
松江工業高等専門学校 基準７ 

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） 

(1) 準学士課程 

学生ガイドブックは，入学生時に学生に配付され，学習上の基本的なガイドを行っている

（例:(a)学生ガイドブック，p.5-9）。また，学生の利用の立場に立って，編集がなされている。

特に，学生窓口のガイドや学習Q＆Aなどは学生の側に立った情報を盛り込んでいる（例:(b)学生ガ

イドブック，p.5-9）。（資料７－１－①－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生ガイドブックは，入学時に配付されるため，入学後にJABEE認定教育プログラムなど学生の

ための新しい教育システムが構築された場合には，追加の説明資料を配付する必要がある。平成17

年度（2005年）には，JABEE学習ガイドを中心に規則の変更点などを明示した学生ガイドブック教

務関係補足資料を新入生以外の全ての学生に追加配付した。（資料７－１－①－２） 

 

 

 

本校では，平成１４年度「Learning Hand Bookの作成と実践」より，教科毎に教員と学生のイン

ターアクションを高める方策）校内の教務委員が中心となって，学生と教員間のインターアクショ

ンを深めるべく，Learning Hand Bookを考案し，全学生に所持させて教科担当教員と学生間のコミ

ュニケーションを密にする試みを実施した。学生並びに多くの教員から好評と他高専からの賞賛を

得て，現在も実施中である。 

 

 

 

 

資料７－１－①－１ 

 

資料１ 学生ガイドブック写真     (a)学習ガイドの先頭ページ     (b)学習Q&A 

                       （出典 学生ガイドブック 平成 17 年度） 

資料７－１－①－２ 

    

資料２ 学生ガイドブック教務関係補足資料の写真 資料３ Learning Hand Book   

 

                       （出典 学生ガイドブック 補足資料） 
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学生の自学自習の助言という点では，校内の教務委員が中心となって，学生と教員間のインター

アクションを深めるべく，Learning Hand Bookを考案し，全学生に所持させて教科担当教員と学生

間のコミュニケーションを密にする試みを実施している。Learning Hand Book内には，各教員が配

付するシラバスが収納される。そのシラバスには資料５に示すように，教科毎に学習の手引きが記

入されている。内容は，教科ごとの予習，授業の受け方等である。また，学生個人も自らの履修と

修得状況を把握するために修得単位確認簿（資料４）を活用している。（資料７－１－①－３） 

カリキュラムの改正や規則の変更，選択科目の内容の説明，教育目標と科目の対応などの学習に

必要な案内を学生に説明会（年度末の学年毎に実施）を開き学生の自主的学習を進める上での相談

・助言を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

資料４ 修得単位確認簿  資料５ Learning Hand Book内に収納される教科毎のシラバス（３年以下）と予習，復

習と授業の受け方に関する手引き 

                             （出典 Learning Hand Book） 

 

資料７－１－①－３ 

準学士課程については各学科も独自に指導を行っているが，学習の動機付けこそが学習意欲を高

めるという観点に立ち，通常の定期試験後の面談の他，進路ガイダンス，工場見学，外部講師によ

る講演会，見学旅行などを各学年に取り入れている。 

 (2) 専攻科課程 

専攻科課程においては，学生が円滑に学習を進めるために，新入生オリエンテーションにおいて，

専攻科履修ガイドブックを利用して履修指導等を行っている。また，各専攻の副専攻科長，および

指導教員が準学士課程の学級担任の役割をしている。さらに，教科担当も授業に関するガイダンス

を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学習を進める上でのガイダンスが，学習ガイド，Learning Hand Book，修得単位確認簿が整備さ

れ，適切に実施されている。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。 

(2) 専攻科課程 
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新入生オリエンテーションにおける履修指導，および副専攻科長や指導教員による学習支援体制

が有効に機能している。 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）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） 

(1) 準学士課程 

準学士課程第１～３学年では，最も利用されているのは放課後のクラスルームが利用されている。

そのほか校内には，いくつかの自学自習用のスペースが確保されている。（資料７－１－②－１）。

図書館は，別棟で建てられていることもあり，夜８時までの開館となっており，寮生も利用できる。

夜８時までは，専攻科学生を非常勤職員として任用し，貸出業務等を行っている。（前掲 資料２

－１－③－３） 

コミュニケーションスペースとしては，学びの庭が最も利用されている。この場所は，２棟と３

棟の西側の部分にアーチ状の透明屋根を設けたもので雨天時でも有効利用ができる造りとなってい

る。（資料７－１－②－１(d)）また，福利厚生施設，保健室及び学生相談室は校舎とは別棟とな

っている。学生相談室においての相談は，記録に残し，評価，改善に繋げている。（資料７－１－

②－２）（前掲 資料２－１－③－２ Ｂ） 

その他として，自学自習用の参考書の開発も本校で取り組んでいる。（資料７－１－②－３） 
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資料７－１－②－１ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)４棟２階（420）      (b)２棟２階（220）     (c)専攻科棟（2，3 階） 

   

