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「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」 

書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

本欄「書面調査による分析状況」は、書面調査終了時点での分析状況を基準ごと

に記述したものです。 

なお、最終的な評価結果の取りまとめは、書面調査による分析状況に、訪問調査

で得られた知見を加えて行います。 

 

本欄「訪問調査時の確認事項」は、書面調査終了時点で確認できなかった事項を、基

準ごとの分析状況に対応させて示したものです。 

◎印の付いた確認事項は、対象校による補足説明を要するものであり、当該確認事項

の下に説明を簡潔に記述してください。また、説明に際して根拠資料・データ等が必要

な場合は、併せて掲載するか別途用意してください。なお、訪問調査当日の「学校関係

者（責任者）との面談」の際に訪問調査担当委員からさらに詳細な説明を求められる場

合もありますが、その際には口頭で説明してください。 

○印の付いた確認事項は、根拠資料・データ等の確認を要するものであり、当該確認

事項の下に掲載するか別添としてください。ただし、量の多いものや外部に持ち出すこ

とが望ましくないもの等、回答に掲載（添付）することが困難なものについては、訪問

調査当日、評価部会打合せ室に用意してください。 

また、「書面調査による分析状況」の内容について、事実誤認等のご意見がある場

合は、理由とともに本欄に記述してください。なお、記述が多くなる場合は、別様

で作成（様式任意）してください。 

青字 → 回答又は分析状況に対する意見 

赤字 → 別添資料の参照ページ 

黄色マーカー → 訪問調査時提示資料 

＜観点１－１－①＞ 

 教育活動を中心とした学校の活動の総合的な状況について、学校として定期

的に自己点検・評価を実施するための方針、体制等が整備され、点検・評価の基

準・項目等が設定されているか。 

 

 以下のことから、教育活動を中心とした学校の活動の総合的な状況について、

学校として定期的に自己点検・評価を実施するための方針、体制等が整備され、
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点検・評価の基準・項目等が設定されていると思われるが、訪問調査後に最終的

に判断する。 

 

 当校では、自己点検・評価を毎年度実施するための方針として中期計画・年度

計画ＰＤＣＡサイクルを定め、自己点検・評価の実施体制として自己点検評価委

員会を設置している。 

 点検・評価の基準・項目等については、国立高等専門学校機構の中期計画・年

度計画に沿った項目を基本としている。 

 

 

 

 

○ 中期計画・年度計画ＰＤＣＡサイクル以外で、自己点検・評価に関する基準や方

法、実施時期等、自己点検・評価の実施方針が明示されている規程等を提示願いたい。 

【回答】 

（資料1-1-①-(2)-01） 

 ・自己点検・評価担当組織・責任体制がわかる資料-1 

（資料1-1-②-(2)-04） 

 ・自己点検・評価報告書の作成時期および公表状況を示す資料 

（資料1-1-②-(2)-05） 

 ・平成30年3月発行の自己点検・評価報告書の点検内容を示す資料 

（追加資料1-1-①-01【別添p.1】） 

 ・JABEEによる継続審査の実施時期等がわかる資料 

 

【分析状況に対する意見】 

本校の自己点検・評価としては、資料1-1-①-(2)-01に示す通り、自己点検・委員

会で、 (１) 自己点検評価に関すること (２) 外部評価に関すること (３) 認証評価

に関すること (４) 専攻科における教育の実施状況の審査に関すること (５) JABEE

の技術者教育プログラムの認定に関すること (６) 中期計画・年度計画の点検及び評

価に関すること (７) その他点検評価に関すること について審議している。 

明示されている規程はないが、５年ごとに作成する自己点検・評価報告書（資料1-

1-②-(2)-04）の基準・項目（資料1-1-②-(2)-05）は、機関別認証評価とほぼ同様の

基準・項目を設定している。また、JABEEの技術者教育プログラムの審査を継続的に

受審している（追加資料1-1-①-01）。 

 

＜観点１－１－②＞   
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 内部質保証システムに基づき、根拠となるデータや資料に基づいて自己点

検・評価が定期的に行われ、その結果が公表されているか。 

 

 以下のことから、内部質保証システムに基づき、根拠となるデータや資料に

基づいて自己点検・評価が定期的に行われ、その結果が公表されていると判断

する。 

 

