般科目及び専門科目において，教員の研究活動に基づく専門分野の知識・経験が授業に活かされ

る機会も確保されている。具体的な事例として，英語教育におけるリーディング指導を行うために本

校教員が作成した英語教材を利用している例（資料９－１－⑤－６），体育の授業でバレーボール動作

の３次元的解析研究成果を活かし指導している例（資料９－１－⑤－７），物理の授業で担当教員が開

発した実験教材「水道ホースを用いた音速測定装置」を取り入れた例（資料９－１－⑤－８）がある。

また，専門科目の授業では担当教員が開発した教材を利用した「H8マイコンを用いた計測実験」を実

験に取り入れている例（資料９－１－⑤－９，10）がある。 
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資料９－１－⑤－１
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資料９－１－⑤－１続き
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資料９－１－⑤－１続き
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資料９－１－⑤－１続き

（出典 学生課資料）
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資料９－１－⑤－２

 

（出典 学生課資料）
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資料９－１－⑤－３

（出典 平成 24 年度研究報告 抜粋）
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資料９－１－⑤－４

教育活動の報告事例１ 
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資料９－１－⑤－４続き

 

（出典 平成 24 年度日本工学・工業教育研究講演会 講演論文集）
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資料９－１－⑤－５

教育活動の報告事例２ 
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資料９－１－⑤－５続き

 

（出典 平成 24 年度 国際工学教育研究集会 論文集 抜粋）
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資料９－１－⑤－６

英語教材 

 

（出典 三修社）
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資料９－１－⑤－７

シラバス（保健体育） 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料９－１－⑤－８

シラバス（物理） 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料９－１－⑤－９

５Ｓ工学実験・実習 シラバス 

（出典 平成 24 年度シラバス）
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資料９－１－⑤－10

教育活動の報告事例３ 
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資料９－１－⑤－10 続き

 

（出典 平成 22 年度 国際工学教育研究集会 論文集 抜粋）
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（分析結果とその根拠理由） 

教員独自の研究活動や企業等との共同研究活動の成果は，学協会等における口頭発表や論文集とし

て公表されており，それらは卒業研究や特別研究に反映され，さらに授業における教育の質の向上に

も活用されている。 
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観点９－２－①資料一覧 

（資料９－２－①－１） ファカルティ・ディベロップメント委員会規程  

                                 出典：佐世保高専規程集

（資料９－２－①－２） 平成 24 年度 FD 講演会実施予定       出典：FD 委員会資料 

（資料９－２－①－３） 平成 24 年度新任研修実施要領        出典：総務課資料 

（資料９－２－①－４） 平成 24 年学外各種研修参加実績一覧     出典：総務課資料 

（資料９－２－①－５） 平成 24 年外部研修会参加報告書       出典：教員会議資料 

（資料９－２－①－６） 平成 24 年度 FD 講演会出席者名簿      出典：学生課資料 

（資料９－２－①－７） 公開授業参観記録様式           出典：FD 委員会資料 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが、適切な方法で実施され，組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

（観点に係る状況） 

教員の資質向上を図り，教育の内容及び方法を改善・向上させるために，FD委員会を設置している

（資料９－２－①－１）。FD委員会の活動は，教職員を対象とする研修会や講演会の開催，及び他機関

で実施される研修会等への派遣であり（資料９－２－①－２，３，４），他機関での研修会への参加者

は，その内容を教員会議で報告している（資料９－２－①－５）。なお，平成24年度における本校で行

ったFD講演会の出席状況は良好である（資料９－２－①－６（別添９－２））。 

一方，「授業評価アンケート」「卒業・修了時アンケート」を毎年実施し，結果をウェブサイトで教

職員が閲覧できるようにしている（観点３－２－①参照，観点６－１－④参照）。これらの調査結果に

より，教員が授業の改善を行っている。 

また，教員相互による授業参観を行っており，公開授業として保護者の参観も可能である（観点９

－１－④参照）。なお，参観後は「公開授業参観記録」をFD委員会に提出し，感想・意見等を担当教員

へフィードバックして授業改善に役立てている（資料９－２－①－７）。 
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資料９－２－①－１

 

佐世保工業高等専門学校ファカルティ・ディベロップメント委員会規程（平成１６年４月１日制定）  
 

（設置）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の教育目的及び理念の達成に向け、

ファカルティ・ディベロップメント（「本校の授業内容及び方法を改善し、向上させるための組織的な
取り組み」をいい、以下「ＦＤ」という。）の推進を図るために必要な事項を審議するため、佐世保工
業高等専門学校ファカルティ・ディベロップメント委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  
一 ＦＤの啓発及び推進に関すること  
二 ＦＤに係る研究会、研修会等に関すること  
三 授業及び教育技法の改善に関すること  
四 ＦＤに係る調査・研究に関すること  
五 その他ＦＤに関すること  
（組織）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
一 教務主事  
二 校長が指名する教員 若干人  
三 総務課長  
四 学生課長  

２ 前項第２号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  
３ 第１項第２号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（委員長）  
第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ校長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  
第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

（委員以外の者の出席）  
第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（他の委員会等との連携）  
第７条 委員会は、他の委員会等と相互に連携し、本校におけるＦＤの推進活動を補完しあう。  

（専門部会）  
第８条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。  
２ 専門部会に関し必要な事項は別に定める。  

（事務）  
第９条 委員会の事務は、学生課において処理する。  

（雑則）  
第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料９－２－①－２

平成 24 年度 FD 講演会実施予定 

 

（出典 FD 委員会資料）
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資料９－２－①－３

平成 24 年度 新任研修会実施要領 

(出典 総務課資料)
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資料９－２－①－４

学外各種研修会参加実績一覧 

（出典 総務課資料）
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資料９－２－①－５

外部研修会参加報告書 

 

（出典 教員会議資料）
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資料９－２－①－７

（出典 FD 委員会資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

教員の資質向上を図るためにFD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会を設置し，学内で

の講演会や研修会の開催，外部研修会への出席とその報告を実施している。また，各種アンケート

により，学生の意見やニーズを汲み上げるようにしている。さらに，保護者も含めた教員相互の授

業参観を行い，教育の質の向上や授業の改善に役立てている。 
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観点９－２－②： 教育支援者に対して、研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行わ

れているか。 

（観点に係る状況） 

技術職員に関しては技術室が，事務職員に対しては総務課が，教育支援者に対するスタッフディ

ベロップメント（SD）研修に関して管轄している。 

校内で行われるFD講演会にSD研修として参加するだけでなく，校外の研修として｢九州地区国立大

学法人等技術職員スキルアップ研修｣「国立高等専門学校機構中堅職員研修会」等に毎年参加してい

る（資料９－２－①－４参照）。 

資質の向上を図る一環として，技術室所属の技術職員は科学研究費補助金（奨励研究）に申請し

ている（資料９－２－②－１）。また，実習工場に関連する技術職員が機械工作に関わる技術研修を

校内外で受け，実習工場の高度安全化対策に取り組んでいる（資料９－２－②－２訪問時資料）。 

基準９－２－②資料一覧 

（資料９－２－②－１）技術職員の科研費（奨励研究）申請状況一覧     出典：総務課資料

（資料９－２－②－２）実習工場の安全に関する取り組み          訪問時資料 
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資料９－２－②－１

 

（出典 総務課資料）
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〈分析結果とその根拠理由〉 

教育支援者に対するSD研修に関して，資質の向上のためにFD委員会を中心として学校全体で支援

する取り組みが行われ，学内外の研修会にも積極的に参加し，資質の向上を図るための取組が適切

に行われている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・本校独自のシステム「教育データベース」に教育活動の実態を示すデータを蓄積し，教職員に公

開している。 

・「授業評価アンケート」や「卒業・修了時アンケート」，意見箱「みんなの声」，さらに保護者も含

めた教員相互による授業参観等により各種意見の聴取を行っており，教育の改善に活かしている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育活動の実態を示すデータは各担当部署で随時収集され，「教育データベース」に蓄積されている。

また，学生の成績評価に関する定期試験解答用紙等は適切に保管するシステムも確立している。その

データを基に点検・評価する各種委員会を設置しており，適切に評価できる体制が整っている。 

学校の構成員からの意見聴取は各種アンケート等によって行っている。学外関係者に対しても，同

様にアンケートを実施している。特に，保護者に対しては，後援会総会で直接学校との意見交換が行

えるよう配慮するとともに，ウェブサイトを介した意見聴取システム「佐世保高専意見箱」を運用し

ている。これらの結果に対し，新たに定めた自己点検・評価実施要領に従い，学校として策定した中

期計画，年度計画に基づいて，教育の状況に関する自己点検・評価が実施されている。 

教育の質の向上や改善を図るためのシステムとして，各種委員会や会議等が設けられている。この

システムは，運営委員会を中心として，教務，厚生補導，学寮，専攻科等の主要な委員会並びに各学

科の定例会議などで，随時教育の点検を行い，継続的改善を行っている。 

FD委員会は，授業評価アンケートに対する全教員の対応・改善活動状況を把握している。また，授

業評価アンケート結果を踏まえた各教員によるコメントを教室に掲示している。さらに，各教員は，

授業評価アンケート・公開授業報告書等を参考にした授業改善についての「自啓録」を作成し，校長

に提出している。 

教員独自の研究活動や企業等との共同研究活動の成果は，学協会等における口頭発表や論文集とし

て公表されており，それらは卒業研究や特別研究に反映され，さらに授業における教育の質の向上に

も活用されている。 

教育支援者に対する研修に関して，資質の向上のためにFD委員会を中心として学校全体で支援する

取り組みが行われ，その結果として学内外の研修会に積極的に参加している。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また、債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況） 

本校は，平成 16 年度の法人化により国の機関から独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「高

専機構」という）に属する一高専となった。その際，国の資産をすべて承継した。法人化後も施設を

充実し，教育研究活動を将来に渡り適切且つ安定して遂行するために必要な高等専門学校設置基準を

満たす資産を有している。 

平成 25 年３月末における資産内訳は，土地 107,768 ㎡，建物延べ面積 32,947 ㎡等となっている

（資料 10－１－①－１）。 

また，運営事業費については，貸借対照表一覧（資料 10－１－①－２）および年度別決算報告書

（資料 10－１－①－３）に示すように，年度毎安定して高専機構より予算配分が行われ，自己収入

と高専機構からの配分予算の範囲内で計画的に運営しており，過大な債務は無い。 

なお，人件費については，平成 23 年度から非常勤講師及び非常勤職員分を除き，全ての教職員分

が高専機構本部での一括管理となった。 

観点 10－１－①資料一覧 

（資料10－１－①－１） 資産内訳一覧表                 出典：総務課資料

（資料10－１－①－２） 貸借対照表                   出典：総務課資料

（資料10－１－①－３） 決算報告書                   出典：総務課資料
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資料 10－１－①－１

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－１－①－２
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き
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資料 10－１－①－２続き

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－１－①－３

(出典 総務課資料)
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（分析結果とその根拠理由） 

資産現在額一覧表に示すように，教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必

要な資産を有している。また，貸借対照表が示すように，高専機構本部からの運営費交付金等の範囲

内で運営しており，実質的に未払いとなっている債務もなく，健全な運営を行っている。 



佐世保工業高等専門学校 基準10 

- 517 - 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の経常的収入には，高専機構から交付される運営費交付金に加え，自己収入としての授業料，

