
松江工業高等専門学校 基準９ 

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） 

学生の成績の管理は全て，学生課教務係で収集保管されている。教育活動の実態を示すデータや

資料は，「教育課程並びに学業成績評価に関する手引き（教員用）」，「JABEE関連申合せ事項

（第三者評価含む）」及び「試験答案等の 「エビデンス保管法」」に教員間の申合せとして規定

されている。（前掲 資料５－３－①－２） 

JABEEに関する資料保管は基本的に紙ベースで保管し，認証評価関係の資料は電子ファイルで保

管している。各教科で以下の内容の資料を保管している。 

（１）教科書，配布資料，実験指導書 

（２）シラバス 

（３）最終成績 

（４）成績評価詳細 

（５）模範解答 

（６）定期試験答案（全答案） 

（７）実験実習，卒業研究，特別研究レポート 

（８）特別研究コンタクトタイム表 

（９）小テスト等（成績評価の20％を超える場合） 

（10）作品等 

（11）その他 

（12）授業評価 

JABEE関係資料は，１棟２階のISO・JABEE資料室に保管されている。また，認証評価関係の資料

は，学生課教務係のコンピュータに保管されている。（資料９－１－①－１） 

成績評価については，「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）に基づき，授業担当教員が責任をもって行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９－１－①－１      ファイル名のつけ方 

   （出典 学生課 作成資料）
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（分析結果とその根拠理由） 

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。特に，平成 16，17 年度については，全ての成績評価データ

が電子ファイルまたは資料（紙）で管理保管されている。 

 

観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えら

れる。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反

映されているか。 

（観点に係る状況） 

平成16年度卒業予定者に対しては平成17年２月に，平成17年度卒業予定者に対しては平成18年２

月に満足度アンケートを実施した。内容は時系列による調査が必要であることから同内容とした。

平成18年２月の調査は，観点６－１－④で述べているので本観点では平成17年２月に実施した結果

を述べる。（資料９－１－②－１ Ａ～Ｄ） 

結果は，一般科目講義では，73％が満足，専門科の授業では，66％が満足，専門科実験実習では

83％が満足している。卒業研究ついては82％が満足している。施設，設備面では，約7割が満足し

ている。JABEE関係については，70％が関心を持っていることがわかる。総合して満足度を平均し

てみると73％が満足していることになる。改善点についての意見についても，可能な点について改

善を行う必要がある。 

問１：一般科目の授業（講義形式）に満足・・・・・・・・・73％が満足 

意見・要望 英語教育の充実，合同講義の問題等など 

問2：一般科実技科目（物理・化学，体育等）に満足・・・・70％が満足 

意見・要望 実験が少ない，５年体育の授業の開講希望など 

問3：専門科目の授業（講義形式）に満足・・・・・・・・・66％が満足 

意見・要望 開設科目増の希望，授業改善など 

問4：専門科実験実習（講義形式）に満足・・・・・・・・・83％が満足 

意見・要望 授業改善，卒研に集中したいなど 

問5：卒業研究に満足・・・・・・・・・・・・・・・・・・82％が満足 

意見・要望 指導教員の指導に問題など 

問6：本校の施設（建物等）に満足・・・・・・・・・・・・65％が満足 

意見・要望 改修部分以外の部分の改修要望など 

問7：本校の設備（機器等）に満足・・・・・・・・・・・・71％が満足 

意見・要望 冷暖房設備の運用についての改善など    

                            （平均72.8%） 
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資料９－１－②－１ Ａ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｂ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｃ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－②－１ Ｄ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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（分析結果とその根拠理由） 

平成16年度卒業者に対する満足度結果と平成17年度卒業者に対する満足度結果を比較してみると 

                          平成16年度    平成17年度 

･ 一般科目の授業（講義形式）に満足         73％       94％ 

･ 一般科目の実技科目（物理･化学，体育等）に満足   70％       91％ 

･ 専門科目の授業（講義形式）に満足         66％       95％ 

･ 専門科目の実験実習に満足             83％       95％ 

･ 卒業研究に満足                  82％       94％ 

となっている。アンケートでは，不満足の具体的意見も調査しており問題点については，更に改

善に繋げていく必要がある。 

 