 自己点検・評価の実施のため、根拠となるデータや資料を収集・蓄積してお

り、毎年度自己点検・評価を実施している。また、その結果を５年ごとにとり

まとめて『自己点検・評価報告書』を作成し、当校ウェブサイトで公表してい

る。 
 成績評価関係資料については、定期試験問題及び模範解答を学生課教務係に

保存蓄積し、定期試験の答案用紙等の全数を各学科で保管している。 
 
＜観点１－１－③＞ 

 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、それらの結果が

自己点検・評価に反映されているか。 

 

 以下のことから、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、

それらの結果が自己点検・評価に反映されていると思われるが、訪問調査後に最

終的に判断する。 

 

 自己点検・評価の実施に際して、教員、職員、在学生、卒業（修了）生、保護

者、就職先関係者の意見聴取を行っており、その結果を自己点検・評価に反映す

るための取組を行っている。 

教職員に対しては、教職員インフォメーションボード内に意見等の送信フォー

ム（意見箱）を設置して、意見を聴取している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教員、職員、卒業（修了）時の学生への意見聴取について、実施状況（意見内

容の例、アンケート集計結果等）がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】  

（追加資料1-1-③-01【別添p.2】） 

 ・教職員から意見聴取した実際の意見とその内容対する回答がわかる資料 
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 在学生に対しては、学生用インフォメーションボードにより、学生による授業

評価アンケートを行っているほか、意見箱を設置して意見を聴取している。 

 卒業（修了）時の学生に対しては、本科卒業生・専攻科修了生達成度評価アン

ケートを行っている。 

 卒業（修了）後の学生に対しては、卒業生・修了生アンケートを実施している。

 就職先関係者については、合同説明会参加企業に対するアンケートを実施して

いる。 

保護者に対しては、学生課に窓口を設けているほか、保護者会等において意見

を聴取している。 

 また、外部有識者を構成員とする総合的な点検･評価組織として参与会を設け、

毎年開催し、参与のそれぞれの社会的立場（大学教育、工学教育、企業の立場、

地域教育等）からの意見やアドバイスを、直接当校の改善策に反映させている。

さらに、日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）による継続審査を受審しており、

当校の教育・管理運営等の改善策に反映させている。これらの外部評価等の結果

も踏まえて自己点検・評価を実施している。 

 

（資料5-3-②-(5)-02） 

 ・本科卒業生・専攻科修了生達成度評価2018の結果 

 

【分析状況に対する意見】 

教職員に対しては、意見箱を設置して、追加資料1-1-③-01に示す通り意見を聴取

し、担当部署がその意見に対する回答を行っている。しかし、近年は意見箱の利用は

ない状況である。卒業（修了）時の学生に対しては、学習教育目標の達成度評価アン

ケートを実施し、資料5-3-②-(5)-02に示す通りアンケート集計結果をまとめ、その

結果を報告している。 

 

○ 卒業（修了）生の進学先に対して意見聴取を行っていれば、実施状況がわかる

資料を提示願いたい。 

【回答】 

  卒業（修了）生の進学先に対する意見聴取は行っていない。 

 

＜観点１－１－④＞ 

 自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・向上に結び付けるよ

うな組織としての体制が整備され、機能しているか。 

 

 以下のことから、自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・向

上に結び付けるような組織としての体制が整備され、機能していると思われる

が、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 自己点検・評価や第三者評価等の結果を教育の質の改善・向上に結び付ける体

制として、自己点検評価委員会を設置しており、内部質保証システムが明確に規

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 前回の機関別認証評価において「準学士課程、専攻科課程を含め、複数年度に

渡る同一内容の試験問題の出題、成績評価の根拠が不明瞭な科目が散見される。」

と指摘された事項のうち、「複数年度に渡る同一内容の試験問題の出題」に対する
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 前回の機関別認証評価において指摘された各事項については、次のような改善