入学料，検定料及び財産貸付料等の雑収入がある（資料10－１－②－１）。 

平成23年度に運営費交付金が著しく減少しているが，これは平成23年度から教職員の人件費が機構

本部管理となり，人件費に相当する約７億３千万円が収入として計上されていないためである。 

過去５年間における自己収入額の大きな変動はなく，今後とも経常的収入の継続的な確保に努めて

いくものである。 

観点 10－１－②資料一覧 

（資料 10－１－②－１） 経常的収入一覧                 出典：総務課資料
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（分析結果とその根拠理由） 

運営費交付金に加えて，安定した自己収入額を確保しており，学校の目的に沿って安定した教育研

究活動を遂行するための経常的収入が継続的に確保されている。 

資料 10－１－②－１

 

（出典 総務課資料）
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観点10－１－③： 学校の目的を達成するために、外部の財務資源の活用策を策定し、実行してい

るか。 

（観点に係る状況） 

外部の財務資源の活用により安定した財務基盤を確保するため，受託研究，共同研究に関する規則

を策定している（資料10－１－③－１，２）。また，「佐世保高専技術シーズ集」を本校ウェブサイ

トで公表し共同研究等の増に努めている（資料10－１－③－３）。 

また，平成24年４月に新設された地域共同テクノセンターを拠点として専任の産学官連携コーディ

ネーターを２名配置し，本校が有する研究シーズと企業，他大学，自治体等の外部機関とのマッチン

グを図り，外部の財務資源の積極的な獲得を図っている（資料10－１－③－４）。 

これらの外部資金獲得策により，過去５年間において，受託研究，共同研究及び寄附金では，平均

契約件数36件，平均受入金額２千百万円，科学研究費補助金では，平均採択件数11件，平均受入金額

２千３百万円，補助金では，平均採択件数２件，平均受入金額２千４百万円の外部資金を獲得してい

る（資料10－１－③－５）。 

観点 10－１－③資料一覧 

（資料 10－１－③－１） 受託研究実施規則        出典：佐世保高専規程集 

（資料 10－１－③－２） 共同研究取扱規則        出典：佐世保高専規程集 

（資料 10－１－③－３） 「佐世保高専技術シーズ集」   出典：本校ウェブサイト 

（資料 10－１－③－４） 地域共同テクノセンター紹介   出典：地域共同テクノセンター資料

（資料 10－１－③－５） 外部資金の獲得状況       出典：総務課資料 
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資料 10－１－③－１
佐世保工業高等専門学校受託研究実施規則 

 
（平成１６年４月１日制定） 

 
（趣旨）  
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における受託研究の申請手続き及び実施等に関し必要

な事項については、独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則（平成１６年４月１日制定）に定める
もののほか、この規則の定めるところによる。  

 
（定義）  
第２条 この規則において「受託研究」とは、本校において外部からの委託を受けて、本校の教職員（以下「研究

担当者」という。）が業務として行う研究、調査、製作及び試験等をいう。  
 
（受託研究の申込み）  
第３条 受託研究の申込みをしようとする者（以下「申請者」という。）は、受託研究申込書（別記様式第１号）

を校長に提出するものとする。  
 
（受入れの決定）  
第４条 校長は前条の規定に基づく申請があったときは、本校の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究

に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、第９条に規定する受託研究委員会に諮ったのち受入れを
決定し、受託研究受入決定通知書（別記様式第２号）により契約担当役及び申請者に通知するものとする。  

 
（契約の締結）  
第５条 契約担当役は、前条の通知を受けたときは、速やかに申請者と受託研究契約書（別記様式第３号）により

契約を締結するものとする。  
 
（受入れの条件）  
第６条 受託研究の受入れには、次に掲げる条件を付するものとする。  

一 受託研究は、当該研究等を委託した者（以下「委託者」という。）が一方的に中止することはできない。  
二 受託研究の結果生じた知的財産権について、これを無償で使用させ、又は譲渡することはできない。  
三 研究経費により取得した設備等は、返還しない。  
四 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本校はそ

の責を負わず、又原則として研究経費は委託者に返還しない。  
２ 前項に定めるもののほか、校長が必要と認める場合は、別に条件を付することができる。  
３ 校長は、委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体である場合には、契約

担当役と協議の上、第１項第３号の条件を付さないことができる。  
 
 （委託者の負担する経費） 
第７条 委託者が負担する研究経費は、直接経費、間接経費及び受託料とする。  
２ 前項の間接経費等の額は、直接経費の１０％に相当する額とする。ただし、委託者側の事情により１０％に相

当する額と異なる額とする場合には、委託者と校長が協議した額とする。  
３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみをもって研究経費とするこ

とができるものとする。  
一 委託者が国である場合で、当該受託研究の制度上、間接経費及び受託料（以下「間接経費等」という。）が

措置されていない場合  
二 国から委託を受けた委託者が、その再委託により研究を委託することが明確である場合で、当該受託研究の

制度上、間接経費等が措置されていない場合  
三 委託者が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情により間接経費等を措置

できない場合  
四 委託者が競争的資金をもって研究を委託し、当該競争的資金に間接経費等が措置されていない場合  
五 その他やむを得ない事情により、間接経費等を措置できない場合  

 
（受託料） 
第８条 受託料は研究担当者へ、研究経費として配分する。 
 
（委託者の協力）  
第９条 委託者は、受託研究の遂行上必要がある場合は、研究経費以外に研究材料又は機械・器具等の提供、その

他必要な協力をしなければならない 
２ 前項の規定による必要な経費は、委託者が負担しなければならない。  
３ 本校は、委託者が提供した機械・器具等について、受託研究の遂行中に生じた損害については、その責めを負

わないものとする。  

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料 10－１－③－２
佐世保工業高等専門学校共同研究取扱規則 

 
（平成１６年４月１日制定） 

 
 （趣旨） 
第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における民間等外部の機関（以下「民間機関等」とい

う。）との共同研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則又はこれに基づ
く特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

 
（定義） 
第２条 この規則において、「共同研究」とは、本校が民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本校

の教職員（以下「研究担当者」という。）の自主性のもとに当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同
して行う研究をいう。 

 
（共同研究の申請） 
第３条 共同研究を申請しようとする民間機関等の長（以下「申請者」という。）は、共同研究申請書（別記様式

第１号）を校長に提出するものとする。 
 
（研究者の受入れ） 
第４条 校長は、本校の教育研究上有意義であり、かつ本校の教育研究に支障がないと認められる場合は、民間機

関等に属する研究者を民間等共同研究員（以下「共同研究員」という。）として受け入れるものとする。  
２ 前項の共同研究員とは、民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本

校に派遣される者をいう。  
 
（共同研究の受入れの決定等） 
第５条 校長は第３条の規定に基づく申請があったときは、第１１条に規定する共同研究委員会に諮ったのち受入

れを決定し、共同研究承諾書（別記様式第２号）により申請者に通知するとともに、関係学科長等を経由して、
研究担当者並びに契約担当役に通知するものとする。 

 
（計画書の提出）  
第６条 校長は、前条の受入れを決定したときは、研究担当者に対し、民間機関等と最終協議済の共同研究計画書

（別記様式第３号）及び共同研究費費目別内訳書（別記様式第４号）を提出させるものとする。  
 
（契約の締結）  
第７条 契約担当役は、第５条による通知を受けたときは、速やかに当該民間機関等と共同研究契約書（別記様式

第５号）により契約を締結するものとする。  
 
（受入研究者指導料）  
第８条 同一年度内に研究期間を延長する場合、同一の共同研究員に係る受入研究者指導料については、これを徴

収しない。  
 
（共同研究に要する経費等）  
第９条 本校は、その施設、設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。  
２ 民間機関等は共同研究遂行のため、受入研究者指導料及び前項により本校が負担するもののほか、直接経費及

び間接経費を負担するものとする。 
３ 前項の間接経費等の額は、直接経費の１０％に相当する額とする。ただし、民間機関等側の事情により１０％

に相当する額と異なる額とする場合には、申請者と校長が協議した額とする。  
４ 第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費のみをもって研究経費とするこ

とができるものとする。 
 一 民間機関等が国である場合で、当該共同研究の制度上、間接経費が措置されていない場合  
 二 民間機関等が国から委託を受けていることが明確である場合で、当該共同研究の制度上、間接経費が措置さ

れていない場合  
 三 民間機関等が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情により間接経費を措

置できない場合  
 四 民間機関等が競争的資金をもって共同研究を行う場合であって、当該競争的資金に間接経費が措置されてい

ない場合  
 五 その他やむを得ない事情により、間接経費を措置できない場合 
５ 共同研究に必要な経費を適切に分担するため、本校は必要に応じ、予算の範囲内で、第２項に規定する直接経

費の一部を、負担することができるものとする。ただし、第２項に規定する民間機関等が負担する直接経費は、
本校が負担する共同研究に要する経費の総額を下回らないものとする。   

 
 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料 10－１－③－３

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 10－１－③－４

 

（出典 地域共同テクノセンター資料）
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資料 10－１－③－５

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

学校の目的を達成するため，共同研究，受託研究，寄付金等の外部資金の獲得を図り，安定した財

務基盤を確保している。特に産学官民連携活動における拠点施設である地域共同テクノセンターを核

として本校の研究シーズを最大限活用することで，外部資金の獲得については具体的な成果が継続的

に得られている。 
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観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計

画等が策定され、関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 

毎年度，高専機構の中期計画及び年度計画に基づき，予算配分が通知される。本校は通知された配

分額に対し，校長指示の下，予算配分書（案）を作成し（資料10－２－①－１），運営委員会で審議

し（資料10－２－①－２，３），決定された予算配分の内容は，各学科長及び一般科目長から全教員

に周知される。 

また，財務に係る年度毎の決算額を広く内外の関係者に周知する目的で，学校要覧に掲載し配布し

ている（資料10－２－①－４）。 

観点 10－２－①資料一覧 

（資料 10－２－①－１） 予算配分書（案）             出典：総務課資料 

（資料 10－２－①－２） 運営委員会規程              出典：佐世保高専規程集

（資料 10－２－①－３） 運営委員会議事要旨            出典：総務課資料 

（資料 10－２－①－４） 平成 23 年度決算額            出典：学校要覧 
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資料 10－２－①－１
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資料 10－２－①－１続き

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－２－①－２

佐世保工業高等専門学校運営委員会規程 

 

（平成１６年４月１日制定）

 

（設置） 

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の円滑な運営に関し必要な事項

を審議するため、佐世保工業高等専門学校運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 本校の運営に関する重要な事項 

二 その他校長が必要と認めた事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

三 校長補佐 

四 専攻科長 

五 各学科長及び一般科目長 

六 技術室長 

七 事務部長 

 

（委員長） 

第４条 委員会の委員長は、校長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 

（開催） 

第５条 委員会は、原則として毎月１回開催する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に開

催することができる。  

 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料 10－２－①－３

運営委員会議事要旨 

 