観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

（観点に係る状況） 

(1) 卒業生アンケート 

卒業生アンケートについては，観点６－１－５で述べているので，本観点では「本校の教育目

標」以外の部分について述べる。（資料９－１－③－１） 

本校で受講した授業内容について以下の授業科目の授業時間が，十分に確保されていたかについ

て結果を報告する。 

① 数学・自然科学系の講義，専門の講義，専門の実験実習が確保されていた・・87％ 

② 人文科学，社会科学系の講義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72％ 

③ 情報処理系処理やコンピュータの基礎知識に関する科目・・・・・・・・・・59％ 

④ 創造的な問題解決能力の育成に関する科目（卒業研究含む）・・・・・・・・58％ 

⑤ 卒業研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84％ 

⑥ 日本語による記述力・口頭発表能力に関する科目，語学教育・・・・・・・・45％ 

⑦ 倫理，経済，安全に関する系統的学習・・・・・・・・・・・・・・・・・・56％ 

⑧ 校外実習経験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67％ 

⑨ 松江高専の授業内容を社会的な水準に照らして，十分だったと思われますか。 

  十分であったという回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82％ 

以上の欠課，発表能力，語学に授業時間が不足しているとの認識が卒業生にある。 

(2) 就職先アンケート 

就職先アンケートについては，観点６－１－５で述べているので，本観点では就職先企業等の意

見について述べる。（資料９－１－③－２） 
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○ 資料９－１－③－１ Ａ 

                     （出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－③－１ Ｂ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－③－１ Ｃ 

（出典 卒業生アンケート 報告） 
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資料９－１－③－２ Ａ 

