
松江工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

（１）観点ごとの分析 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生

以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

独立行政法人国立高等専門学校機構法には，学生の教育だけでなく「機構以外の者から委託を受

け，又はこれと共同して行う研究を実施すること，及びその他の機構以外の者との連携により教育

研究活動を行うこと。」及び「公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供す

ること。」が規定されている。本校ではその趣旨に基づき，社会との連携及び国際交流に関する目

標･方針（前掲 資料Ａ－１－①－２）を定め，「本校が有する知的財産を活用した公開講座や工

学の芽を育む学校開放事業，あるいは，理工系教育推進事業の支援など多角的に地域の発展につと

める。」としている。 

 本校では，正規課程の学生以外に以下の事業等を行っている。 

(1) 地域社会活動 

① 地域の人々のために生涯学習の機会提供及び職業人のリフレッシュ教育の一環として公開講

座を実施している。公開講座は，公開講座規則に従い各学科において企画し，そのテーマを企

画総務室会議で審議･決定している。（資料 Ｂ－１－①－１），（資料 Ｂ－１－①－２） 

② 小･中学生が普段できない活動を体験する機会を提供したり，実験等を通して理工系分野の

魅力を広く社会に紹介するために地域の小･中学生を対象として，学校開放事業や本校教員が

小･中学校に出向いて行う公開授業（出前授業）をそれぞれ実施している。（資料 Ｂ－１－

①－３） 

③ 学校を取り巻く社会に対して専門的分野の紹介･還元を目的とした展示及び講演･演習をそれ

ぞれ実施している。（資料 Ｂ－１－①－４），（資料 Ｂ－１－①－５） 

④ 専門分野の関連企業への貢献として技術相談を実施している。（資料 Ｂ－１－①－６） 

⑤ 教員によっては，個々の専門性を生かして審議会等の委員を務めている。（資料 Ｂ－１－

①－７），（資料 Ｂ－１－①－８） 

⑥ 環境･建設工学科では，学科レベルで島根県土木部との間で「包括的連携･協力に関する協定

書」を締結している。目的は，諸諸地域課題への的確な対応，土木及び環境に関連する技術の

教育･学術研究及び開発機能の向上を図るとともに地域の活性化，人材育成に寄与することで

ある。（資料 Ｂ－１－①－９） 

(2) 授業開放 

授業科目を学生以外の者に開放するシステムとして，高等専門学校設置基準第21条をうけ科目

等履修生規則及び聴講生規則を規定し，要望に応えている。 

(3) 施設開放 

外部から施設使用の申し出があった時には，その目的，規模等を精査･確認のうえ本校の行事

に差し支えのない場合に限り許可をしている。 

なお，図書館については積極的に外部へ開放している。 

(4) 現代ＧＰプログラムでの公開講座 

平成17年度文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プログラムに，本校の取組名称「地域ニーズ
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対応型教育の実践」が，テーマ番号１「地域活性化への貢献（地元密着型）」に採択された。本

取組みは，「地域密着型研究開発テーマの実施」と「地域産業論の開講」の二つの大きなテーマ

から成り立っている。地域産業論は正規課程学生のみならず，地域企業･地域社会への教育効果

が期待できるカリキュラムを構築することで新たな学校の役割を模索し，地域のエンジニアも含

め，将来地域で活躍できる優秀なエンジニアをより多く育成するため，実践的知識を学習できる

ことが可能な新たな地域活性化のための教育モデルを構築したものである。（資料 Ｂ－１－①

－10），（資料 Ｂ－１－①－11），（資料 Ｂ－１－①－12）（資料 Ｂ－１－①－13） 

 
資料 Ｂ－１－①－１ 

松江工業高等専門学校公開講座規則 

 
                     昭和５９年４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５６条第２項の規定に基づき，この規則を定める。 
（目的） 

第２条 公開講座は，本校の教育・研究の成果を広く社会に開放し，地域社会における文化の向上に
資することを目的とする。 
（開設時期及び時間等） 

第３条 公開講座は，授業に支障のない，時期に開設する。 
２ 公開講座は，本校の諸施設を使用して行う。ただし，必要がある場合は，本校外で実施すること

ができる。 
（講師） 

第４条 公開講座の講師は，本校の職員とし，校長が任命する。ただし、必要がある場合は，本校外
から講師を委嘱することができる。 
（修了証書） 

第５条 公開講座において，所定の時間の３分の２以上出席した者には，修了証書を授与することが
できる。 
（講習料） 

第６条 講習料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規
則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校規則第３５号）に基づき定められた額とする。 

２ 講習料は，公開講座の受講申込みを受理するとき徴収するものとする。 
３ 既納の講習料は，返還しない。 

（庶務） 
第７条 公開講座の事務は，庶務課において処理する。 
 
   附 則 
 この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 
 

……略…… 
 
   附 則 
 この規則は，平成１６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 Ｂ－１－①－２ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－３ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－４ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－５ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－５ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－６ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－６ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－７ Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－７ Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－７ Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－８ 

（出典 Annual Report 2005） 



松江工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

- 408 - 

資料 Ｂ－１－①－９ 

 

            （出典 環境･建設工学科） 
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資料 Ｂ－１－①－10 

                       （出典 庶務課 作成資料） 
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資料 Ｂ－１－①－11 Ａ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－11 Ｂ 