○日 時 平成２４年６月１３日（水）１６時１０分～１８時３６分 

○場 所 校長室 

○出席者 校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科長、校長補佐（広報、地域連携）、 

     機械工学科長、電気電子工学科長、電子制御工学科長、物質工学科長、一般科目長、 

     技術室長、事務部長 

○列席者 総務課長、学生課長、学生課長補佐、総務担当課長補佐 

 

 

報告事項 

 

１５．事務部から報告 

（1）報告事項 

   総務課長から、資料により次の事項について報告があった。 

  1）平成２４年度予算配分（案）について（資料１） 

     資料１に基づき平成２４年度予算配分方針等について説明があり、原案のとおり承認された。 

  2）概算要求事項（電子・物質工学科棟改修）について 

     5 月 28 日付で機構本部からヒアリングの再評価結果として、平成 25 年度施設整備費補助金概

算要求事項とする通知が届いた。これにより機構本部から文部科学省に要求 が行われることが確定し

た。 

なお、本日、機構本部から連絡が入ったところでは、当初、電気電子・物質工学科棟全体の改修計画とし

て要求していたが、ヒアリングの段階で１期・２期に分けて要求するようにとの指摘があり、現在は、電気電

子・物質工学科棟全体の改修として要求するが、場合によっては西・東に分けるなど調整が入ることも考え

られる状況である。これについては確定次第報告する。 

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－２－①－４

 

（出典 学校要覧）

 

（分析結果とその根拠理由） 

財務に係る計画等については，本校の目的を達成するため，高専機構の中期目標，中期計画を踏ま

えつつ，校長指示の下，策定した本校の予算配分方針に基づき，教育研究及び管理運営に必要な経費

など運営委員会において審議され，策定されている。その内容は，各学科長及び一般科目長を通じて

全教員に周知される体制が確立されている。さらに，広く内外の関係者に周知する目的で，財務に係

る決算額を学校要覧に掲載し配布している。 
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観点10－２－②： 収支の状況において、過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

決定された予算配分額に基づく計画的な執行を念頭に置いて，高専機構本部とオンライン化してい

る財務会計システムにより各学科・部門毎で予算を執行し，執行額の毎月締め作業や期中・期末にお

ける決算作業での総括的な確認作業を高専機構本部と連携しつつ実施している。 

なお，過去５年間における損益計算書の収支状況を分析しても，過大な支出超過とはなっていない

（資料10－２－②－１）。 

観点 10－２－②資料一覧 

（資料 10－２－②－１） 損益計算書                   出典：総務課資料
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資料 10－２－②－１
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資料 10－２－②－１続き
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資料 10－２－②－１続き
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（分析結果とその根拠理由） 

高専機構本部とオンライン化している財務会計システムで常時，予算執行状況及び残額を確認して

おり，損益計算書の過去５年間の収支状況においても過大な支出超過はない。 

資料 10－２－②－１続き

 

（出典 総務課資料）



佐世保工業高等専門学校 基準10 

- 537 - 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し、適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 

教育研究活動の質の向上と維持を図るため，限られた予算の中で予算配分方針に則り，予算配分を

行っている（資料10－２－①－１参照）。また，教育方法改善及び研究活性化，教育環境充実等を図

るため，校長裁量経費を設け，学内の公募後，応募者のプレゼンテーションを行い，校長，副校長及

び事務部長等で審議の上で配分している（資料10－２－③－１）。施設整備計画については，「キャ

ンパスマスタープラン2010」を作成し，その策定内容に基づき，事業規模に応じて高専機構本部に概

算要求と営繕要求として予算要求を実施し，採択された事業により整備を実施している（資料10－２

－③－２）。また，比較的少額な案件に関しては，施設整備委員会での審議決定を経て，学内予算に

て継続的に整備を行っている。 

設備整備計画については，毎年高専機構本部の設備整備マスタープランの基準に基づき，教職員に

対し照会を行い，校長が要求設備を決定し，高専機構本部に予算要求を行い，採択された設備の整備

を行っている（資料10－２－③－３（別添資料10-１））。なお，平成24年度においては，大規模な

補正予算により約５億円の設備整備予算が確保された（資料10－２－③－４）。 

観点 10－２－③資料一覧 

（資料10－２－③－１） 校長裁量経費の公募等に関する周知メール     出典：総務課資料

（資料10－２－③－２） 施設整備事業（営繕事業・施設概算事業等）実績一覧 

                                    出典：総務課資料

（資料10－２－③－３） 設備整備マスタープラン年次計画表・評価設備一覧表 

                                    出典：総務課資料

（資料10－２－③－４） 補正予算（施設整備費）一覧表          出典：総務課資料
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資料 10－２－③－１

(出典 総務課資料)
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資料 10－２－③－２

(出典 総務課資料)
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資料 10－２－③－４
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資料 10－２－③－４続き

(出典 総務課資料)
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（分析結果とその根拠理由） 

教育研究活動の質の向上と維持を図るため，限られた予算の中で予算配分方針に則り，予算配分を

行っている。このうち校長裁量経費については，校長指示の下，教育方法改善及び研究活性化，教育

環境充実等を重点とし，戦略的に教育研究の活性化を図っている。 

施設整備については，「キャンパスマスタープラン2010」に基づき，概算要求事業や高専機構の営

繕要求事業について限られた予算ではあるが予算要求及び施設整備を計画的に行っている。 

設備整備においても設備整備マスタープランに基づき，優先度を考慮した予算要求を行い，予算確

保に尽力している。 
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観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

高専機構は，全高専統一の財務会計システムを構築しており，各高専は統一された勘定科目・仕訳

により財務会計処理を行っており，事業年度毎に年度末決算後，この財務会計システムにより法人全

体の財務諸表等が作成される。 

高専機構理事長は，当該年度末における資産・負債の残高並びに当該期間における損益に関し真正

な数値を把握るため各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決算整理を的

確に行って，所定の手続きに従って決算数値を確定し，財務諸表を作成し公表している（資料10－３

－①－１）。 

なお，高専機構は，独立行政法人通則法第38条第４項の適用を受け，財務諸表等を官報に公告して

いる。 

観点10－３－①資料一覧 

（資料10－３－①－１） 高専機構・財務諸表          出典：高専機構ウェブサイト
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，当該年度末における資産・負債の残高並びに損益に関し各帳簿の締め切りを行い，所定

の手続きに従って決算数値を確定し機構本部に報告している。 

高専機構理事長は，各高専より報告された各帳簿の決算数値を法人として取りまとめて確定し，財

務諸表を作成し公表している。 

資料 10－３－①－１

 

（出典 高専機構ウェブサイト）
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観点10－３－②： 財務に対して、会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）  

財務に関する監査については，独立行政法人通則法第39条により，監事及び会計監査人の監査が明

確に規定されているほか，高専機構会計規則第45条及び第46条（資料10－３－②－１）により，内部

監査並びに会計機関の義務及び責任を規定している。 

外部監査としては，平成24年度に会計検査院による会計実地監査を受検し，平成23年度に会計監査

人による監査（期中）を実施している（資料10－３－②－２，３）。なお，監事監査，内部監査（情

報セキュリティ監査含む）は，高専機構本部が計画し順次実施しており，本校は平成23年度に実施し

ている（資料10－３－②－４）。また，毎年度，高専相互会計内部監査も適正に実施している（資料

10－３－②－５）。さらに，本校での部内監査として，毎年度，科学研究費補助金内部監査を実施し

ている（資料10－３－②－６）。 

観点10－３－②資料一覧 

（資料10－３－②－１） 高専機構会計規則第45条・第46条    出典：高専機構ウェブサイト

（資料10－３－②－２） 会計検査院実地監査実施通知      出典：総務課資料 

（資料10－３－②－３） 会計監査人監査実施通知        出典：総務課資料 

（資料10－３－②－４） 監事監査，内部監査，情報セキュリティ監査実施通知 

                               出典：総務課資料 

（資料10－３－②－５） 高専相互会計内部監査報告書      出典：総務課資料 

（資料10－３－②－６） 科学研究費補助金部内監査報告書    出典：総務課資料 
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資料 10－３－②－１

 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則 
 
 

              独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号 
                            制定 平成１６年４月１日 

一部改正 平成２０年１２月２４日 
 
 
目次 
第１章 総則（第１条－第１６条） 
第２章 予算（第１７条－第１９条） 
第３章 出納取引（第２０条－第３０条） 
第４章 資産管理（第３１条） 
第５章 契約（第３２条－第４２条） 
第６章 決算（第４３条－第４４条） 
第７章 内部監査及び責任（第４５条－第４６条） 
附則 
 
 
 
第７章 内部監査及び責任 
 
（内部監査） 
第４５条 理事長は，予算の執行及び会計処理の適正を期するため，必要と認めるときは，特に 

命令した教職員に内部監査を行わせるものとする。 
２ 内部監査について必要な事項は，別に定めるものとする。 
 
（会計機関の義務及び責任） 
第４６条 会計機関は，機構の財務及び会計に関し，適用又は準用される法令並びにこの規則に 

準拠し，かつ，予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって，その職務を行わな 
ければならない。 

２ 会計機関は，故意又は重大な過失により前項の規定に違反して，機構に損害を与えた場合は， 
その損害を弁償する責を負わなければならない。 

 

（出典 高専機構ウェブサイト 抜粋）
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資料 10－３－②－２

 

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－３－②－３

 

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－３－②－４
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資料 10－３－②－４続き
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資料 10－３－②－４続き

 

（出典 総務課資料）
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資料 10－３－②－５

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

財務に対して適正に会計監査が実施されている。また，個々の監査において，不正事項等の大きな

指摘は受けておらず，指摘・指導を受けた事項についてはその都度改善を図っている。さらに，部内

においても科学研究費の部内監査を毎年度実施している。 

資料 10－３－②－６

 

（出典 総務課資料）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

会計業務の適性かつ効率的な推進に資するために，監査を通じて会計業務の改善に寄与すること

を目的として，高専相互会計内部監査を実施している。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

本校は，平成16年４月の独立行政法人化により，国から現物出資された土地及び施設・設備を保有

している。事業費においても，授業料・入学料等の自己収入及び文部科学省から高専機構を通じて交

付される運営費交付金が安定的，継続的に確保されていることから教育研究活動を安定して遂行する

ための財務基盤が確保されている。また，校長指示の下，教員への新たな教育・研究の取り組みによ

る科学研究費補助金や，地域共同テクノセンターを基軸とした産学官民連携活動による受託研究費等

の外部資金獲得も精力的に行われている。 

施設整備については，「キャンパスマスタープラン2010」に基づき，概算要求事業や高専機構の営

繕要求事業について，予算要求及び施設整備を計画的に行っている。設備整備においても設備整備マ

スタープランに基づき，校長の決定により優先度を考慮した予算要求を行い，予算確保に尽力してい

る。 

予算執行については，校長の指示の下，学内予算配分方針に基づき適正に執行されている。さらに

教育方法改善及び研究活性化，教育環境充実等を図るため，校長裁量経費を設けている。なお，本校

では，高専機構から配分された予算額を基に予算執行をしているため，収支は均衡しており，支出超

過にはなっていない。 

財務状況については，各年度末における資産・負債の残高並びに損益に関し真正な数値を把握する

ための各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，債権・債務の整理，その他決算整理を行った後，所定