「高等教育機関としての高専の存在意義，将来あるべき姿等について」の自由記述（本科） 

申し訳ございませんが，貴校より当社へ入社された方については，在籍期間が１ヶ月程度であった為，特に彼個人

の評価を致しかねます。未記入の項目がありますが御了承ください。 

研究・学問的な技術習得に固執するのではなく，より実用・実益的な技術を習得する場であってほしい。 

４大より２年若い，専門的な教育がなされている。 

実践的知識を持った人材を送り出してほしい。 

“ものづくり”の原点となる工学的な知識の習得を望む。 

日本のスペシャリストたるエンジニアを育成する為，もっと自然科学の基礎をしっかりと教育していただきたい。

「水素を酸化するとどうなる？」といった質問の意を解さないなど，一言でいえばものを知らない学生（新卒者）が

増えています。ゆとり教育とは一線を画し，向上心のある人物を育ててください。 

今回の調査対象者は，既に退職しているため回答できかねます。 

「TOEIC」は，高専 500，大学 600，文系 700以上必要。「情報処理技術」は，PCレベルと思う。使えることはMUST

→ｴﾝﾄﾘｰで確認できる。（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ） 

即戦力を求めやすい傾向があるが，先を見た基礎力と創造力及び挑戦する心が大切と感じます。即戦力だけに求め

ていては，個性や特性が欠ける。島根の若い力を生かし活かして欲しい。 

専門基礎知識・技術をしっかり修得し，実務応用への発展力を身に付けてください。 

入社後，専門知識を身に付ける上で土台となる基礎学力，現場で欠かせないコミュニケーション能力，そして向上

心をしっかりと養える教育をよろしくお願い致します。 

資質の高い若い生徒に，就業の意識を高められることも重要かと考えます。当社では高専生を高く評価しており，

企業の人材として，より人間性のあるプロアクティブな人材を求めます。貴校からは毎年採用させて頂きたく考えて

おります。 

技術の分野においては，他学歴卒者よりも秀で，自信を持った卒業生を社会へ送り出して頂きたいです。 

機械，電気等専門分野の基礎知識・学力の向上を期待します。 

今までは採用にあたり「英語」の能力を特段考慮しておりませんでしたが，今後は考慮しなければならない環境に

なって来ています。外資（ドイツ）100％の当社においては，国際間コミュニケーションは英語が共通語となってお

り，特に研究・技術部門業務従事者は英語でコミュニケーションができること，英語の読解力，英語文章力が必須条

件となってきています。採用した人の中から選抜して，入社後，英語Trainingをしていただいておりますが，入社時

にTOEIC 500点以上あればTOEIC 650点（当社が求めるTOEIC最低ライン）へより早く到達することができるものと考え

ております。 

最新のスキルを身につけ社会に出て即戦力として活躍できる人材を育成していただきたい。 

専門分野に特化することも重要ですが，「松江」に限らず基礎的な教養なくしては，せっかくの専門分野が死んで

しまいかねません。ぜひ，総合的な人材育成を目指してください。 

平成17年６月30日付け依願退職のため，未記入の項目があります。 

地域経済の発展に寄与できる人材の育成 
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資料９－１－③－２ Ｂ 

やや理屈・理論が先行しがち，早く企業文化にとけ込み協調性を発揮することが望ましい。但し，大企業の研究開

発等に従事する場合はこの限りでない。 

平成１８年４月の採用については，残念ながら貴校卒業予定者はいらっしゃいませんが，引き続き専門分野に強み

を持ち，かつ幅広に視野を持たれる人材の採用を行っていきたいと考えております。今後の採用についても，ご理解

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

環境を向上させるシステム等の専門知識を習得する教育 

コミュニケーション能力，応対マナーなどのスキルｕｐを望みます。 

４年生大学と比べ技術系の基礎の単位が多く，実践向きであり満足している。但し，輸出立国を担う若者として英

語力にもう少し力を注いだ教育を望みます。 

独法化スタートより高専では様々な活動，取組みにより自校の差別化をされています。その一端が進学校化，最近

良く耳にする機会があります。少子化が現実に直面しているこの時期，難しい局面だと思います。そんな中弊社は，

高専の学生の採用に関しては最優先で採りたいと考えています。進学・就職と進路は違いますが送り出す学校側は，

学生に勉強であれば知識で，又就職で仕事に就く人には働く事により社会に貢献しているという喜びを“感じる人”

にして送り出してほしいと願います。 

「学んで，創れる，エンジニア」良いと思います。 

中央都市，大企業への就職を求める学生は相当の自己向上心があり，又訓練も受ける。地元就職希望者には甘え

と，自己革新力，努力姿勢に不十分な学生が多見されると想像する。 

大学に行く人よりも早い段階から専門知識が身につけられる場であるので，その柔軟な発想力を生かすような教育

環境を形成していただければと思います。 

中学卒業時より将来の職業ジャンル選択を迫られる優秀な人材が結集している所が高専の特色と思います。つまり

自己適正判断が早く向上心の高い学生が集まっていると思います。技術革新が早く，技術修得スピードを要求する企

業においては，最適の人材と考えます。産業への適正導入を進める為，インターンシップ複数年度も考慮されてはい

かがでしょうか。 

エンジニアとして，求められる要求項目を期間内に結果が出せる様にする事。及び自分の意見を常に持ち（含む予

測）理論に基づく考え方が出来る事の教育を望みます。採用にあたり「英語」の能力を考慮しているが，「TOEIC」の

点数については現時点では絶対的な基準ではなく受験者間での相対的な比較要素としてみています。 

工業高校よりも２～３歩上等の位置付けと認識している。たまたま当社入社者が悪かったか？地元中小企業にも優

秀な学生を送り出してもらいたい。 

情報処理の資格を持つか持たないかが，今，技術力判断の目安とされているので，資格取得に力を入れていただき

たい。ｵﾗｸﾙ，UNIX，JAVA等のスペシャリストを育てる方向づけも必要ではないかと思われる。 

専門的かつ，より実践的な教育が行える教育機関であってほしい。 

島根県内に限っては，大学の工学部（電子制御システム工学科，材料プロセス工学科（機械設計））が比較的近年

開設された後発組なので，技術の円熟度の高い高専に期待する所が大きい。ロボットコンテストでの優秀な成績に代

表されるような何かの頂点を極め，オリジナリティ溢れる発想を持ち，具体化できる学生を輩出してほしい。 

近年は専門学校が台頭してきており，高専ならではの特徴をもった学生の輩出が必要だと思います。基礎学力を持

ち得ながら自ら考え，行動できるような人材を求めています。 
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資料９－１－③－２ Ｃ 