(d)学びの庭         (e)２棟２階           (f)図書館（１階） 

自学自習スペースとコミュニケーションスペース，福利厚生          （出典 学生課 作成資料）  

資料７－１－②－３ 

「高専学生のための入門書」 

高校卒業レベルで初めて工学を学ぶ学生を対象とした入門書を各学科毎に本学の教員が中心となって執筆，出版し

た。これまでに，「学生のための初めて学ぶＩＴ情報技術」（平成１３年度），「同基礎材料学」（平成１４年度），

「同機械工学」（平成１４年度），「同電気工学」（平成１４年度），「同土木工学」（平成１６年度）を日刊工業新

聞社から出版し，特に「ＩＴ情報技術」は好評で，現在初版４刷発売中である。学内ではいずれも教科書として活用し

ている。 

 
「初めて学ぶ」シリーズ 日刊工業新聞社 

「高専数学の活用事例集」の編集 

研究代表者は，平成１４年３月，旧国立高等専門学校協会，第２常置委員会委員長として高専の学生のための実用的な

数学の問題集（分野別に合計６５１題を収録）を編集し，全国５５の国立高専に配布して，現在多くの高専で活用され

ている。 

                              （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－②－２ 

                            （出典 学生課 作成資料） 



松江工業高等専門学校 基準７ 

(2) 専攻科課程 

専攻科生は，通常，学生ラボで自主学習や研究に取り組んでいる。各自にデスクが与えられ，良

好な学習環境が提供されている。また，専攻科棟には，各階にコミュニケーションスペースがあり，

ミーティング等に利用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

自主的学習環境及びキャンパス生活環境として，自主学習スペース，図書館，福利厚生施設，保

健室及び学生相談室が整備され，効果的に利用されている。 

(2) 専攻科課程 

学生ラボやコミュニケーションスペースが整備され，有効に利用されている。 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況）  

資格試験の単位化については，学生から担任，学年会を通じて要望が提出され，教務委員会と学科

で内容が審議され，資格試験の内容が特別学習単位として，組み込まれている。（前掲 資料５－１

－②－１） 

特に，英語に関するTOEICの受験については，学校行事として年２回実施している。JABEE基準４．

３学年への支援体制の教育環境に関して，学生の勉学意欲を増進し，学生の要望にも配慮するシステ

ムを学内Webに目安箱として設置している。（資料７－１－③－１） 

資料７－１－③－１ 

 

  （出典 松江工業高等専門学校 HP） 
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（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程第１～３学年では，学級担任や学年会を通じて教務委員会に学生ニーズが提出される

システムによって学生からのニーズ（資格試験や検定試験受講，外国留学等に関する学習支援等）

を学校が把握する体制が整っている。準学士課程第４～５学年については，アドバイザーから教務

委員会へ要望が提出されるシステムと，学生からの声を直接インターネットで受け入れる体制を併

用することにより，ニーズが適切に把握されている。 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，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） 

資格試験については，「学業成績評価並びに課程修了及び卒業の認定等に関する規則」（前掲 

資料５－１－②－１）に示す内容が特別学修単位として認められている。 

資格試験や検定試験受講については，各学科（一般科目含む）で受験案内や願書の取り寄せなど

学生の受験への便宜が図られている。また，カリキュラムの中にも各学科の資格試験に配慮した講

義が開講されている。特に，英語科では，資料１に示すように，平成10年から４回英語検定協会よ

り受験者の多さと成績が評価され表彰を受けている。（資料７－１－④－１）特に，ニーズの高い

TOEICについては，準学士課程第４，５学年が学校行事として年２回受験できる体制を平成17年度

より整えた。（資料７－１－④－２） 

語学留学については，海外の語学研修プログラムを終了したものに特別学修の単位を与える体制

となっている。（前掲 資料５－１－②－１） 

後援会の支援を受け，本校英語科がニュージランド・ワイカット高等技術専門学校と協議を行い，

３名の学生が先方の英語研修プログラムを修了した。資料３はその旅程スケジュールである。学生

の海外語学研修については，本校英語科教員（外国人教師）の引率を伴った研修であり海外留学の

支援となっている。（資料７－１－④－３） 

長期の留学についても，「教育上有益と認められる場合，校長は留学を許可することがある。」

（平成17年度入学生用学生ガイドブックp.8）と規則上も留学を認める体制をとっている。平成17

年度に第５学年の学生が長期の留学を行った。 
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資料７－１－④－１ 

 

資料１    （出典 Annual Report 2004） 

資料７－１－④－２ 

資料２     （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－④－３ 

    

(a)海外語学研修の案内               (b) 海外語学研修旅程 

資料３                    （出典 語学研修プログラム） 



松江工業高等専門学校 基準７ 

（分析結果とその根拠理由） 

資格試験や検定試験受講については，一般科目，専門科目で資格試験合格者に特別学修の単位を

資格内容に応じて与えるとともに，外国留学のための支援体制が整備され，海外語学研修の案内及

び当該語学研修プログラム修了者には単位を与えている。長期の留学についても認める体制があり

機能している。以上の状況から，資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，

機能していると判断できる。 

 

観点７－１－⑤： 特別な学習支援が必要な者（例えば，留学生，編入学生，社会人学生，障害を

持つ学生等が考えられる。）がいる場合には，学習支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

留学生の場合には，資料１に示すように特に日本語教育の学習支援を本来のカリキュラムとは別

に開設している。（資料７－１－⑤－１）本校の非常勤講師費用の約５％を７人の留学生に対して

使用している。（前掲 資料３－１－①－３）この他にも，機構本部の留学生支援経費により，日

本語の補習授業ならびに，外国人のための日本語検定試験の便宜を図っている。専門科目の補習も

本校の教員により必要に応じて実施している。さらに，留学生一人に対して，指導教員とチュータ

ーを配属し，きめ細かい対応を行っている。 

第４学年への編入生の場合には，特に数学の学習範囲が工業高校の内容と差があるために，編入

予定者に対して，事前指導を行っている。資料２は，18年度の事前指導予定である。（資料７－１

－⑤－２） 

過去には，社会人学生が在学した場合があるが，社会人の場合には，積極的に授業担当教員との

コンタクトがなされ学習に支障はなかった。また，障害をもつ学生の学習支援についてはこれまで

前例はない。 

資料７－１－⑤－１ 

 