の手続きに従って決算数値を確定し高専機構本部に報告しており，これを受けて高専機構理事長は，

高専機構全体としての財務諸表等を作成し公表している。 

財務に対する会計監査については，独立行政法人通則法及び機構会計規則に明確に定められており，

毎年度実施される公的研究費等の管理・監査実施方針に基づく高専相互会計内部監査や数年毎に実施

される高専機構からの監事監査，内部監査や会計監査人，会計検査院による実地検査が適正に実施さ

れている。 



佐世保工業高等専門学校 基準11 

 - 555 -

基準１１ 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況） 

校長の役割は，学校教育法（資料11－１－①－１）に定められ，これに基づいて学則の第４条にお

いて校長の職務を規定している（資料11－１－①－２）。また，各主事の役割も学校教育法施行規則（資

料11－１－①－３）に定められ，これに基づいて学則の第５条で各主事の役割を同様に規定している

（資料11－１－①－４）。また，本校では教務主事を副校長に充て，広報担当及び地域連携担当の校長

補佐を設けている（資料11－１－①－５）。このほか、本校には運営委員会，教員会議，教務委員会等

の各種委員会があり，これらの役割については教員組織規程，運営委員会規程及び各種委員会規程で

定めている（資料11－１－①－６，７，８）。これらの本校の組織は，学則，教員組織及び事務組織規

程，各種委員会規程等に基づき運営されている（資料11－１－①－９）。 

各委員会の審議結果は，本校の運営に関する重要事項を審議する運営委員会に諮り，校長が決定す

るシステムになっている。運営委員会の委員長は校長であり，運営委員会の審議を経て校長が全体を

把握しリーダーシップをとって意思決定を行っており，学校業務の円滑な遂行を行っている。 

 

 

観点 11－１－①資料一覧 

（資料 11－１－①－１） 校長の役割           出典：学校教育法第 120 条 

（資料 11－１－①－２） 学則（教員組織）        出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－①－３） 各主事の役割          出典：学校教育法施行規則第 175 条

（資料 11－１－①－４） 学則（各主事の役割）      出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－①－５） 校務分担            出典：学生課資料 

（資料 11－１－①－６） 教員組織規程          出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－①－７） 運営委員会規程         出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－①－８） 各種委員会規程一覧       出典：本校ウェブサイト 

（資料 11－１－①－９） 運営組織図           出典：本校ウェブサイト 
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資料 11－１－①－２

佐世保工業高等専門学校学則（平成１６年４月１日制定）（平成１９年４月１日全部改正） 

 

（職員組織） 

第４条 本校に、校長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置く。 

２ 前項の職員の職務は、学校教育法その他の法令の定めるところによる。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料 11－１－①－３

各主事の役割 

 

第１７５条 高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。 

２ 高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。 

３ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

４ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事を置く高等専門学校に

あつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

（出典 学校教育法施行規則第 175 条）

資料 11－１－①－１

校長の役割 

 

第 120 条 高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければなら

ない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置

かないことができる。 

２ 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

３ 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。 

４ 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者で

あつて、学生を教授する。 

５ 准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であ

つて、学生を教授する。 

６ 助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教

授する。 

７ 助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

８ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

 

（出典 学校教育法第 120 条）
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資料 11－１－①－４

佐世保工業高等専門学校学則（平成１６年４月１日制定）（平成１９年４月１日全部改正） 

 

（主事） 

第５条 本校に、教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを

除く。）を掌理する。 

４ 寮務主事は、校長の命を受け、学寮における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料 11－１－①－５

（出典 学生課資料）
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資料 11－１－①－６

佐世保工業高等専門学校教員組織規程（平成１６年４月１日制定） 

 

第４章 会議等  

（教員会議）  

第１２条 本校に教員会議を置く。  

２ 教員会議に関する事項は別に定める。  

（委員会等）  

第１３条 本校に，必要に応じ委員会等を置く。  

２ 委員会等に関する事項は別に定める。  

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）

資料 11－１－①－７

佐世保工業高等専門学校運営委員会規程（平成１６年４月１日制定） 

 

（設置） 

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、本校の円滑な運営に関し必要な事

項を審議するため、佐世保工業高等専門学校運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 本校の運営に関する重要な事項 

二 その他校長が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 校長 

二 教務主事、学生主事及び寮務主事 

三 校長補佐 

四 専攻科長 

五 各学科長及び一般科目長 

六 技術室長 

七 事務部長 

（委員長） 

第４条 委員会の委員長は、校長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 

（出典 佐世保高専規程集 抜粋）
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資料 11－１－①－８

各種委員会規程一覧 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 11－１－①－９

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では、校長の職務、各主事の役割を学則に明確に規定し，また，各種の委員会や教員会議につ

いてもその役割を明確に規定している。各委員会などで審議した事項は，運営委員会の審議を経て校

長が意思決定を行っており，校長が全体を把握しリーダーシップをとれる体制となっている。 

以上のことから，学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確であり，校

長のリーダーシップの下で，効果的な意志決定が行える態勢となっている。 
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観点11－１－②： 管理運営の諸規定が整備され、各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また、危機管理に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

管理運営の諸規程として規程集に第１章の学則から第９章の学生会・寮生会まで 147 項目の規程を

整備しており，規程の詳細については本校ウェブサイトで公開している（資料 11－１－②－１）。管

理運営について重要な事項を審議する運営委員会（資料 11－１－①－７参照）のほか，将来構想検討

委員会等の各種委員会を系統的に組織し（資料 11－１－①－９参照），それぞれ役割を分担し活動し

ている。事務組織については，事務組織規程（資料 11－１－②－２）及び事務分掌規程（資料 11－１

－②－３）が定められており，管理運営上の役割・事務分掌を明確にしている。教員と事務職員の連

携の下に管理運営に関する各種委員会及び事務組織が効果的に活動している。 

また，危機管理に対しては，危機管理規程を制定しており（資料 11－1－②－４），副校長を室長と

するリスク管理室を常設している。危機事象が発生した時には通常リスク管理室が対応するが，校長

が必要と判断する場合には，校長を本部長とする危機対策本部を設置し，迅速に対処する。 

また，「緊急対応マニュアル」を作成し，全教職員に配付している（資料 11－1－②－５）。本校ウ

ェブサイトに緊急連絡サイト（資料 11－１－②－６）や緊急時の基本的対応の流れ図（資料 11－1－

②－７）も載せている。これらによって，危機事象発生時の教職員の行動指針を示すとともに，危機

管理意識の向上に努めている。 

観点 11－１－②資料一覧 

（資料 11－１－②－１） 規程集目次               出典：本校ウェブサイト 

（資料 11－１－②－２） 事務組織規程              出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－②－３） 事務分掌規程              出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－②－４） 危機管理規程              出典：佐世保高専規程集 

（資料 11－１－②－５） 緊急対応マニュアル           出典：緊急対応マニュアル

（資料 11－１－②－６） 緊急連絡サイト             出典：本校ウェブサイト 

（資料 11－１－②－７） リスク管理室イメージ図         出典：本校ウェブサイト 
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資料 11－１－②－１
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資料 11－１－②－１続き
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資料 11－１－②－１続き

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 11－１－②－２

佐世保工業高等専門学校事務組織規程（平成１９年７月１日制定） 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第１０条及び佐世

保工業高等専門学校学則第３条に基づき、事務部の事務組織に関し、必要な事項を定める。 
（事務部） 

第２条 事務部に、総務課及び学生課を置く。 
（事務部長） 

第３条 事務部に、事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を総括する。 

（課長） 
第４条 課に、課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 

（課長補佐） 
第５条 課に、課長補佐を置くことができる。 
２ 課長補佐は、上司の命を受け、高度な専門知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに専門的見地か

ら課長を補佐する。 
（専門職員） 

第６条 課に、専門職員を置くことができる。 
２ 専門職員は、上司の命を受け、課の事務のうち専門的事項を処理する。 

（係長） 
第７条 係に係長を置く。 
２ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

（主任） 
第８条 係に主任を置くことができる。 
２ 主任は、係の事務を処理する。 

（係員） 
第９条 係に係員を置くことができる。 
２ 係員は、係の事務を処理する。 

（総務課の所掌事務） 
第１０条 総務課においては、次の事務をつかさどる。 

一 事務の総括及び連絡調整に関すること。 
二 儀式その他会議に関すること。 
三 将来構想に関すること。 
四 国際交流に関すること。 
五 安全管理及び衛生管理に関すること。 
六 訴訟に関すること。 
七 公印の管守に関すること。 
八 文書及び郵便物の接受並びに発送に関すること。 
九 広報に関すること。 
十 学則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。 
十一 情報公開及び個人情報に関すること。 
十二 教職員の人事管理及び雇用（社会保険・労働保険等）に関すること。 
十三 教職員の任免、給与（計算及び支給）、服務及び兼業等に関すること。 
十四 教職員の退職手当に関すること。 
十五 教職員の労働時間及び休暇に関すること。 
十六 教職員の賞罰に関すること。 
十七 共済組合に関すること。 
十八 教職員の福祉及び災害補償に関すること。 
十九 教職員の出張及び研修に関すること。 
二十 栄典及び表彰に関すること。 
二十一 産学官・地域連携事業に関すること。 
二十二 地域開放事業（公開講座、広報事業等）に関すること。 
二十三 工業所有権等の知的財産権に関すること。 
二十四 評価に関すること。 
二十五 競争的資金及び外部資金等に関すること。 
二十六 内地研究員及び在外研究員等に関すること。 
二十七 インターンシップ学生の受入れに関すること。 
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資料 11－１－②－２続き

 

二十八 図書の受入れ、収集、整理及び管理に関すること。 
二十九 図書の貸出、閲覧及び案内に関すること。 
三十  事務情報化に関すること。 
三十一 概算要求等に関すること。 
三十二 会計の監査に関すること。 
三十三 財務会計決議書等の照査に関すること。 
三十四 予算及び決算に関すること。 
三十六 宿舎に関すること。 
三十七 収入及び支出に関すること。 
三十八 現金及び有価証券に関すること。 
三十九 旅費の計算並びに支給に関すること。 
四十  物品及び役務に関すること。 
四十一 共用車の管理に関すること。 
四十二 施設整備の計画に関すること。 
四十三 営繕工事に関すること。 
四十四 土地、建物及び工作物等の維持保全に関すること。 
四十五 施設マネジメントに関すること。 
四十六 その他他の課の所掌に属しない事務に関すること。 
（学生課の所掌事務） 