全国共通科目のレベルアップは当然必要と思うが，地域に密着した技術の開発（例えば島根なら自然と共存できる

産業の開発）等を目指してほしい。 

高い技術の知識を修得できること。並びに，枠にとらわれることなく幅広い視点を持ち，何事にも積極的に取り組

める意欲を持った人材を育成していただけること。又，コミュニケーション能力も様々な学生生活での経験を通じて

高めていただける機関として期待しています。 

採用にあたり「英語」能力は，余り考慮していないが教育科目には必要である。５年間の一貫教育により学生の技

術に対する意識は高いものがあり，意欲をもって取り組んでいます。又，社会への適応能力に秀れていますので技術

力を徐々に発揮してくれるものと成長と活躍を期待しています。 

５年間の一貫教育で平均した教養，技術力を身につけコミュニケーションの高い人に育てていただきたい。 

「学んで，創れる，エンジニア」に共感致します。そのためにも，リビングやＰＣ，ＴＶ画面を越えた広い視野を

提供することで，学生諸君の職業観を豊かに育てていただきたいと思います。 

 

「高等教育機関としての高専の存在意義，将来あるべき姿等について」の自由記述（専攻科） 

日本企業の採用が従前の新規学卒一括採用システムから多様な採用形態に移行しつつあります。この中で企業の人

事制度は，人中心から仕事中心に変わってくることでしょう。今まで以上に即戦力が求められる時代になります。で

すから，きめ細かい技術教育に長け，そのノウハウを持っている高専に対する期待は益々高まると思います。課題と

しては，企業がグローバル化のスピードを速めていますので，海外の教育機関に負けないレベルにまで向上・維持し

ていくことだと考えます。 

高専に進む学生はハッキリとした目標意識を持って取組み企業に就職後，短期間の教育で戦力になっております。

弊社にも多数の高専卒が入社しており貴重な人材に育っております。今後も多くの優秀な人材を育てる機関として期

待します。 

向上意欲が旺盛で自立心が高い学生の育成をよろしくお願いします。 

専門性，実技の高い教育機関として地元に根付いた学校を望む。 

全国共通科目のレベルアップは当然必要と思うが，地域に密着した技術の開発（例えば島根なら自然と共存できる

産業の開発）等を目指してほしい。 

  （出典 卒業生アンケート 報告） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 卒業生アンケート 

学外関係者として卒業（修了）生の意見調査がアンケートの形で実施されている。「松江高専の

授業内容を社会的な水準に照らして，十分だったと思われますか」の問いについては，アンケート

調査を行った82％の卒業生が肯定している。ただし，発表能力，語学に授業時間が不足していると

の認識が卒業生にあることが判明した。カリキュラム内容教育の状況に関する自己点検・評価にフ

ィードバック（改善）については，現在進行中である。 

その他，後輩へのアドバイス，教員への要望なども調査した。今後の改善に生かして行きたい。 
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(2) 就職先アンケート 

採用にあたり英語能力，情報処理技術能力を考慮する事業所が増えつつあることが自由意見から

考察される。 

Ⅴの重要項目からコミュニケーション能力の重要性を，Ⅷの情報処理技術能力の考慮具合から情

報処理技術能力の重要性をそれぞれ指摘されていること。並びに卒業生アンケートから語学教育及

びコンピュータ基礎知識の授業時間が不十分であると指摘されていることから語学教育及び情報処

理教育の改善が今後必要であると思われる。専攻科修了生を採用していただいた事業所の勤務成績

評価満足度は，78.6％であった。改善が必要と思慮される事項は本科卒業生と同様である。 

これらの状況から，本校ではTOEICの受験を学校行事として取り入れ，得点により特別学修とし

て単位認定を行っている。また，情報処理技術者試験を始め各種資格試験もまた特別学修として単

位認定を行うことで学生の学習意欲の向上と共に，社会からの要請を教育へ反映させている。 

 