資料１ 留学生のための学習支援 

        （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－⑤－２ 

 

資料２ 編入生のための学習支援（入学事前指導） 

        （出典 学生課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

特別な学習支援が必要な者として，留学生，編入学生に対しては，学習支援体制が整備され，機

能している。しかし，社会人については，これまで１名の入学者があったが特にその必要性がなか

ったために支援は行っていない。障害者については前例がなく体制が整備されていない。 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況） 

(1) クラブ活動，学生会活動に対する支援体制 

学生会の組織は図のようになっており，学生会準則，学生会会則に従って活動している。（資料

７－１－⑥－１） 

学生会は学校の指導のもとに，学生の自発的な活動を通じて，豊かな人間形成と充実した学生生

活を送ることを目的として，学生全員で構成されている。学生会の文化局に文化系の 13 の部・同

好会が所属し活動している。また，体育局に体育系の 20 の部・同好会が所属し活動している。各

部・同好会の部員数，顧問教員及び結果を別添資料に示す。1，000 名の学生のうちの約 7 割の学

生が部活動に参加している。（資料７－１－⑥－２），（資料７－１－⑥－３）また，学校全体の

行事である高専祭，体育祭，スポーツデー･クリーンデーなどは学生会が中心となって実施する。

（資料７－１－⑥－４） 

学生会及び各クラブ同好会には資料（前掲 資料７－１－⑥－２）のとおり複数の顧問教員を，

技術的な指導が必要な部に対しては外部コーチを配置している。 

経済的支援面では，顧問会議で審議して資料のように配分している。（資料７－１－⑥－５）各

部･同好会の活動費は学生会が原案を作り，学生総会で承認され，執行されている。（資料７－１

－⑥－６） 

課外活動施設･設備面では，合宿センターと福利施設があり，年間80日程度当直教員がついて使

用されている。また，29人乗りのマイクロバスがあり，対外試合や校外合宿の交通手段として大い

に利用されている。 

                         （出典 学生ガイドブック） 

資料７－１－⑥－１ 

監査委員
会/選挙

管理委員

学生総会 評議員会
執行委員

会

学級会 総務局 会計局 文化局 体育局
美化委員

会
風紀委員

会
交通委員

会
特別委員

会
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資料７－１－⑥－２ 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－３ 

中国地区高専体育大会成績（団体のみ) 

年 度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

主管校 米 子 広 島 松 江 大 島 

陸 上 ４位 ４位 優勝 優勝 

バスケットボール（男子） 優勝 優勝 優勝 優勝 

バスケットボール（女子） ２位 ２位 優勝 ２位 

バレーボール（男子) × ２位 ２位 優勝 

バレーボール（女子） 優勝 ２位 優勝 優勝 

テニス ２位 × × ４位 

ソフトテニス ４位 ３位 ３位 ４位 

卓 球 × × × ４位 

柔 道 ２位 ２位 ２位 ２位 

剣 道 ８位 ５位 ４位 ４位 

サッカー ２位 ２位 ２位 １位 

水 泳 ７位 ７位 ６位 ４位 

硬式野球 ３位 ３位 × × 

ハンドボール ３位 ３位 ３位 ２位 

ラグビー 優勝 優勝 優勝 優勝 

 

全国大会成績（全国高専体育大会) 

回 主管校 成    績  

  団  体 個  人 

平成14年度 37 一 関 バスケットボール（男子)優勝 

バレーボール（女子)優勝 

ソフトテニス 湯浅，舩津（優勝) 

平成15年度 38 鹿児島 バスケットボール（男子)３位 陸上競技 男子三段跳 坂本（３位)

平成16年度 39 沼 津 バスケットボール（男子)２位 

バスケットボール（女子)２位 

バレーボール（女子)優勝 

陸上競技 男子三段跳 坂本（優勝)

平成17年度 40 群 馬 バスケットボール（男子)優勝 

バレーボール（男子)優勝 

バレーボール（女子)優勝 

陸上競技 男子三段跳 坂本（優勝)

 

                        （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－５ 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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                          （出典 学生課 作成資料） 

資料７－１－⑥－６ 
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資料７－１－⑥－４ 

 

      （出典 学生課 作成資料） 

 

(2) 各種コンテストに対する支援体制 

人的支援面では，学生委員会及び学生係に担当教職員を置き，各種コンテストの学内への広報と

参加呼びかけを行っている。 

参加希望の多いロボットコンテストとプログラミングコンテストについては校内予選を企画し実

施している。また，各チームに指導教員を置き，学生への指導･助言を行っている。（資料７－１

－⑥－７） 

地区大会及び全国大会の結果を資料に示す。（資料７－１－⑥－８） 

経済的支援面では，各種コンテストに資料のような経済的支援を行っている。（資料７－１－⑥

－９） 

資料７－１－⑥－７ 

 （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－８ Ａ 

松江高専ロボットコンテスト中国大会･全国大会の最近の結果 

回数･年度 地区

大会 

参加チー

ム 

ロボット名 結 果 全国大

会月日 

参加チ

ーム

ロボット名 結 果

Ｅ3 技あり一本 優勝 11.25 Ｅ3 技あり一本 準々決勝

敗退 

第14回 

H13年度 

徳山 

Ｅ5 RAKEX(ﾚｲｸｽ) 準優勝  

Ｅ4・Ｅ3 RUN AWAY 2980 11.24  第15回 

H14年度 

米子 

Ｍ3・Ｄ3 2980  

Ｅ4 十二岐の大蛇 11.23  第16回 

H15年度 

宇部 

Ｅ5 烏賊した奴 中国大会特別

賞（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸ

ｽｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ3 Under30 特別賞（中電)  