第１１条 学生課においては、次の事務をつかさどる。 
一 教育課程の編成、実施に関すること。 
二 教育システム点検・改善に関すること。 
三 入学者の選抜及び学生の募集に関すること。 
四 入試の広報に関すること。 
五 学生の修学支援に関すること。 
六 学生の学籍に関すること。 
七 学生の考査、成績に関すること。 
八 学生のインターンシップ、学外研修及び国際交流の事務に関すること。 
九 非常勤講師に関すること。 
十 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 
十一 他機関との各種協定及び単位互換制度に関すること。 
十二 留学生の受入及び支援に関すること。 
十三 厚生補導に関すること。 
十四 課外活動に関すること。 
十五 生活相談に関すること。 
十六 就職支援に関すること。 
十七 就学支援金に関すること。 
十八 奨学金及び経済支援に関すること。 
十九 授業料等の免除、猶予及び分納に関すること。 
二十 日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 
二十一 厚生福利に関すること。 
二十二 学生寮の管理運営に関すること。 
二十三 学生の入退寮に関すること。 
二十四 寮生の生活支援に関すること。 
二十五 その他教務、学生の厚生補導及び学生寮の事務に関すること。 
（事務分掌） 

第１２条 各課の事務分掌は、別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料 11－１－②－３
佐世保工業高等専門学校事務分掌規程（平成１９年７月１日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐世保工業高等専門学校事務組織規程第１３条の規定に基づき、総務課及び学生課の事務分掌について、

次のとおり定める。 

（総務課） 

第２条 総務課に、課長補佐（総務企画担当）、課長補佐（総務人事担当）及び課長補佐（財務担当）並びに次の専門職員及び係

を置く。 

一 専門職員（評価等担当） 

 二 総務係 

 三 人事係 

 四 企画係 

 五 情報サービス係 

 六 経理係 

 七 契約係 

 八 図書係 

 九 施設係 

（課長補佐（総務企画担当）） 

第３条 課長補佐（総務企画担当）は、次の事務をつかさどる。 

一 総務課専門職員（評価等担当）、総務係、企画係及び情報サービス係（以下｢総務企画系｣という。）の事務の総括及び連絡

調整に関すること。 

二 将来構想の企画・立案に関すること。 

三 中期目標、中期計画及び年度計画の策定に関すること。 

四 安全管理及び衛生管理の総括に関すること。  

五 防火・防災の総括に関すること。  

六 訴訟に関すること。  

七 国際交流の総括に関すること。 

八 創立記念事業の支援に関すること。 

九 その他総務課総務系の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 

（課長補佐（総務人事担当）） 

第４条 課長補佐（総務人事担当）は、次の事務をつかさどる。 

一 総務課人事係の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 その他総務課人事係の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 

（課長補佐（財務担当）） 

第５条 課長補佐（財務担当）は、次の事務をつかさどる。 

一 総務課経理係、契約係、図書係及び施設係（以下｢財務系｣という。）の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 概算要求等に関すること。 

三 会計の監査に関すること。 

四 財務会計決議書等の照査に関すること。 

五 大型設備の調達に関すること。 

六 物品の調達（図書の発注を除く。）に関すること。 

七 役務に関すること。 

八 調達関連の各種統計調査に関すること。 

九 その他総務課財務系の所掌事務のうち、特に重要な事務に関すること。 

（専門職員（評価等担当）） 

第６条 専門職員（評価等担当）は、次の事務をつかさどる。 

一 自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

二 日本技術者教育認定制度の事務に関すること。 

三 教育データベースの整備に関すること。 

（総務係） 

第７条 総務係は、次の事務をつかさどる。 

一 本校の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 儀式、その他諸行事に関すること。 

三 運営委員会、教員会議その他総務課の他の係に属しない会議等に関すること。 

四 公印の管守に関すること。 

五 文書及び郵便物の接受並びに発送に関すること。 

六 他の係に属しない調査・報告に関すること。 

七 学則等の制定及び改廃に関すること。 

八 情報公開に関すること。 

九 個人情報保護に関すること。 

十 校内の警備取締に関すること。 

十一 その他他の課、係に属しない事項に関すること。 

（人事係） 

第８条 人事係は、次の事務をつかさどる。 

一 教職員の人事管理及び雇用(社会保険・労働保険等)に関すること。 

二 教職員の任免、給与（計算及び支給）、服務及び兼業等に関すること。 

三 教職員の退職手当に関すること。 
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四 教職員の労働時間及び休暇に関すること。 

五 教職員の賞罰に関すること。 

六 共済組合に関すること。 

七 教職員の福祉及び災害補償に関すること。 

八 教職員の衛生管理に関すること。 

九 教職員の出張及び研修に関すること（経理に関することを除く。）。 

十 栄典、表彰に関すること。 

十一 その他人事に関すること。 

（企画係） 

第９条 企画係は、次の事務をつかさどる。  

一 産学官・地域連携事業に関すること（経理に関することを除く。）。 

二 地域開放事業（公開講座、広報事業等）に関すること。 

三 工業所有権等の知的財産権に関すること。 

四 競争的資金及び外部資金等の獲得支援及び受入・報告に関すること。（国際交流に関することを除く。） 

五 内地研究員及び在外研究員等に関すること。 

六 学則等の制定及び改廃に関すること。 

七 インターンシップ学生の受入れに関すること。 

八 広報に関すること。 

九 その他企画に関すること。 

（情報サービス係） 

第１０条 情報サービス係は、次の事務をつかさどる。  

一 事務情報化の企画・立案に関すること。 

二 事務情報に係る連絡調整及び助言・指導に関すること。 

三 ＷＥＢ（ホームページ及びグループウェア）の管理、運用に関すること。 

四 情報セキュリティに関すること。 

五 ソフトウェアの管理に関すること。 

六 その他事務情報に関すること。 

（経理係） 

第１１条 経理係は、次の事務をつかさどる。 

一 予算及び決算に関すること。 

二 会計の諸規程に関すること。 

三 資産に関すること。 

四 宿舎に関すること。 

五 収入及び支出に関すること。 

六 現金及び有価証券に関すること。 

七 旅費の計算及び支給に関すること。 

八 競争的資金及び外部資金等の経理に関すること。 

九 営繕工事の入札業務に関すること。 

十 その他経理に関すること。 

（契約係） 

第１２条 契約係は、次の事務をつかさどる。 

一 備品、消耗品、役務及び修理等（図書の発注を除く。）の契約に関すること。 

二 物品の管理（登録・処分）に関すること。 

三 共用車の管理に関すること。 

四 寄贈物品等の受入れに関すること。 

五 その他契約に関すること。 

（図書係） 

第１３条 図書係は、次の事務をつかさどる。  

一 図書の受入れ、収集、整理及び管理に関すること。  

二 図書の貸出、閲覧及び案内に関すること。 

三 図書館間の相互協力（貸借、文献複写等）に関すること。 

四 図書の統計調査に関すること。 

五 図書の調達に関すること。 

六 図書の製本に関すること。 

七 その他図書に関すること。 

（施設係） 

第１４条 施設係は、次の事務をつかさどる。 

一 施設整備の計画に関すること。 

二 営繕工事の設計、施工及び検査に関すること。 

三 営繕工事の請負契約に関すること。 

四 土地、建物及び工作物等の維持保全に関すること。 

五 施設マネジメントに関すること。 

六 光熱水料に関すること。 

七 構内の清掃に関すること。 

八 ボイラーの管理に関すること。 

九 安全管理に関すること。 
十 防火・防災に関すること。 
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十一 その他施設に関すること。 

（学生課） 

第１５条 学生課に、課長補佐並びに次の専門職員及び係を置く。 

一 専門職員（入試担当） 

二 教育支援係 

三 生活支援係 

四 寮務係 

（課長補佐） 

第１６条 課長補佐は、次の事務をつかさどる。 

 一 学生課の事務の総括及び連絡調整に関すること。 

二 教育課程の編成、実施に係わる専門的事項に関すること。 

三 教育システム点検・改善に関すること。 

四 入学者の選抜に係わる専門的事項に関すること。 

五 他機関との各種協定及び単位互換制度に関すること。 

六 留学生の受入及び支援に関すること。 

七 他機関で実施する学生の企画事業に関すること。 

八 その他学生課の所掌事務のうち、各係に属しない事項に関すること。 

（専門職員（入試担当）） 

第１７条 専門職員（入試担当）は、次の事務をつかさどる。 

一 入学者の選抜に関すること。 

二 学生の募集に関すること。 

三 入学志願者確保のための統計調査及び情報分析に関すること。 

四 入試の広報に関すること。 

五 入試及び教務の連絡調整に関すること。 

（教育支援係） 

第１８条 教育支援係は、次の事務をつかさどる。 

一 教育課程の編成、実施に関すること。 

二 学生の考査、成績に関すること。 

三 学生の修学支援に関すること。 

四 学生のインターンシップ、学外研修の事務に関すること。 

五 学生の学籍等の記録・保管に関すること。 

六 学生の諸届、諸証明に関すること（他係の所掌に属するものを除く。）。 

七 教務の会議及び学生の諸行事に関すること。 

八 非常勤講師に関すること。 

九 ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 

十 教務及び入試に関し、連絡調整すること。 

十一 その他学生課の所掌事務で他の係に属しない事項に関すること。 

（生活支援係） 

第１９条 生活支援係は、次の事務をつかさどる。 

一 厚生補導に関すること。 

二 課外活動に関すること。 

三 生活相談に関すること。 

四 就職支援に関すること。 

五 就学支援金に関すること。 

六 奨学金及び経済支援に関すること。 

七 授業料等の免除、猶予及び分納に関すること。 

八 日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 

九 学生の旅客運賃割引証に関すること。 

十 福利厚生に関すること。 

十一 学生の保健管理に関すること。 

十二 その他学生の支援に関すること。 

（寮務係） 

第２０条 寮務係は、次の事務をつかさどる。 

一 学生の入寮及び退寮に関すること。 

二 寮生の福利厚生に関すること。 

三 学生寮の防火・防災に関すること。 

四 学生寮に関する統計諸調査及び報告に関すること。 

五 寮生の生活支援に関すること。 

六 寮生の保健管理に関すること。 

七 学生寮の宿日直に関すること。 

八 学生寮の管理運営に関すること。 

九 学生寮の将来計画（適正定員等）の分析に関すること。 

十 厦門理工学院との相互交流に関すること。 

十一 その他寮生の支援に関すること。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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佐世保工業高等専門学校危機管理規程（平成２３年５月３１日制定） 
 

（目的） 
第１条 この規程は, 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）において発生することが予想される様々

な事象に伴う危機に組織的に迅速かつ的確に対処するため，本校における危機管理体制及び危機事象発生時の基
本的な対処方法等に関し，必要な事項を定めることにより，本校の学生，教職員（非常勤職員を含む。以下同じ）
及び近隣住民（以下「学生等」という。）の安全並びに本校教育研究活動の確保を図るとともに，本校が社会的
な責任を果たすことを目的とする。 
（定義） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 危機管理 次条に定める危機事象の原因と状況を把握，予知又は分析し，その事象によってもたらされる事

態を想定することにより，被害や影響を回避又は軽減し、最小限に抑制するための適切な対応を行うことをい
う。 

二 部局 一般科目，各学科，専攻科，図書館，情報処理センター，総合技術教育研究センター，技術室及び事
務部をいう。 

三 部局長 前号に規定する部局の長をいう。 
（対象とする事象） 

第３条 この規程において対象とする事象（以下「危機事象」という。）は、次の各号のいずれかに該当するもの
とする。 
一 教育研究活動の遂行に重大な支障のある事態 
二 学生等の安全に係わる重大な事態 
三 施設管理上の重大な事態 
四 社会的影響の大きな事態 
五 本校に対する社会的信頼を損なう事態 
六 前各号と同等以上の重要な事態 
（校長等の責務） 