観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生に

よる達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けら

れるようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど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） 

本校では各種の評価を，教育の計画，実践，評価，改善（Plan/Do/Check/Action）について組織

的に支援する教育点検システム（以下「ＰＤＣＡ」という。）を整備し，各種委員会が連携して実

行に移している。（資料９－１－④－１）（資料９－１－④－２） 

教員の教育に関する評価は，学生による評価と教員相互による評価，教員による自己評価の三つ

の方法で行っている。それらの評価を総合して，国専協に表彰教員を推薦している。 

学生による評価は，「教育に熱心な先生」「分かりやすく教えてくれる先生」「勉強の意義を良

く教えてくれる先生」「人生に夢を抱かせてくれる先生」「部・サークルの指導，生活指導に熱心

な先生」の観点から，すべての学生が一般科目および他学科の教員５名以内，自分の所属学科の教

員３名以内をあげるものであり，平成 15 年度より実施している。 

教員相互による評価は，各教員が「教育に熱心な教員」を１名挙げるものであり，平成 15 年度

より実施している。 

教員による自己評価は，評価項目に従って記入し得点を書き込むものである。 

なお，平成 17 年度より「年間職務の自己評価」としてより総合的，客観的に評価できるように

様式が整えられた。 

学習･教育目標の設定，学習・教育目標達成度の評価方法・評価基準等の適切さに対する社会の

要求については，専攻科修了生や準学士課程卒業生に対するアンケート（平成 16，17 年度に実

施）並びに企業に対するアンケート（平成 17 年に実施）により点検している。 

また，運営評議会（平成 17 年３月開催），松江工業高等専門学校と地域産業界等が技術交流等

を深めることにより，地域産業と文化，並びに松江高専の教育・研究の発展に寄与することを目的

に設立された松江テクノフォーラム，学生の保護者で構成される後援会，準学士課程卒業生及び専

攻科修了生で構成される同窓会からは，各総会等を通じてさまざまな意見を取り入れている。 
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資料９－１－④－１ Ａ 

 

 

                        （出典 ＦＤ委員会，OECD 高等政策レビュー説明資料） 
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資料９－１－④－１ Ｂ 

 
社会（産業界，卒業生 他） 

教育目的･目標･水準の設定（Pｌａｎ) 

教育方法･評価方法の設定（Ｐｌａｎ） 

改善（Ａｃｔｉｏ

）

教育の実施（Ｄｏ） 

教育点検･目標達成評価（Ｃｈｅｃｋ） 
 

                      （出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－④－２ Ａ 
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資料９－１－④－２ Ｂ 

 

                       （出典 教員連絡会 配付資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

評価結果を教育の質の向上，改善に結び付けるシステムが整備されている。教育課程の改善を進

めるとともに，教員個々の技術力の向上も進んでいる。 
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観点９－１－⑤： 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） 

(1) 授業アンケート 

平成 12 年度より学生による授業アンケートを実施してきたが，平成 15 年度より授業アンケート

結果に対して，各担当教員が分析および今後の改善策を記入する形式とした。また，平成 17 年度

は授業点検教員がその授業に対するコメントを記入するようにして，より多角的に授業を評価・改

善するようにしている。（資料９－１－⑤－１）（資料９－１－⑤－２） 

(2) 公開授業・保護者参観 

平成 15 年度から授業公開週間を設け，各教員が相互に授業を参観するようにしてきたが，平成

17 年度より各教員がおおむね３年に１回以上公開授業を行うこととし，批評会の実施と報告書の

提出を義務付けた。また，平成 15 年度から年 1 回の保護者参観を実施している。（資料９－１－

⑤－３）（資料９－１－⑤－４） 

(3) ＦＤチェックシート 

平成 16 年度からは１～３年の全授業を対象に，授業時間の遵守，授業の分かりやすさ，板書・

資料の分りやすさ，学生の取り組みを学生（日直）に点検させるＦＤチェックシートを実施してい

る。月間のクラスごとの統計を開示（インナーｗｅｂおよびクラス掲示）しフィードバックしてい

る。平成 17 年度からは，評価の低い項目があった授業すべてについて授業担当の教員にも告知す

ることでフィードバックしている。（資料９－１－⑤－５ 資料５－２－②－２を再掲） 

資料９－１－⑤－1 

 