優勝 11.28 それいけｱﾙｺﾞﾝ 

第17回 

H16年度 

松江 

Ｅ4 それいけｱﾙｺﾞﾝ 

中国大会特別

賞（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸ

ｽｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

 

 

 

Ｅ4 

 

 

 

 

 

 

優勝 

 

松江高専デザコン全国大会の結果  

回 数 年 月 日 会 場 参加チーム 部  門 成  績 

第１回 平成16年9月3日～5日 石川高専 Ｃ３ 設計競技部門 競技２位 

  構造デザインコンぺ

ティションセッショ

ン 

石川高専校長賞 

 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－８ Ｂ 

松江高専プログラミングコンテスト全国大会最近の結果 

回 数 年月日 会 場 参加チーム 部 門 成   績 

第12回 平成13年10月13日 鶴岡市 課題部門 敢闘賞 

  ～14日 競技部門 

第13回 平成14年10月12日 金沢市 J４ 自由部門 優秀賞（準優勝） 

  ～13日 J３ 競技部門 1回戦敗退 

第14回 平成15年10月11日 八王子市 J４ 自由部門 文部科学大臣賞（最優秀賞)

  ～12日 J３・２ 自由部門 敢闘賞 

  J３ 課題部門 敢闘賞 

  競技部門 

第15回 平成16年10月9日 新居浜市 J４・３ 課題部門 文部科学大臣賞（最優秀賞)

  ～10日 J４・３・５ 自由部門 優秀賞（準優勝） 

  J５・４ 競技部門 特別賞（第４位） 

 

松江高専中国英語弁論大会最近の結果  

回 数 年 月 日 担当校 部 門 参 加 者 成績 

第17回 平成13年11月23日 呉高専 スピーチの部 J２ 角田 真一 優勝 

  J３ 田村 公紀 ２位 

第18回 平成14年11月22日～23日 徳山高専 暗唱の部 J３ 角田 真一 優勝 

第19回 平成15年11月21日～22日 宇部高専 暗唱の部 J３ 田代 知明 ３位 

  J２ 平坂 華江 ５位 

  スピーチの部 J５ 田村 公紀 優勝 

  J３ 藤原 直樹 ２位 

第20回 平成16年11月19日～20日 大島高専 暗唱の部 J３ 平坂 華江 優勝 

  スピーチの部 J４ 藤原 直樹 ２位 

                         （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－１－⑥－９ 

平成１７年度学校広報活動支援経費（後援会)予算 

（分析結果とその根拠理由） 

学生会（文化，体育系の部･同好会を含む）の各活動及び各種コンテストへの参加について，顧

問教員や外部コーチを配置し，また，直接･間接的に経済的支援を行っている。次のことから，こ

れらの支援が機能していると判断される。 

学生会主導で，高専祭（体育祭も含む），学内外の美化活動（週 1 回），挨拶運動（週 1 回），

スポーツデー（年２回６月と２月）＆クリーンデー（年 1 回２月），リサイクルステーションの管

理（毎日）などを活発に行って成果をあげている。 

体育系の部も活発に活動し，高専大会や高体連大会等での活躍がめざましい。 

文化系については，全ての部，同好会が活発に活動しているとはいえないが，吹奏楽部の活動は

活発であり，全国吹奏楽コンクール中国大会に毎年出場している。 

各種コンテストへの学生の関心は高く，校内審査は盛況を見せている。ロボットコンテストでは，

平成 16 年度には全国大会で初優勝を成し遂げた。プログラミングコンテストでも平成 14 年度以後

常に全国大会で最優秀賞や優秀賞を獲得している。英語弁論大会でも中国地区で常に１位・２位の

成績を残している。 

 

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） 

学生の生活と経済面の指導・助言については，学生委員会と学生課学生係が教務委員会，寮務委

員会，学年会，担任と協力して行っている。（資料７－２－①－１） 

１学年から３学年までは，学年会を週 1 回，教務委員，学生委員，寮務委員，学生相談員も参加

して開催し，学年としての横の連携を図り学年で統一した学生指導をしている。また毎日 8 時 30

分から 10 分間教員連絡会を開催し教員間の意思疎通と学生指導の素早い対応を図っている。（前

掲 資料５－４－②－１） 

学生生活の励みとなるように学生の表彰に関する内規（資料７－２－①－２）を定め，学校生

平成１７年度 平成１６年度 項 目 

予算額 開催地 実績（後援会） 運営費交付金 開催地 

ロボコン 1,440,000 大島 1,481,282 750,000 松江 

プロコン 200,000 米子 546,131 新居浜 

デザコン 150,000 明石 169,022 石川 

英語弁論 60,000 米子 71,280 大島 

エコラン 150,000 熊本 10,000 広島 

コンピュータ 170,000 宇部 102,195 津山 

予備費 30,000   

広報活動費計 2,200,000  2,379,910  

                         （出典 学生課 作成資料） 
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活における顕著な活動に対して表彰している。（資料７－２－①－３） 