第４条 校長は，本校における危機管理を統括し，その充実に努めなければならない。 
２ 副校長（教務主事）は，校長を補佐し，本校における危機管理の充実に努めなければならない。 
３ 次条に定めるリスク管理員は，他部局と連携を図りつつ，当該部局における危機管理の充実に努めなければな

らない。 
４ 校長，副校長（教務主事）及びリスク管理員は，法令及び本校の学内規定に従い，学生等が本校に起因する危

機により被害等を被ることがないよう，常に配慮しなければならない。 
５ 校長，副校長（教務主事）及びリスク管理員は，危機管理に当たり，学生等に対し必要な情報提供に努めなけ

ればならない。 
６ 教職員は，その職務の遂行に当たり，危機管理に努めなければならない。 

（リスク管理員） 
第５条 各部局における危機管理の責任者としてリスク管理員を置く。 
２ リスク管理員は，次に掲げる者をもって充てる。 

一 部局長 
二 その他校長が必要と認めた者 
（リスク管理室の設置） 

第６条 本校に，危機管理を総合的かつ計画的に推進するため，リスク管理室を置く。 
（リスク管理室の業務） 

第７条 リスク管理室は、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 危機事象への対処に関すること。 
二 危機管理に関する情報の収集分析及び周知に関すること。 
三 危機管理ガイドライン及び危機管理マニュアルの策定並びに周知に関すること。 
四 危機管理に関する教育，研修，訓練等に係る企画，立案及び実施に関すること。 
五 危機管理対策の評価及び見直しに関すること。 
六 緊急時の組織体制及び情報伝達方法の整備並びに周知に関すること。 
七 危機管理に関し，機構本部リスク管理対策本部と相互連携を図ること。 
（リスク管理室の組織） 

第８条 リスク管理室は，次に各号に掲げる者をもって組織する。 
一 副校長（教務主事） 
二 学生主事及び寮務主事 
三 事務部長 
四 総務課長及び学生課長 
五 その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の室員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし，補欠又は増員による室員の任期は，前任者又
は現任者の残任期間とする。 
（リスク管理室の室長） 
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第９条 リスク管理室に室長を置き，前条第１項に掲げる室員のうちから校長が指名する。 
２ 室長は，リスク管理室の業務を掌理する。 
３ 室長に事故あるとき，室長が指名した室員が，その職務を代行する。 

（リスク管理室員以外の者の出席） 
第１０条 リスク管理室長が必要と認めたときは，その都度リスク管理室員以外の者を会議に出席させ，当該事項に

ついて意見を述べさせることができる。 
（通報窓口） 

第１１条 本校における危機事象の通報窓口は，総務課とする。 
（危機事象に関する通報等） 

第１２条 学生及び教職員は，緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見したときは，
直ちに総務課に通報しなければならない。 

２ 前項の通報を受けた総務課は、直ちに関係する部局のリスク管理員に連絡するとともに，他の学内規定において
当該危機事象発生の通報について定めている場合は、当該学内規定等に従い，直ちに連絡するものとする。 

３ 総務課及び前項の連絡を受けたリスク管理員は，当該危機の状況を確認の上、直ちにリスク管理室長に連絡する
とともに，緊急に必要な措置を講じた場合においては，その旨も報告するものとする。 

４ 前項の連絡を受けたリスク管理室長は，直ちに校長に報告するとともに，当該危機事象の対処について他の学内
規定等に定めがない場合は，校長及び関係部局のリスク管理員と対処方針等を協議するものとする。ただし，第１
６条第１項に該当する場合を除く。 

５ 前項の協議により対処方針等を決定したときは，次条により危機対策本部を設置する場合を除き，リスク管理室
が対処に当たるものとする。 
（対策本部の設置） 

第１３条 校長は，危機事象の対処のために必要と判断する場合は，当該危機事象に係る危機対策本部（以下「対策
本部」という。）を設置するものとする。 

２ 対策本部は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 
一 校長 
二 副校長（教務主事） 
三 学生主事及び寮務主事 
四 事務部長 
五 関係部局のリスク管理員 
六 総務課長及び学生課長 
七 その他校長が必要と認めた者 
３ 対策本部に本部長を置き，校長をもって充てる。 
４ 本部長は，対策本部の業務を総括する。 
５ 対策本部に本部長を補佐するため副本部長を置き，リスク管理員の中から校長が指名する者をもって充てる。
６ 対策本部の事務は，総務課が主管し，関係各課から事務部長の指名する者が参画する。 
７ 本部長は，危機事象への対処により，対策本部の役割を完了したと判断したときは，対策本部を解散するものと

する。 
（対策本部の権限） 

第１４条 対策本部は，本部長の指揮の下に，危機事象に迅速に対処しなければならない。 
２ 職員及び学生は，対策本部の指示に従わなければならない。 
３ 対策本部は，危機事象の処理に際し，緊急を要する場合には，本校の学内規定等により必要とされる手続きの省

略又は当該手続きを対策本部が行うことができる。対策本部は、当該手続きを省略した場合においては，危機事象
の対処の終了後に，必要な報告をしなければならない。 
（機構本部リスク管理本部等との連携） 

第１５条 対策本部は，危機管理を総合的かつ有機的に実施するため，機構本部リスク管理本部と相互連携を図るも
のとする。必要に応じて関係行政機関及び保護者等と連携して対応するものとする。 
（部局における危機への対処等） 

第１６条 リスク管理員は，当該部局のみに係る危機事象であって当該部局限りで対処することが適切と判断する危
機事象については，その内容，対処方針，対処状況等をリスク管理室長に報告し，了解を得るものとする。 

２ リスク管理員は、当該部局のみに係る危機事象であっても，本校として対処すべきものと判断する場合は，リス
ク管理室長を経由して校長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。 
（校長が不在の時の措置） 

 第１７条 校長が出張等により不在の場合は，副校長（教務主事）が、この規程に基づき，危機管理に対処するも
のとする。 
（事務） 

第１８条 危機管理に関する事務は，総務課が行う。 
（秘密保持の義務） 

第１９条 本校のリスク管理又は危機対策に関する業務に従事する職員は．その業務に関して知ることができた秘密
を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。 

 

 （出典 佐世保高専規程集）
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資料 11－１－②－５

緊急対応マニュアル 

（表紙） 

 

（目次） 

 

 

（出典 緊急対応マニュアル）
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資料 11－１－②－６

緊急連絡サイト 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 11－１－②－７

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校には管理運営のための諸規則があり，その規定に則って，運営委員会等の各種委員会を系統的

に組織している。また事務組織についても，事務組織規程等を定め，規定に則ってその体制が系統的

に組織されている。これにより，教員と事務職員の連携の下に管理運営に関する各種委員会及び事務

組織が効果的に活動している。また，危機管理に関しても同様に規定で定め，必要に応じて校長を本

部長とする危機対策本部を設置し，対処する体制となっている。 

以上のことから，管理運営の諸規定が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動し，危機管理に係る体制も整備されている。 
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観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総

合的な状況に対して行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

自己点検・評価に関する活動は，自己点検・評価委員会が規則に従って実施している（資料11－２

－①－１）。委員会メンバーは，教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長，総務課長，学生課長など

である。学校全体の自己点検・評価として，各部署が本校の中期計画に基づく年度計画について提出

した年度計画実績報告書を元に，自己点検・評価委員会が各項目の点検・評価を行い，達成状況を各

部署に報告している（資料11－２－①－２（別添Ｐ11－１））。各部署は，各項目についての達成状況

を踏まえて，次年度計画の立案を行っている。 

自己点検・評価活動に加えて，外部評価実施要項を定め，５年ごとに外部有識者を委員とする外部

評価を実施し，その結果を公表している（資料11－２－①－３，４）。また，平成21年度には日本技術

者教育認定機構（JABEE）による継続審査を受け，認定されている（資料11－２－①－５）。 

観点 11－２－①資料一覧 

（資料 11－２－①－１） 自己点検・評価委員会規則         出典：佐世保高専規程集

（資料 11－２－①－２） 年度計画実績報告書（抜粋）        出典：総務課資料 

（資料 11－２－①－３） 外部評価実施要項             出典：佐世保高専規程集

（資料 11－２－①－４） 外部評価報告書のページ          出典：本校ウェブサイト

（資料 11－２－①－５） JABEE 認定審査結果 

                   出典：JABEE 技術者教育プログラム認定審査結果報告書
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資料11－２－①－１

佐世保工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則（平成１６年４月１日制定）  

 

（設置）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）学則第１条の２の規定に基づき、本校に

おける教育研究活動等の状況と今後の展望に関し必要な事項を審議するため、佐世保工業高等専

門学校自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。  

一 自己点検・評価の実施方法等に関すること。  

二 自己点検・評価項目の設定に関すること。  

三 自己点検・評価の実施報告書の編集に関すること。  

四 その他自己点検・評価に関すること。  

五 外部評価に関すること。  

（組織）  

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

 一 教務主事、学生主事及び寮務主事  

二 専攻科長  

三 校長が指名する者  

四 総務課長及び学生課長  

２ 前項第３号の委員の任期は１年とし、再任を妨げない。  

３ 第１項第３号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（委員長）  

第４条 委員会の委員長は、委員のうちから校長が指名する者をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（会議）  

第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。  

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。  

（専門委員会）  

第７条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。  

２ 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。  

（事務）  

第８条 委員会の事務は、総務課において処理する。  

（雑則）  

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料 11－２－①－３

 

佐世保工業高等専門学校外部評価実施要項（平成１６年４月１日制定）  
 

（目的）  
第１ この要項は、佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究活動等の状況に係る自
己点検及び評価の結果等について、外部の有識者による検証（以下「外部評価」という。）を行い、教育
研究体制等の改善に資することを目的とする。  

（設置）  
第２ 本校に、佐世保工業高等専門学校外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

（評価事項）  
第３ 委員会は、次の各号に掲げる事項を評価する。  
 一 教育理念及び教育目標に関すること。  

二 教育活動に関すること。  
三 学生生活に関すること。  
四 研究活動に関すること。  
五 地域社会及び産業との連携に関すること。  
六 その他学校の管理運営に関すること。  
（組織）  

第４ 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから校長が委嘱した委員をもって組織する。  
一 大学、高等専門学校等高等教育機関の教員等及び経験者  
二 本校の所在する地域の教育関係者  

 三 地方自治体の関係者  
四 地域産業界の関係者  
五 報道機関の有識者  
六 本校卒業生の代表者  
七 その他校長が必要と認める者  
（委員長）  

第５ 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。  
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。  

（実施方法）  
第６ 外部評価は、次の各号に掲げる事項により実施する。  

二 本校の自己点検・評価報告書及び資料による調査  
三 本校で実施するヒアリング、実地調査等  
（報告）  

第７ 委員会は、評価の結果を校長に報告する。  
（改善）  

第８ 校長は、外部評価に基づき、改善のための諸方策を講じるものとする。  
（報告書の公開）  
第９ 自己点検・評価委員会は、報告書を作成し、公開するものとする。  
（事務）  
第１０ 委員会の事務は、総務課において処理する。 