          （出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－２ 

 

（出典 ＦＤ委員会） 
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資料９－１－⑤－３ 

         （出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－４ 

（出典 ＦＤ委員会） 

資料９－１－⑤－５ 

（出典 ＦＤ委員会） 
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（分析結果とその根拠理由） 

学生の要望については，学生による授業アンケートが毎年実施されており，集計結果は各教員に

通知されるとともに，校内web上に公開している。平成17年度からは１～３年の全授業のＦＤチェ

ックシートの評価の低いものは，授業担当の教員に通知しており，授業アンケートよりすばやい軌

道修正が可能となっている。 

 

観点９－１－⑥： 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） 

本校教員の研究活動は調査･研究を主たる目的とする研究のみならず，教育方法の質の改善を目

的とする研究活動にも取り組んでいる。 

教員の研究活動全般の状況については，選択評価事項Ａで詳しく述べるが，各教員の専門分野に

おける研究成果の一部は，準学士課程５学年の卒業研究や専攻科課程の特別研究として実施されて

いるほか，関連分野の講義に生かされている。（資料９－１－⑥－１）学生は研究を通じて専門知

識と周辺知識を高めるとともに論文作成能力やプレゼンテーション能力を高めていく。その結果は，

国際会議や学会口頭発表に成果としてあらわれる。（資料９－１－⑥－２） 

平成18年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進研究実践支援）に応募し，採択された

「ＩＴ活用による教育研究の高度化と国際化 －オープンソースLMSの効果的活用とXHTMLエディタ

開発に関する研究－」は，時間，場所に束縛されず外国語学習ができる教材開発によりTOEICの得

点上昇やアンケートの結果から指摘されているコミュニケーション能力の向上に繋がるものと期待

されている。（資料９－１－⑥－３） 

また，本校においては，ＦＤ委員会及びJABEE委員会からの指示により教員個人データを作成し

ている。このデータ項目の中に「授業担当者としての適正」欄を設け，教員自らが担当授業科目と

して適切であることを具体的な根拠（授業内容に関連した教育実績，研究業績，実務経験，著書，

作品，特許，社会活動などの概要）をあげてその適正さを記述している。本制度から教員自ら研究

業績が教育の質の改善に寄与しているかを自己評価している。 
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資料９－１－⑥－１ Ａ 

        （出典 専攻科 シラバス） 

資料９－１－⑥－１ Ｂ 

（出典 専攻科 シラバス） 

資料９－１－⑥－２ Ａ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｂ 

       （出典 Annual Report 2005）
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資料９－１－⑥－２ Ｃ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｄ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｅ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｆ 

       （出典 Annual Report 2005） 
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資料９－１－⑥－２ Ｇ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｈ 

       （出典 Annual Report 2005）

資料９－１－⑥－２ Ｉ 

       （出典 Annual Report 2005） 

資料９－１－⑥－２ Ｊ 

       （出典 Annual Report 2005）
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資料９－１－６－３ Ａ 

 （出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 

資料９－１－６－３ Ｂ 

（出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 

資料９－１－６－３ Ｃ 

（出典 H18 国際化推進プログラム申請書） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員個々における専門分野の研究活動，専攻科特別研究における学生を交えた研究活動，外部か