（出典 Annual Report 2005） 

資料 Ｂ－１－①－11 Ｃ 

（出典 Annual Report 2005） 
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資料 Ｂ－１－①－12 

                       （出典 庶務課 作成資料） 
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資料 Ｂ－１－①－13 

（出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，1)地域社会活動としての公開講座や学校開放

事業，2)授業開放としての履修生や聴講生制度，3)施設開放などを計画的に開催している。特に，

本校に限っての特筆すべき事項として，現代ＧＰの地域産業論の公開講座としての地域への公開は，

その目的から本校が地域活性化に貢献できる新たな教育モデルである。 

 

観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

公開講座，学校開放事業及び公開授業（出前授業）の受講者については，資料（前掲 10－１－

②－２ Ｂ）のとおりである。アンケート結果を資料（資料 Ｂ－１－②－１）に示す。独立行政

法人化後，小･中学生が対象の事業は学校開放事業とし，一般人が対象の事業は公開講座として分

けて実施してきた。両事業は共に，アンケート結果からは参加者に満足をしてもらっていることが

分かる。小学生が対象の事業は，平成16年ロボットコンテストで全国優勝をしたことが島根県内で

松江高専の知名度を押し上げ，参加希望者が急激に伸びた。定員を設けているが，可能な限り希望

者を全員受け入れるよう努力している。 

小･中学生を対象とした学校開放事業への参加者を数多く集めるためには，日程の設定が重要な

要素になっていると考えられる。ほとんどの学校開放時事業は夏休みを中心に行うが，中学校の場

合には前半では中学生の島根県内・中国地方規模の体育大会も多く開催される。また，小・中学生

共に，夏休みの後半では二学期の準備で学校開放事業参加への気持ちが削がれる傾向がある。 

公開講座，学校開放授業及び出前授業の実施については，各学科と広報委員会（平成18年度から

は企画総務室のイベント担当専門部会）が連携しながら企画･実施に取り組み，実施後には事務部

の庶務課企画調査係が一括して取りまとめ，広報委員会とともにその成果を分析するとともに，点

検･評価を次回以降の取組に反映させている。 

現代ＧＰの地域産業論については，毎回正規学生が約200名，正規学生以外の一般の人や企業人

が松江テクノフォーラムを通じ毎回5～15名聴講している。この講座の内容は，地元新聞社が発行

する「山陰経済ウィークリー」誌へ毎週掲載され，大きな反響を呼んだ。（資料 Ｂ－１－②－

２）また，講義内容の詳録は一冊の本にまとめられ，好評を得ている。島根県内のある企業におい

ては，新入社員研修で全員に配布されるなど，有効に利用され，一年目ではあるが大きな成果に結

びつつある。（資料 Ｂ－１－②－３） 
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資料 Ｂ－１－②－１ Ａ 

                   （出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書） 
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資料 Ｂ－１－②－１ Ｂ 

（出典 松江工業高等専門学校 自己点検･自己評価書） 
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資料 Ｂ－１－②－２ Ａ 

       （出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

資料 Ｂ－１－②－２ Ｂ 

（出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

（出典 山陰経済ｳィ-ｸﾘｰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 Ｂ－１－②－３ 

出典 「地域産業論」表紙 
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（分析結果とその根拠理由） 

学校開放事業や公開講座についての満足度アンケートは毎回実施し，その結果を担当部署の広報

委員会（平成18年度からはイベント担当専門部会）において継続的に分析を行い，次年度の実施計

画に反映させている。 

アンケート結果からみると参加者のほぼ全員が大変満足又は満足と答えている。全体的に活動の

成果は長い眼でみなければその結果が判断できない事項もあるが，改善のためのシステムがあり，

機能していると判断される。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 小中学生を対象とした学校開放事業は，最近は定員を大幅に超す受講希望者があり，終了後のアン

ケート結果からも満足してもらっていることが分かる。学校開放事業や公開講座については専門部会

で要望などを次年度の計画へ反映させている。また，現代ＧＰのプロジェクトに基づく「地域産業

論」の公開は，高専の新しい地域貢献の可能性を示している。 

 

（改善を要する点） 

 現在まで行ってきた事業については，概ね良好な回答を得ているが，小中学校へこちらから出かけ

ていく出張授業の試みは，緒についた段階であり，今後の発展が必要である。 

 

（３）選択的評価事項の自己評価の概要 

本校の教育理念に基づいて定めている「社会との連携及び国際交流に関する目標･方針」に沿って,

正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，1)地域社会活動としての公開講座や学校開放事業

の開催，2)履修生や聴講生を受け入れる体制，3)施設開放などを計画的な開催などを積極的に行って

いる。学校開放事業などは，近年定員を超す受講希望があり，地域にその価値を認められている。ま

た，現代ＧＰで採択された「地域ニーズ対応型教育の実践」プログラムの一つの柱である，人材育成

のための「地域産業論」を公開講座として地域へも公開し，地域活性化に貢献できる新たな教育モデ

ルを作りつつあることは特筆すべきことである。 

 各種イベントでは満足度アンケートを実施し，その結果を担当部署の広報委員会（平成18年度か

らはイベント担当専門部会）において継続的に分析を行い，次年度の実施計画に反映させている。 

 今後は，小中学校へこちらから出かけていく出張授業の試みを整備拡大していく努力をし，一層地

域社会へ貢献したい。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

目的の達成状況が良好である。 
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