経済面での支援としては，入学料・授業料免除制度や日本学生支援機構の奨学金制度等の周知・

助言を行っている。資料に出願状況等を示す。（資料７－２－①－４） 

学生生活を送る上での様々な悩みを相談する場所として学生相談室を設置している。学生相談室

は，７名のスタッフからなる。（資料７－２－①－５） 

保健室や教員研究室では随時，平成16年12月からは保健室に隣接した専用の相談室で毎日放課後

1時間，１名の教員が交代で対応している。相談件数は資料のとおりである。（資料７－２－①－

６） 

その他，平成13年度に職員対象の研修会「カウンセリングマインドを生かした学生指導」，平成

16年度に「カウンセラーから見た思春期」を学生相談室主催で開いた。 

学外の研究集会の報告会を教員会議の場で行っている。 

保健室には，１名の看護師が常勤として勤務し，学生の心身の健康増進，疾病の予防，安全管理

に関する情報の提供及びサポートを行っている。その具体的対策を以下に，利用件数を資料にそれ

ぞれ示す。（資料７－２－①－７） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－１ 

平成１７年度 学生委員会･学生係業務分担  

事     項 担 当 教 員 担 当 事 務 員

生活指導（掃除含む） ○山崎・原 遠藤 

部活動(合宿含む) ○東原・山崎 遠藤・大久保 

生徒指導協議会 ○門脇・東原 本田 

交通指導 ○原(E・J)・門脇（M）・東原(D・C) 遠藤・大久保 

授業料免除 ○門脇・東原 本田 

日本学生支援機構奨学生（旧日本育英会奨学生） ○門脇・東原 大久保 

更衣室 ○原・和田守 本田 

                        （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－２ 

松江工業高等専門学校学生の表彰に関する内規 

  平成１３年１月１日 制  定
平成１６年４月１日 最終改正

（趣旨） 
第１条 松江工業高等専門学校学則第３７条の規定に基づく本校学生の表彰（以下「表 彰」とい

う。）については，この内規の定めるところによる。 
（表彰の種類及び対象者並びに選考基準） 

第２条 単年度表彰として，次の各号のとおり表彰する。 
一 優秀成績賞 

１カ年間の成績（学年末成績）が優秀（全履修科目のうち，成績評価の「良」が３科目以内で
残りがすべて「優」）であった者 

二 成績向上賞 
学習成績の評定を「優」を４，「良」を３，「可」を２，「不可」を１とする４段階評価によ

って全履修科目の平均値を求め学習成績の評定（以下「学習成績の評定」という。）とし，前年
度と当該年度の学習成績の評定の差が０．５以上向上した者。 
原則として在学中１回の表彰とする。ただし，毎年度に向上し続ける者については特別に考慮

する。 
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 第３条 通算表彰として，次の各号のとおり表彰する。 
一 功労賞 

ア 学校行事 
       学校行事（読書感想文コンクール，校内マラソン大会等）に積極的に参加し，他の学生の模 

範となる著しい功績をあげた者 
イ 学生会活動 

学生会役員として企画運営等で指導的役割を果たし，著しい功績をあげた者 
ウ 寮生会活動 

寮生会役員として企画運営等で指導的役割を果たし，著しい功績をあげた者 
エ 課外活動 

学校の代表として校外の活動（大会等）に出場し，優秀な成績をあげた者又は団体 
（１）体育大会で全国レベルの競技大会（全国高専体育大会等）において団体優勝又は個人優 

勝をした者及びこれに準ずる成績をあげた者で，原則として同一部に通算４年以上所属 
して，その部の発展に大いに貢献した者 

（２）文化関係で校外行事に参加して優秀な成果をあげた者で，原則として同一部に通算４年 
以上所属して，その部の発展に大いに貢献した者 

（３）ロボットコンテスト，プログラミングコンテストなどの各種コンテストで優秀な成果を 
あげた者 

オ その他，校長が表彰に値すると認めた者 
二 善行賞 

ア 社会奉仕等において，他の学生の模範となる行為のあった者 
  イ その他，校長が表彰に値すると認めた者 
第４条 随時表彰として，次の各号のとおり表彰する。 

一 善行賞 
人命救助等で，顕著な功績のあった者 

二 特別賞 
学内・学外から高い評価を受ける功績をあげた者 

第５条 善行賞を除いては，学習態度及び人物に優れており，松江工業高等専門学校学則第３８条に
よる停学以上の懲戒を受けていないこと。ただし，単年度表彰については当該年度についてだけの
条件とする。 

 （表彰学生の推薦） 
第６条 学級担任，アドバイザー又は指導教員は，表彰に値すると認めた学生がある場合には，学生

表彰推薦書（様式１）を学生委員会に提出する。 
（表彰学生の選考） 

第７条 学生委員会は表彰学生を選考し，校長に推薦する。 
（表彰学生の決定） 

第８条 校長は，学生委員会の推薦に基づき表彰学生を決定する。 
 （表彰の方法） 
第９条 表彰は，表彰状及び記念品を授与して行う。 
 （表彰の時期） 
第１０条 表彰は，卒業時及び始業時に行う。ただし，第４条の表彰については，適時行う。 