らの依頼による受託研究･共同研究等の研究活動それぞれの研究成果が，本校の教育方法，授業内

容の改善及び新規テーマ創出に繋がっている。 

教員アンケート（前掲 資料１－２－①－７）の質問事項中，「研究活動が教育の質の改善に寄

与していると思いますか。」についての集計結果をみると，49名の回答のうち「思う」と回答した

者38名，「思わない」と回答した者10名，無答者１名となっている。 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校は教員の資質向上を図るとともに，教育改善を審議･実行するために「松江工業高等専門学

校ＦＤ委員会規則」を制定している。（資料９－２－①－１） 

ＦＤ委員会は，ＦＤ活動が円滑かつ体系的に実効あるものとして運用されるように次のような手

順書を定めている。（資料９－２－①－２ Ａ～Ｇ）また，作業のスムーズに実施できるように年

間ＦＤプログラム表を作成している。（資料９－２－①－３） 

（１）授業点検手順書 

（２）授業アンケート実施･集計手順書 

（３）公開授業実施手順書 

（４）成績資料提出手順書 

（５）ＦＤプログラム見直し手順書 

（６）要望･苦情処理手順書 

なお，各授業担当教員は，授業点検教員の点検を受けた試験問題，成績算出根拠資料詳細等の資

料を提出することになっており，厳正で客観的な達成度評価となっている。また，本科ではほとん

どの授業で中間試験が実施されており，全教員が参加する試験成績検討会で達成度の点検がなされ

るシステムとなっている。さらに学科でも当該学科に所属する学生の中間試験の状況を把握するよ

うにしている。 
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資料９－２－①－１ 

松江工業高等専門学校ＦＤ委員会規則 

 

平成１６年６月１日 制  定

平成１８年４月１日 最終改正

 

（目的） 

第 1 条 松江工業高等専門学校の教員の資質向上を図るとともに，教育改善に関する事項を審議する

ため，ＦＤ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 授業改善及び学力向上につながる方策の検討に関すること 

二 シラバス，講義，実験，実習，試験，成績評価の評価，審査，改善に関すること。 

三 ＪＡＢＥＥ認定，外部評価及び第三者評価に際して，前二号の対応に関すること。 

四 学生による授業評価に関すること。 

五 授業公開及び教員相互による授業参観に関すること。 

六 各種研修会に関すること。 

七 その他必要な事項に関すること。 

（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 一般科目及び各学科の代表委員 

三 学生課長 

２ 前項第二号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。 

３ 前項の委員に欠員を生じたときの後任者の任期は，前任者の残任の期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，校長が指名する。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を求めることができ

る。 

 (事務) 

第５条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，副校長（教務主事）が別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年６月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１８年６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９－２－①－２ Ａ 

                         （出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｂ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｃ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｄ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｅ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｆ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－２ Ｇ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 
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資料９－２－①－３ 

（出典 ＦＤ委員会 作成） 



松江工業高等専門学校 基準９ 

（分析結果とその根拠理由） 

教育の質の向上や授業改善にとって必要な評価や研修等がＦＤ委員会により計画され実施されて

いる。学生，教員相互，保護者･第三者等の様々な角度から教育に関する評価を定期的に受けてい

る。また，外部講師による特別講演会等も適宜開催し，常に教員としての意識の高揚と啓発，スキ

ルアップのための活動が適切に行われている。 

 

観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，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） 

本校においては，ＦＤ委員会が平成14年度後期に組織され，（規則化は平成16年度）平成12年度

から教務委員会が行ってきた学生による授業アンケートの実施とフィードバックを担当することと

なった。また，教員相互による授業参観，保護者対象の授業参観，公開授業等を実施し，授業の改

善･点検システムに繋げてきた。 

平成16年度からは１～３学年の全授業を対象に，授業時間の遵守，授業の分りやすさ，板書･資

料の分りやすさ，学生の取組み状況の各項目を，学生（日直者）に点検させるＦＤチェックシート

を実施し，クラス毎に取り纏めた月間の統計結果を開示しフィードバックしている。平成17年度か

らは，評価の低い項目があった授業全てについて授業担当の教員にも告知することで授業の改善･

点検システムに繋げている。 

平成17年度からは，全ての授業に授業点検教員を設け，シラバス･試験問題･授業を点検する仕組

みとしている。さらに３年に１回以上の公開授業の実施を義務づけ，批評会を実施し報告すること

で教育の質の向上と継続化を図っている。 

教員研修会は，平成17年度より中間試験成績についての分析と対策の検討会を実施している。ま

た，外部から講師を招いてＦＤ研修会も年１回以上実施するようにしている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生による授業アンケートもさることながら，教員相互によるチェック体制の構築，研修会の内