 

（出典 佐世保高専規程集）
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資料 11－２－①－４

外部評価報告書のページ 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 11－２－①－５

JABEE 認定審査結果 

 

（出典 JABEE 技術者教育プログラム認定審査結果報告書）
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（分析結果とその根拠理由） 

学校全体の総合的な活動に対しての自己点検・評価は，自己点検・評価委員会により適切に行われ，

その結果は，自己点検･評価報告書，外部評価報告書として、冊子やウェブページで公表されている。

また，第三者評価の一つであるJABEEの継続審査を受け，認定も得ている。 

以上のことから，自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総合

的な状況に対して行われ，その結果が公表されている。 
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観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者による検証が実施されているか。 

（観点に係る状況） 

外部評価実施要項（資料11－２－①－３参照）により外部有識者を指名し（資料11－２－②－１），

原則５年に一度，外部評価委員会を開催し，外部評価を行っている。近年では，平成20年度と平成24

年度に外部評価委員会が開かれた（資料11－２－②－２）。外部評価委員会は自己点検・評価報告書を

基に評価を行い，その評価結果は自己点検・評価報告書とともに「外部評価報告書」（資料11－２－②

－３）に記載されている。その「外部評価報告書」を近隣教育機関に配布すると同時に，本校ウェブ

サイトに掲載している（資料11－２－①－４参照）。 

観点 11－２－②資料一覧 

（資料 11－２－②－１）  外部評価委員（外部有識者）  出典：平成 24 年度 外部評価報告書

（資料 11－２－②－２）  外部評価委員会開催実績    出典：総務課資料 

（資料 11－２－②－３）  外部評価報告書        出典：平成 24 年度 外部評価報告書
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資料11－２－②－１

平成24年度 外部評価委員 

○大学、高等専門学校等高等教育機関の教員等及び経験者 

九州大学工学部長 ○○○○ 

長崎県立大学長 ○○○○ 

○本校の所在する地域の教育関係者 

佐世保市中学校長会 会長（佐世保市立山澄中学校 校長） ○○○○ 

○地方自治体の関係者 

佐世保市長 ○○○○ 

○地域産業界の関係者 

佐世保重工業株式会社 常務執行役員 佐世保造船所長 ○○○○ 

長菱エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 

株式会社西日本流体技研 代表取締役社長 ○○○○ 

○報道機関の有識者 

株式会社長崎新聞社 取締役 佐世保支社長 ○○○○ 

○本校卒業生の代表者 

佐世保工業高等専門学校同窓会 会長 ○○○○ 

（敬称省略） 

 

（出典 平成24年度 外部評価報告書）

資料 11－２－②－２

外部評価委員会開催実績 

 

○平成 20 年度 

日 時：  平成２１年３月１７日（火）13：30～16：30 

場 所：  佐世保工業高等専門学校 一般教科棟１階 多目的教室 

評価項目： 学生（本科）の教育について 

      専攻科の教育について 

      学生生活について 

      学生の寮生活について 

      地域連携及び産学官交流について 

      広報活動について 

評価結果の公表： 外部評価報告書を発行するとともに本校ウェブサイトに掲載 

 

○平成 24 年度 

日 時：  平成２５年３月２０日（水・祝）13：30～16：30 

場 所：  佐世保工業高等専門学校 一般教科棟１階 多目的教室 

評価項目： 学生（本科）の教育について 

        専攻科の教育について 

        学生指導・生活指導について 

        学生の寮生活について 

        社会との連携について 

        広報活動について 

評価結果の公表： 外部評価報告書を発行するとともに本校ウェブサイトに掲載 

 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

外部の有識者により組織された外部評価委員会が定期的に開催され，「外部評価報告書」を刊行して

いる。 

以上のことから，自己点検・評価の結果について，外部有識者による検証が実施されている。 

資料 11－２－②－３

外部評価報告書 

（表紙） 

 

（目次） 

 

（出典 平成 24 年度 外部評価報告書）
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観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

びつけられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況） 

管理運営に関しては，自己点検・評価結果をフィードバックして改善を行うシステム（PDCA）を整

備している（資料11－２－③－１）。本校の主要委員会である教務主事室,学生主事室,寮務主事室,専

攻科委員会及び各種委員会が立案し（Plan）,各担当部署（各科・専攻科及び各課）が実施する（Do）。

その結果を自己点検・評価委員会がチェックする（Check）。その点検結果を運営委員会に答申し，運

営委員会で議論され，各主事室及び専攻科委員会等に改善を要請する。各主事室及び専攻科委員会等

が改善策や具体的計画を立て，各学科・専攻科及び関係部署等において改善を実施する（Action）シ

ステムとなっている。 

具体的な改善例として，平成20年度に実施した外部評価委員会からの指摘事項として地域連携活動

に関する意見・提言を受けた（資料11－２－③－２）。そこで，自己点検・評価委員会を通して運営委

員会で議論され，改善の施策として２つの方針が決定された。一つは地域ニーズの掘起しと学生教育・

研究とを絡ませた取り組みとして数か月から１年間の「長期インターンシップの実施」であり，二つ

目は地域連携としての共同研究促進の拠点となる「地域共同テクノセンターの設置」である。これら

の実現に向け校長補佐（地域連携担当）を中心とした総合技術教育研究センターと西九州テクノコン

ソーシアムが連携協力して地域連携活動に取り組んできた（資料11－２－③－３）。その結果，長期イ

ンターンシップは平成23年度から各学科１名が参加して実施に至った（資料11－２－③－４）。また，

地域共同テクノセンターは，平成24年度に開所の運びとなった（資料11－２－③－５）。 

観点 11－２－③資料一覧 

（資料 11－２－③－１） 教育点検システムの構成          出典：本校ウェブサイト

（資料 11－２－③－２） 外部評価委員からの意見・提言 出典：平成 20 年度 外部評価報告書

（資料 11－２－③－３） 運営委員会資料（校長補佐（地域連携担当））出典：運営委員会資料 

（資料 11－２－③－４） 長期インターンシップ実施報告書      出典：機械工学科資料 

（資料 11－２－③－５） 地域共同テクノセンター開所記念式     出典：本校ウェブサイト
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資料 11－２－③－１

教育点検システムの構成 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料 11－２－③－２

外部評価委員から「地域連携及び産学官交流について」に関する意見・提言 

 

＜意見・提言：○○委員＞ 

・現在、地域貢献というのは、各教育機関に求められているものと考えるが、特に貴校の場合、

県北地区に唯一の工科系高等教育機関としての役割は大きいと考えるので、積極的に地元企業

のニーズをくみ取ることが重要と考える。 

 

＜意見・提言：○○委員＞ 

・高専が西九州テクノコンソーシアムという産学官民組織の中心的役割ではあるが、地域にとっ

てなくてはならない存在感を出して欲しい。 

・そのためにはシーズ研究だけでなくニーズ：出口を見据えた事業の発掘と取り組みが必要で企

業や地域を考えると一次産業（農業・水産業）を含めた連携事業を模索して欲しい。 

 

＜意見・提言：○○委員＞ 

・卒業生の地元就職が少ないなかで、企業との連携は、地元に目を向ける一つの効果になると思

います。 

 

（出典 平成 20 年度 外部評価報告書 抜粋）
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資料 11－２－③－３

運営委員会資料（校長補佐（地域連携担当）兼 総合技術教育研究センター長） 

 

（出典 運営委員会資料）
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 資料11－２－③－４

 

（出典 機械工学科資料）
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資料11－２－③－５

地域共同テクノセンター開所記念式 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由） 

学校の活動を総合的に評価・改善するシステムが整備されている。このシステムは，評価結果をフ

ィードバックし，目的達成に向けた改善へと結びつけるPDCAサイクルとして機能している。 

以上のことから，評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結び

付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されている。 
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観点11－３－①： 外部有識者の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されている

か。 

（観点に係る状況） 

平成20年度と平成24年度に外部評価委員会を開催し，外部評価を行っている。外部評価委員会にお

いて，本校が事前に設定した評価項目（資料11－３－①－１）に対する取組と自己評価について報告

を行い，外部評価委員による評価，意見・提言を報告書として取りまとめ，「外部評価報告書」（資料

11－２－②－３参照）として本校ウェブサイトに掲載している（資料11－２－①－４参照）。外部評価

委員会の意見・提言を受け，新たに校長補佐（広報担当）を配置するなどの改善を行い，管理・運営

に活かしている（資料11－３－①－２）。 

また，平成18年度の機関別認証評価や平成21年度のJABEEによる第三者評価においては，管理運営に

関する指摘事項はなかったが，高専機構の方針に則り，平成21年度に全学的な教育研究支援及び地域

貢献などへの対応の充実を目的として技術室を設置する改善を行った（資料11－３－①－３）。 

観点 11－３－①資料一覧 

（資料 11－３－①－１） 外部評価委員会評価項目     出典：平成 20 年度 外部評価報告書

（資料 11－３－①－２） 外部評価委員からの提言を受けての改善例 

                            出典：平成 20 年度 外部評価報告書

（資料 11－３－①－３ ）技術室規程           出典：佐世保高専規程集 
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資料 11－３－①－１

外部評価委員会 評価項目 

（出典 平成 20 年度 外部評価報告書 抜粋）
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資料 11－３－①－２

 外部評価委員からの提言を受けての改善例 

 

＜平成 20 年度 外部評価委員 意見・提言：○○委員＞ 

計画に対しての結果は、自己評価されている通り、良かったと思います。然しながら、“広

報”の定義からすれば、計画されている内容は局所的すぎます。佐世保高専の広報に関し全体

的な広報のガイドラインを作り、一目で佐世保高専の広報活動や流れがわかり、一人では佐世

保高専の広報は出来るわけではないので、各々広報活動の責任所掌を明確にすべきです。 

 

 

＜提言を受けての改善内容＞ 

   広報に関しての責任所掌については、これまで広報委員会はありましたが、新たに広報に関

して校長の業務を補佐する校長補佐（広報担当）（平成 25 年度から（広報・国際交流担当）に

名称変更）を配置し、広報活動に関する責任所掌を明確にした。 

 

（出典 総務課資料）
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資料 11－３－①－３

佐世保工業高等専門学校技術室規程（平成２１年４月１日制定） 
 

（設置）  
第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則（独立行政法人国立高等専門学校

機構規則第４号）第１２条及び佐世保工業高等専門学校学則第６条の規定に基づき、佐世保工業高等専門学校（以
下「本校」という。）に、技術室を置く。  
（目的）  

第２条 技術室は、本校の学科等の要請に基づき、技術・技能を要する専門業務を行うことにより、本校における
教育研究等の業務を支援する。  
（業務）  

第３条 技術室は、次に掲げる業務を行う。  
一 実験・実習における教育の補助及び技術指導に関すること。  
二 教育研究に必要な技術業務、技術開発及び教材作成に関すること。  
三 情報システム基盤の維持・管理に関すること。  
四 実験室、実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。  
五 地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。  
六 技術の向上・継承に関すること。  
七 技術職員の研修の企画、立案及び実施に関すること。  
八 技術職員の養成に関すること。  
九 学校行事への支援に関すること。  
十 本校の業務の技術支援に関すること。  
十一 その他技術室に関すること。  
（組織）  