（事務の処理） 
第１１条 委員会の事務は，学生課で処理する。 

                       （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料７－２－①－３ 

表彰学生数 

通 算 表 彰 単年度表彰 
年 度 学外表彰 

功労賞 皆勤賞 成績優秀賞 向上賞 皆勤賞 

平成13年度 ９ １７ １０９ １２ １７７ １３ 

平成14年度 １４ １９ １２４ １２ ９７ １３ 

平成15年度 １１ ９ ９７ １０ １３１ １３ 

平成16年度 １１ ６ ７３ ８ ６８ １４ 

平成17年度 ３４ ７ ７７ ３１ ２６ １３ 

                           （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－４ 

授業料免除出願者数,採択者数 

 年度 出願者数 全額 半額 不採択 家計 成績 その他 

 13 167 67 62 38 20 18   

 14 170 79 48 43 29 14   

 15 187 99 41 47 39 8   

 16 234 112 32 90 66 24   

 17 199 109 16 74 47 27  

日本学生支援機構奨学生数 

年度 第一種 きぼう21ﾌﾟﾗﾝ 合計 

13 203 1 204（21%） 

14 192 0 192（19%） 

15 210 1 211（20%） 

16 200 1 201（19%） 

17 199 1 200（19%） 

                           （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－５ 

  （出典 学生課 作成資料） 
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 資料７－２－①－６ 

  相談件数 

 相談内容  H13 H14 H15 H16 H17

 授業・進路 進路 8 5 7 14  12

   休・退学   2 1 1   

   転科       2   

   留年 5     1   

   授業・勉強 5 10 26 10  18

   課外活動   1 1 7  8 

   その他 4 1 9 3  4 

 小計   22 19 44 38  42

 精神衛生 精神衛生 20 25 26 26  22

   対人関係 22 22 15 22  13

   異性関係 26 29 12 8  12

   自己探求 15 3 1 7  26

   その他   3 3 4  5 

 寮生活   1 2 1     

 家庭生活 親子関係   3   9  9 

   家族関係 8   4 4  1 

 経済生活 金銭トラブル           

   交通事故           

   その他 3 2 1 2   

 その他       18    17

 小計   95 89 81 82 105

 合計   117 108 125 120 147

                          （出典 学生課 作成資料） 

資料７－２－①－７ Ａ 

保健室利用件数 

  13 年度 14 15 16 17 

  1 学年 206 302 349 251 205 

  2 学年 263 230 214 260 181 

学  生 3 学年 308 206 214 162 209 

  4 学年 167 182 215 99 111 

  5 学年 170 165 102 93 65 

  専攻科   9 21 15 9 

教職員ほか   43 41 53 47 48 

計   1157 1135 1168 927 828 

                          （出典 学生課 作成資料） 
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資料７－２－①－７ Ｂ 

 胸部Ｘ線撮影結果 

     13 年度 14 15 16 17 

対象者 590 621 638 651 262 

受診者 583 606 610 638 259 

受診率% 93.8 97.5 95.6 98.0 98.9 

要精密検査者 2 0 2 3 12 

 

 心電図検査結果 

  13 年度 14 15 16 17 

対象者 206 215 229 226 228 

受診者 205 215 219 224 227 

受診率% 99.5 100 95.6 99.1 99.6 

要精密検査者 6 4 5 4 4 

                            （出典 学生課 作成資料） 

（分析結果とその根拠理由） 

過去４年間の授業料免除制度・奨学金制度の運用状況から判断して，学資の支弁が困難な学生に

対して積極的に指導し，奨学金制度や授業料免除制度へ出願をする指導体制が機能していることが

分かる。 

学生相談室には毎年 100 件以上の相談が寄せられ，学生相談室が十分機能していることがわ

かる。全体としては精神衛生関係の相談件数が多いが，最近の傾向として授業進路関係が増加

している。保健室を訪れたこれらの学生に対して，保健室と相談室との連携により即時に対応

できる体制が整えられ，より機能的になったと言える。 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要な者（例えば，留学生，障害を持つ学生等が考えられる。）

がいる場合には，生活面での支援が適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 

留学生の生活支援については，各学科主任，各学級担任・アドバイザーに加えて，留学生委員会

が行っている。留学生委員会が行う日常的生活支援は次の３点である。（資料７－２－②－１） 

なお，留学生委員会の業務は，平成 17 年度以前は国際交流委員会留学生部会が行っていた。 

(1) 留学生と定期的にミーティングを行い，留学生が直面している問題に対して親身になって相談

にのり，問題解決のための手助けをする。 

(2) ３，４年在籍の留学生に対して日本人学生チュータを配置し，留学生委員会の指導の下，留学

生の日常生活支援に努めさせる。（資料７－２－②－２） 

(3) 留学生による母国照会，地域文化交流，日本人学生との文化交流，ホームスティ事業等の環境

整備をし，留学生の日常生活を間接的に支援する。 

 

国際交流委員会は，その活動内容を広く紹介することを目的として広報紙「国際交流ＭＣＴ」を

発行している。（資料７－２－②－３） 
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なお，現在までに支援を要する障害を持った学生が在籍したことは無いが，出入口へのスロープ

の設置，エレベーターの設置，校舎内のバリアフリー化，障害を持った学生用の便所の設置など，

ハード面での支援体制はできている。（資料７－２－②－４） 

資料７－２－②－１ 

  

 

 

                       （出典 国際交流委員会 資料） 
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資料７－２－②－２ 資料７－２－②－３ 

      （出典 国際交流委員会 資料）      （出典 国際交流委員会 資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－②－４ Ａ 資料７－２－②－４ Ｂ 

 

① 校舎１号棟スロープ 

 

                （出典 会計課 作成資料） 

 

④ 校舎２号棟多目的便所 
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（分析結果とその根拠理由） 

留学生には，留学生部会，寮務委員会，学級担任及び日本人学生チュータの協力により，様々な

支援をする体制が整備されている。ホームスティ事業については，ホストファミリーを紹介する体

制を整えつつあるが，留学生からの希望は意外に少ない。今後も魅力ある交流活動を計画し，間接

的に留学生の日常生活支援につなげていきたい。 

 