容充実等常に教育の質の向上が継続的に展開できている。 

なお，教職員アンケート（前掲 資料１－２－①－７）の質問事項中，「本校のＦＤが，教育の

質の向上や授業の改善に結び付いていると思いますか。」についての集計結果をみると，76名の回

答のうち「思う」と回答した者65名，「思わない」と回答した者11名となっている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

教育の状況を点検・評価するシステムが整備されており,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，評価が適切に実施できる体制となっている。様々な角度から教育に関する評価

を定期的に受けている。常に教員のスキルアップのための活動が適切に行われている。 

 １～３学年の全授業が学生により「ＦＤチェックシート」を使って行われ，授業担当教員のすばや

い軌道修正が可能となっている。卒業生・就職先・運営評議会・産学連携組織・後援会・同窓会など，

多様な観点から本校の教育を点検・評価できる体制になっている。 

ＦＤ活動の円滑かつ体系的な運用はＦＤ委員会を中心に行われ，運用マニュアルを基に教育の質の
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向上や授業改善が継続的に行われている。 

 

（改善を要する点） 

 点検システムや改善システムは比較的近年整備されたものであり，点検・評価の結果をどのように

有効に生かしていくのかが，今後の課題である。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育の状況を点検・評価するシステムが整備されており,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，評価が適切に実施できる体制となっている。教育の質の向上や授業改善にとっ

て必要な評価や研修等はＦＤ委員会により計画され実施されている。学生，教員相互，保護者･第三

者等の様々な角度から教育に関する評価を定期的に受けている。また，外部講師による特別講演会等

も適宜開催し，常に教員としての意識の高揚と啓発，スキルアップのための活動が適切に行われてい

る。 

 学生の要望については，授業アンケートが毎年実施されており，結果は各教員に通知されるととも

に，学内web上に公開している。さらに，１～３学年の全授業が学生により「ＦＤチェックシート」

を使って行われ，授業担当教員に結果を通知し，すばやい軌道修正が可能となっている。また，卒業

予定者に対して本校の教育に対する満足度アンケートや評価に対するアンケートなどを実施し，全体

的な教育の点検・評価も行っている。 

就職先アンケートも実施し，本校の教育に対する評価を点検している。アンケート結果からは概ね

肯定的な評価が得られているが，指摘された不満足な項目に対する教育方法の改善やカリキュラム改

定へどのような形で生かしていくべきなのか，今後の課題である。一部はすでにTOEIC受験の学校行

事化や特別学修としての単位認定，情報処理技術者試験を始め各種資格試験の単位認定などを行うこ

とで，学生の学習意欲の向上と共に，社会からの要請を教育へ反映させている。さらに，運営評議会，

産学連携組織「松江テクノフォーラム」，保護者で構成される後援会や卒業生で構成される同窓会な

どからは，各総会等を通じてさまざまな意見を取り入れている。 

教員に関する評価は，学生による評価，教員相互による評価，教員による自己評価など多面的に行

っている。また，公開授業や公開授業週間での保護者参観，批評会などを通して，自己研鑽に努めて

いる。教員個々における専門分野の研究や学生を交えた研究，あるいは受託研究･共同研究等の活動

の成果は，本校の教育方法，授業内容の改善及び新規テーマ創出に繋がっている。 

ＦＤ活動の円滑かつ体系的な運用はＦＤ委員会を中心に行われている。ＦＤ委員会では，授業点検，

アンケートなど様々な手順書を定めており，運用マニュアルを基に教育の質の向上や授業改善につと

めている。 

 

 