第４条 技術室に、次に掲げる職員を置く。  
一 技術室長  
二 技術長  
三 副技術長  
四 技術専門職員  
五 技術職員（建物及び施設の営繕、保守並びに管理に関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術

職員を除く。）  
六 その他必要な職員  

２ 技術室に、次の班及び班長を置き、各業務に従事する。  
一 第１技術班 主に電気・情報・制御、情報処理センターに関する業務  
二 第２技術班 主に物質・生物・物理・化学、環境マネジメントに関する業務  
三 第３技術班 主に実習指導・研究機器製作、実習工場に関する業務  
（技術室長）  

第５条 技術室長は、本校の教授の中から校長が選任する。  
２ 技術室長は、校長の命を受け、技術室の業務を統括する。  
３ 技術室長の任期は、２年とする。ただし、技術室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残余期間
とする。  

（技術長）  
第６条 技術長は、技術専門員又は技術専門職員の中から校長が選任する。  
２ 技術長は、技術室長の命を受け、技術専門員、技術専門職員及び技術職員の業務を総括する。  

（副技術長）  
第７条 副技術長は、技術専門員又は技術専門職員の中から校長が選任する。  
２ 副技術長は、上司の命を受け、専門的見地から技術長を補佐し、必要に応じ、連絡調整、技術職員の技術的な

指導、育成を行う。  
（班長）  

第８条 班長は、技術専門職員をもって充てる。  
２ 班長は、上司の命を受け、班の業務を取りまとめ、円滑な業務遂行に努め、必要な連絡調整を行う。  

（技術専門員）  
第９条 技術室に技術専門員を置くことができる。  
２ 技術専門員は、上司の命を受け、極めて高度の専門的知識又は技術をもって、業務に従事する。  

（技術専門職員）  
第１０条 技術専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は技術をもって、業務に従事する。  

（運営委員会）  
第１１条 技術室の運営に関する基本的な事項を審議するため、技術室運営委員会（以下「委員会」という。）を

置く。  
２ 委員会の組織、運営については、別に定める。 
（雑則）  
第１２条 この規則に定めるもののほか、技術室の運営に関し必要な事項は別に定める。 

（出典 佐世保高専規程集）
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（分析結果とその根拠理由） 

定期的に外部有識者による外部評価や第三者評価を行っており，外部評価委員会の意見や提言を改

善に結び付け，第三者評価による指摘事項の有無に関わらず，改善活動に取り組んでいる。 

以上のことから，外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されている。 
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観点11－３－②： 学校の目的を達成するために、外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

（観点に係る状況） 

本校の教育理念にある「豊かな教養と人間性，国際性を備え，社会に貢献できる人材を育成する」

や教育目標にある「豊かな教養と倫理観を身につけ，地球的な視野で人類の幸福のために貢献できる

能力を養成する」を達成するために，本校は早くから海外の大学との間に教育協定を締結してきた（資

料11－３－②－１）。また，平成16年度から文部科学省が強く推進してきた「現代的教育ニーズ取組支

援プログラム（現代ＧＰ）」や「質の高い大学教育推進プログラム（教育ＧＰ）」（資料11－３－②－２）

などに積極的に応募してきた。そのような取り組みから，平成17年度からは中国の厦門理工学院と学

生の相互派遣に関するプログラム（資料11－３－②－３）に採択され，学生の異文化理解の促進や国

際性の涵養に努めてきた。更に平成21年度からはスウェーデンや韓国，中国の各教育協定校の学生を

交えて，環境問題やエネルギー問題など一つのテーマを決めて英語で議論する若年技術者国際交流ネ

ットを開催するなど，国際的協業によって外部の教育力を十分に活用している（資料11－３－②－４）。

更に，平成20年度から外部機関の教育力活用の目的で「企業技術者等活用プログラム」を実施し，年

間約24人の企業技術者に講義・講演を依頼・実施している（資料11－３－②－５）。 

準学士課程と専攻科課程の学生のインターンシップは，県内外の企業で実施している。特に準学士

課程４年次においては，ほぼ全員の学生がインターンシップに参加している。また，平成23年度から

開始された長期インターンシップ制度は，地元企業での試験測定や開発実務の一部を担当するもので

あり，希望する学生に対して実施されている（資料11－３－②－６）。 

観点11－３－②資料一覧 

（資料11－３－②－１） 国際学術交流協定校一覧             出典：学校要覧 

（資料11－３－②－２） ＧＰについて            出典：文部科学省ウェブサイト

（資料11－３－②－３） 「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」成果報告書 

              出典：成果報告書

（資料11－３－②－４） 「国際的協業による実践的若年技術者の育成」成果報告書 

                                    出典：成果報告書

（資料11－３－②－５） 企業技術者等活用プログラム実績         出典：総務課資料

（資料11－３－②－６） 長期インターンシップに参加した学生の感想文   出典：沖新通信 
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資料11－３－②－１

国際学術交流協定校一覧 

（出典 学校要覧 抜粋）

資料 11－３－②－２

ＧＰについて 

 

3.GP を支えるプログラム 

 文部科学省では、「Good Practice」をキーワードとして、教育の質向上に向けた取組や政策課題

対応型の優れた取組など、大学における学生教育の質の向上を目指す個性・特色のある優れた取組

を選び、その取組をサポートしています。文部科学省では、これらのサポートのためのプログラム

として、「特色ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）」と「現代的教育ニーズ取組支援プログラ

ム（現代ＧＰ）」及び「質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）」を実施しています。  平成

21 年度からは「大学教育・学生支援事業」のテーマ A「大学教育推進プログラム」において大学教

育改革の取組を推進しています。 

（出典 文部科学省ウェブサイト）
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資料11－３－②－３

現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP） 

「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」(取組期間 2005～2008年度)2008年度成果報告書 

 

（表紙）                 （取組概要図） 

 

 

（出典 「日中相互交流による実践的若年技術者の育成」 成果報告書）
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資料11－３－②－４

大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム 

「国際的協業による実践的若年技術者の育成」（取組期間 2009年～2011年度）2011年度成果報告書 

 

（表紙）                  （取組概要図） 

 

 

 

（出典 「国際的協業による実践的若年技術者の育成」 成果報告書）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校では，海外協定校との学生の相互派遣プログラムを継続的に実施している。さらに，「企業技術

者等活用プログラム」も実施するなど，外部教育力を有効に活用する努力をしている。また学生は，

県内外の企業で実施するインターンシップや長期インターンシップに積極的に参加している。 

以上のことから，学校の目的を達成するために、外部の教育資源を積極的に活用している。 

資料11－３－②－５

企業技術者等活用プログラム実績 

 

 

（出典 総務課資料）

資料 11－３－②－６

長期インターンシップに参加した学生の感想文 

（出典 沖新通信（広報誌） 抜粋）
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観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報

を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

（観点に係る状況） 

本校では，教育研究活動等の状況について，本校ウェブサイトで情報を発信している（資料11－４

－①－１）。該当ページには，トップページのバナーから直接アクセスすることができるようになって

いる。 

また，年に一度「研究報告」（資料11－4－①－２）を発刊している。研究報告には教員の教育研究

活動の成果が記されており，研究論文の他に研究活動一覧も載せている。この他，「佐世保高専技術シ

ーズ集」（資料11－４－①－３）も発刊しており，全教員の研究内容や研究設備を紹介している。これ

ら二つの冊子は，本校ウェブサイト上でも公開されている。さらに即時的な情報源として，本校ウェ

ブサイトに「研究者情報システム」（資料11－４－①－４）を整備し，教員個人の教育・研究活動状況

や成果を掲載している。 

観点 11－４－①資料一覧 

（資料 11－４－①－１） 教育情報の公表              出典：本校ウェブサイト

（資料 11－４－①－２） 研究報告                 出典：研究報告第 49 号 

（資料 11－４－①－３） 「佐世保高専技術シーズ集」        出典：技術シーズ集 

（資料 11－４－①－４） 研究者情報システム            出典：本校ウェブサイト
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資料 11－４－①－１

教育情報の公表 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料11－４－①－２

研究報告 （CiNii（NII論文情報ナビゲータ[サイニィ]）に掲載中 

（本校ウェブサイト（図書館）よりリンク） 

 

（出典 研究報告第49号 抜粋）
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資料 11－４－①－３

技術シーズ集 

 

（表紙）                  （本文） 

 

 

（出典 佐世保高専技術シーズ集）
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資料11－４－①－４

研究者情報システム 

 

 
 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の教育研究活動等の状況について，本校ウェブサイトで情報を発信し，アクセスしやすい手段

を講じている。 

また，「研究報告」と「佐世保高専技術シーズ集」を毎年発刊，本校ウェブサイトでの公開により，

教育研究活動を広く社会に発信している。さらに，「研究者情報システム」を本校ウェブサイト上で運

営することも行っている。 

以上のことから，高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を

広くわかりやすく社会に発信している。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・校長が全体を把握しリーダーシップをとれる体制となっている。 

・教育研究活動等の状況について，本校ウェブサイトで情報をアクセスしやすく発信している。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準11の自己評価の概要  

本校では，校長の職務，各主事の役割を学則に明確に規定し，また，各種の委員会や教員会議につ

いてもその役割を明確に規定している。各委員会などで審議した事項は，運営委員会の審議を経て校

長が意思決定を行っており，校長が全体を把握しリーダーシップをとれる体制となっている。また，

事務組織についても，事務組織規程等を定め，規定に則ってその体制が系統的に組織されている。こ

れにより，教員と事務職員の連携の下に管理運営に関する各種委員会及び事務組織が効果的に活動し

ている。さらに，危機管理に関しても同様に規定で定め，必要に応じて校長を本部長とする危機対策

本部を設置し，対処する体制となっている。 

学校全体の総合的な活動に対しての自己点検・評価は，自己点検・評価委員会により適切に行われ，

その結果は，自己点検･評価報告書，外部評価報告書として，冊子や本校ウェブページで公表されてい

る。また，第三者評価の一つであるJABEEの継続審査を受け，認定も得ている。外部の有識者により組

織された外部評価委員会が定期的に開催され，「外部評価報告書」を刊行している。学校の活動を総合

的に評価・改善するシステムが整備されている。このシステムは，評価結果をフィードバックし，目

的達成に向けた改善へと結びつけるPDCAサイクルとして機能している。 

本校では，海外協定校との学生の相互派遣プログラムを継続的に実施している。さらに，「企業技術

者等活用プログラム」やインターンシップも実施するなど，外部教育力を有効に活用している。 

本校の教育研究活動等の状況について，本校ウェブサイトで情報を発信し，アクセスしやすい手段

を講じている。また，「研究報告」や「佐世保高専技術シーズ集」，「研究者情報システム」を本校ウェ

ブサイトで公開することにより，教育研究活動を広く社会に発信している。 
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