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） 

本校には女子寮１棟を含め全７棟が設置されている。学生寮収容定員はほぼ充足されており，平

成17年４月５日現在で400名が入寮している。（資料７－２－③－１） 

寮食堂，浴場，洗濯機・乾燥機室，補食室，談話室，パソコン室，自習室が設置され，全寮生の

使用に供されている。また，寮内居室から校内LANにアクセスでき，かつインターネットへの接続

も可能であり，自学自習に役立つ設備もある。 

寮務委員会は，寮務主事のもと，寮務主事補，寮務事務職員及び寮母で，寮生の生活指導全般を

受け持っている。当直体制は，閉寮時期を除く毎日，男子寮宿直２名，女子寮宿直寮母１名，休日

日直男子寮・女子寮各１名，となっており，寮生の夜と昼の健康管理・生活指導にあたっている。

（資料７－２－③－２） 

一般寮生を学生の側から指導する体制として寮生会を組織し，寮生全員特に低学年寮生の生活を

支援している。（資料７－２－③－３）このように，教員，職員，寮生会が連携し寮生全体を支援

している。 

寮生の日常生活指導については，寮務委員会内で役割を分担すると共に指導原則を定めている。

（資料７－２－③－４） 

寮生の学習指導については，数学教員の自発的協力を得て，月に１・２回１年生を対象に夜の数

学勉強会を寮生会執行部に補助してもらいながら実施している。これにより，通学生に較べて寮生

特に１年寮生の数学の成績が向上している。（資料７－２－③－５） 

寮内行事としては，４月に寮生総会，６月に寮祭（ビデオ鑑賞会，野外焼肉パーテｲ，ビンゴゲ

ームなど），風呂大掃除，網戸修理，寮周辺清掃，10 月に松江市クリーンデー参加，11 月に秋の

ミニ寮祭 （フランス料理，写生大会，ビデオ鑑賞会など），１月に寮長選挙，２月に予餞会など

を開催し，寮生活に多様性をもたせている。 
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資料７－２－③－１ 

定員・室数（各号館別） 

館  名  定員(名） 室          数 現員 

1 号館 ９０ 3 人部屋:30 室及び自習室 30 室 73 名 

2 号館 ２４ 3 人部屋: 8 室 24 

3 号館 ６８ 2 人部屋:34 室 56 

4 号館 ４３ 2 人部屋:21 室、 個室:1 室 37 

5 号館 ６５ 2 人部屋:32 室(留学生 15 名分含む)、個室:1 室 54 

6 号館 ９６ 2 人部屋:48 室 94 

7 号館 女子寮:96 2 人部屋:34 室、個室:28 室（留学生 6 名分含む） 62 

 計  ４８２         ２６７室 400 名

                        （出典 寮務委員会 資料） 

 

資料７－２－③－２ 

日 課 

日  課 時間及び時刻 備           考 

起  床 7:30 振鈴及び全館放送 

振鈴及び全館放送 

点  呼 7:40 点呼不在をした場合は、速やかにその事情を当直

教員に報告する。 

朝  食 7:40～ 8:40 休日（授業休講日）は 7:50～ 9:00 左記の時間以

外は食事がで

きない。 

休 日 （ 授 業 休 講 日 ） は 12:00 ～ 

13:00 
昼  食 12:05～13:00 

 

夕  食  17:30～19:30 左記の時間以外は食事ができない。 

入  浴  17:30～21:30 入浴は左記の時間内に限る。 

自  習  20:00～22:00 他の寮生の自習の妨げになる行動は慎む。 

振鈴及び全館放送 
 22:00 

点  呼 点呼不在をした場合は、事後、速やかにその事情

を当直教員に報告する。 
 21:00【女子】  

 22:00 厳守すること。 
門  限 

 21:00【女子】 

消  灯  23:30 １・２年生居室消灯 

＊ 23:00 に全館玄関の出入口を閉めます。７号館（女子寮）は 21:00 に完全施錠します。 

                         （出典 寮務委員会 資料） 
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資料７－２－③－３ 

 

寮長

総務部 厚生部 文化部 

会計監査委 選挙管理委

各館館長

美化風紀食堂 書記 経理 文化 新聞 企画 保健

 

                       （出典 学生ガイドブック） 

 

資料７－２－③－４ 

 

          （出典 寮務委員会 資料） 
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資料７－２－③－５ 

（数学成績） 
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図１ 平成 13 年度基礎数学 A 
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図 2 平成 13 年度基礎数学 B 
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図 3 平成 14 年度微分･積分 

 

表１ 平成 17 年 5 月現在の１年数学試験結果 

寮生平均点 通学生平均点 寮生平

均 

通生平均 総合平均 

女 男 女 男 

４月課題 61.2 64.0 63.5 60.2 63.7 63.0 63.2 

５月課題 83.5 80.1 80.8 73.6 77.0 76.4 78.3 

                        （出典 寮務委員会 資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

寮生の生活指導や自習支援活動は，寮務委員会が中心となり，毎日の宿日直の教員によって日常

的に行われている。寮内での自習の励行や夜の数学勉強会などが学習成績向上に寄与している。 

設備面では，男女寮ともに充実しており，学生寮が学生の生活及び勉学の場として有効に機能し

ているといえる。 

 

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） 

本校では，学生の進路指導のために，進路指導委員会を設置している。委員会の方針に基づき，

各学科，各専攻で進路指導が行われている。また，進路指導委員会のメンバーを中心に関連企業・

大学等を訪問し，進路開拓も併せて行っている。（資料７－２－④－１） 

準学士課程においては，第４学年の冬休みを利用して，進路調査が行われる。（資料７－２－④

－２）この調査をもとに，３月末に学科の進路担当教員（学科長，５年アドバイザー），保護者，

学生との三者面談を行い，具体的な進路の方針を決めている。（資料７－２－④－３） 

その後は，進路担当教員が学生との連携を密にして進路決定に当たっている。企業からの求人状

況や大学編入学等に関する情報は学内ホームページに掲載され，学生，教職員が自由に閲覧できる

ようにしている。 

低学年の学生に対しては，ホームページや合宿研修等を利用して，学科長，学級担任からの進路

指導が行われている。保護者に関しても，保護者会の折，進路に関する助言等が行われている。ま

た，例年，各学科で就職・進学試験報告書を作成し，第３，４学年に対する進路指導も行われてい

る。 

学生に対するキャリア教育については，平成 17 年度，低学年（第１～３学年）は 10 月，第３，

４学年に対しては 12 月に外来講師を招いて実施し，学生の進路に関する意識の高揚に努めている。

（資料７－２－④－５） 

専攻科課程においては，１年次 12 月に専攻科委員会により進路に関するガイダンスが行われて

いる。専攻科長，副専攻科長，学科長，指導教員が中心となり，進路指導に当たっている。また，

就職・進学試験報告書による進路指導も準学士課程と同様に行われている。 

進路指導に関する事務担当としては，学生課が当たっており，就職・進学活動が円滑に進むよう

支援している。 
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資料７－２－④－１ 

松江工業高等専門学校進路指導委員会規則 
 

平成１３年７月１日 制  定
平成１８年４月１日 最終改正

 
（趣旨） 

第１条 松江工業高等専門学校（以下「本校」という。）における学生の就職及び進学に関
する事項を審議するため進路指導委員会（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 就職指導及び就職あっせんに関する事項 
二 就職開拓に関する事項 
三 進学に関する事項 
四 その他就職及び進学に関する事項 
（組織） 

第３条 委員会は，次の委員をもって構成する。 
一 教務主事 
二 専攻科長 
三 学生主事 
四 各学科長 
五 副専攻科長 
六 ５学年アドバイザー 
七 学生課長 
（委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は，専門学科の学科長の互選とする。 
３ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 

（委員以外の者の出席） 
第５条 委員長が必要と認めた場合は，委員以外の本校職員を会議に出席させることができ

る。 
（事務） 

第６条 委員会の事務は，学生課が処理する。 
 

附 則 
１ この規則は，平成１３年７月１日から施行する。 
２ 松江工業高等専門学校就職委員会規則（昭和４２年４月１日施行）は廃止する。 
 
   省 略 
 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                 （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料７－２－④－２ 資料７－２－④－３ 

 

        （出典 学生課 作成資料）          （出典 学生課 作成資料）

資料７－２－④－４ 資料７－２－④－５ 

   （出典 松江工業高等専門学校 HP）          （出典 学生課 作成資料）



松江工業高等専門学校 基準７ 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程，および専攻科課程ともに，組織的に進路指導が行われている。また，外来講師によ

るキャリア教育についても実施し，学生の進路意識の高揚に努めている。進路状況から明らかなよ

うに，ほぼ全学生が希望の進路に就いており，本校の指導体制は，十分に機能していると思われる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

部活動や各種コンテストにおける支援体制も整備され，スポーツ系部やコンテストにおいては全

国優勝するなど，学生と教職員の協力体制が有効に機能している。学内においても，学生会の美化

活動，リサイクルステーションの管理によって環境意識も高くなっている。 

教務委員，学生委員，寮務委員，学生相談室員も参加して実施される毎週定例の学年会や毎朝の

教員連絡会（8時30分から10分程度）の開催により，学生指導に関係がある各委員会と学年会や担

任との連携ネットワークができ，情報を共有化すると共に迅速な学生指導ができる体制が確立さ

れ，機能している。 

留学生委員会，寮務委員会，学級担任及び日本人学生チュータの連携により留学生に対する生活

面での支援が適切に行われている。 

（改善を要する点） 

課外活動が活発になればなるほど顧問教員の負担が増加してくる。複数の顧問教員を配置して

個々の負担が軽減できるように配慮しているが，さらに基準４に述べたような抜本的解決策が望ま

れる｡ 

文科系の部活動が一部の部を除いて低調であり，活動を盛り上げるための工夫が必要である。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

学習を進める上でのガイダンスは，学習ガイド，Learning Hand Bookおよび修得単位確認簿など

を使って適切に実施されている。学生の自主的学習を進める上での相談･助言を行う体制も整備さ

れ，機能している。自主的学習環境及び生活支援環境としては，自主学習スペース，図書館，福利

厚生施設，保健室及び学生相談室が整備され，効果的に利用されている。特に図書館は平日20時ま

で，土曜日は10時から16時まで開館されるなど自主的学習を助長している。 

一般科目や専門科目では資格試験合格者に特別学修の単位を資格内容に応じて与えるとともに，

学生からのニーズを学校が把握する体制も整えている。外国留学のための支援体制も整備され，海

外留学の案内および規定のプログラム修了者には単位を与えている。 

特別な学習支援が必要な留学生や編入学生に対しては，事前指導や日本語教育の学習支援をする

など体制が整備され，機能している。 

課外活動に対する支援も有効に機能しており，加入率も高く，また，各種コンテストへの学生の

関心は高く，校内審査は盛況を見せている。体育大会やコンテストにおいて全国優勝するなど，成

果も現れてきている。学生会の活動も活発になり，美化活動，リサイクルステーションの管理によ

って環境意識も高くなっている。文化系の部活動は吹奏楽部が活発であり，全国吹奏楽コンクール

島根県大会，中国大会に毎年出場している。 

学生寮が設置され，学校全体で運営に当たっている。寮生の生活指導や自習支援活動は，寮務委

員会が中心となり，毎日の宿日直の教員によって日常的に行われている。また，学生相談室には毎
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年100件以上の相談が寄せられ，学生相談室が十分機能していることがわかる。学生相談室と保健

室との連携により即時に対応できる体制が整えられている。留学生は全員寮生活をしているが，必

要に応じて寮務委員会，学級担任，日本人学生tutorの協力を得て対応している。 

進路指導については，組織的に指導が行われている。また，外来講師によるキャリア教育につい

ても実施し，学生の進路意識の高揚に努めている。進路状況から，ほぼ全学生が希望の進路に就い

ており，本校の指導体制は十分に機能していると思われる。 