を行っている。 
 「準学士課程と専攻科課程の学習・教育目標の表記において、違いが不明瞭で

あり、特に準学士課程の学生にとって、具体的な目標がわかりにくい形となって

いる。」「完成教育としての準学士課程の位置付けが不明瞭である。」及び「準学

士課程における卒業時に身に付ける学力・資質・能力の学生の周知状況が十分と

は言えない。」と指摘された事項については、準学士課程の学習・教育目標を新

しく整備、また三つの方針を改正し、これらを学生便覧に記載したほか、当校ウ

ェブサイトにも掲載している。 
 「準学士課程、専攻科課程を含め、複数年度に渡る同一内容の試験問題の出題、

成績評価の根拠が不明瞭な科目が散見される。」と指摘された事項については、

教員会において、評価方法・評価割合をシラバスに明記するように、また、同一

科目の成績について担当教員間で評価を統一するように周知を図っている。 

「準学士課程の１年次から３年次に配置された授業科目のシラバスには、学

習・教育目標との関連が明記されていない。」と指摘された事項については、準

学士課程における授業科目と学習・教育目標との関連がわかる図を作成している

ほか、授業科目と学習・教育目標との関係をシラバスに記載している。 

平成25年度に開催された参与会における意見「中学卒業後すぐに専門的な学

科に所属させるより、間口を広げて、学年進行と共に専門化していく方がよ

い。」を参考に、平成28年度より学科改組を行い、学科を１学科として１、２

年次は全員が基礎教育を学び、３年次からコースを選択して専門的知識を学ぶ

制度に変更している。 
 

改善の取組について、資料を提示の上、補足説明願いたい。 

【回答】 

  平成25年度 第12回教務委員会において、平成24年度機関別認証評価による改善

点について審議（追加資料1-1-④-01）し、試験問題の改訂を厳格に行うこと、成績

評価の明確化について、各学科で非常勤講師を含め周知徹底することを依頼した。（追

加資料1-1-④-01） 

 

（追加資料1-1-④-01【別添p.3】） 

 ・機関別認証評価による改善点についての審議資料 

（追加資料1-1-④-02【別添p.4】） 

 ・改善すべき事項に対する対応状況 

評価の視点１－１【特記事項】 

 （該当なし。） 

 

  

＜準学士課程＞   
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＜観点１－２－①＞ 

 準学士課程の卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が学校の目的

を踏まえて明確に定められているか。 

 

 以下のことから、準学士課程の卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

ー）が学校の目的を踏まえて明確に定められていると判断する。 

 

 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）には、学生が卒業時に身に

付ける学力、資質・能力、並びに、養成しようとする人材像等の内容を明確に示

すとともに、「何ができるようになるか」に力点を置き、どのような学習成果を

上げると卒業できるかを具体的に示し、準学士課程全体及び学科ごとに、以下の

とおり定められており、それらは学校の目的及び準学士課程全体及び各学科の目

的と整合性を有している。 
 

ソーシャルデザイン工学科 

■ディプロマポリシー 

 高知工業高等専門学校（略称；高知高専）では、「学生自らすすんで実践する

ことによって、学問的・技術的力量を身につけ、徳性を養い、将来、創造力のあ

る風格の高い人間・技術者として国際社会を主体的に生きることを目指させる。」

の教育方針に基づき教育課程を編成し、以下の能力を備えた人材を育成する。 

（育成する人材像） 

 技術や情報が急速に高度化・多様化する現代のダイナミックな変化に即応でき

るよう、幅広い分野の知識・技術に触れ、自ら選択した特定領域の専門知識と他

分野の知識を複合・融合できるハイブリッド型の知識・技術を備えた人材を育成

する。また、倫理観と社会的責任感をもって主体的に行動でき、地域や世界が抱

える課題を解決するための、判断力、実行力、チーム力などの人間力を備えた人

材を育成する。 
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（学習・教育目標） 

（Ａ）倫理観と社会的責任感をもって行動できる 

（Ｂ）幅広い知識・技術を融合・協働・相乗できる 

（Ｃ）専門領域の知識・技術を修得し、地域社会に貢献できる 

（Ｄ）国際適応力を備え、グローバルに活躍できる 

（Ｅ）地域や世界が抱える課題解決のための創造力と技術力、チーム力が発揮で

きる 

（卒業認定） 

 教育方針に基づく教育課程を修め、規定する期間以上在学し、厳格な成績評価

に基づき所定の単位を修得し、卒業要件を満たした学生に対して卒業を認定し学

位（準学士（工学））を授与する。 

【エネルギー・環境コース】 

 電気・電子システム技術の中心となる、生活を豊かにする情報通信技術とエレ

クトロニクス、生活を支える環境に優しい電気エネルギー技術やその環境技術を

幅広く学び、高度情報化社会を支えるハードウェア、ソフトウェアからシステム

までをデザインできる実践的な技術を修得し、これからの社会をリードする電

気・電子・情報通信システム産業及びエネルギー関連産業を担う人材を育成する。

【ロボティクスコース】 

 介護や福祉、災害救助をはじめ、医療・福祉・農業・食品加工分野など社会で

実際に活用・実装が期待されているロボットテクノロジーについて幅広い知識を

身に付けるとともに、基幹産業として今後の発展が期待されているロボット関連

産業を担い、地域社会でこれらの産業を育成できる幅広い知識と技術を持ち、

人々の社会生活をデザインできる人材を育成する。 

【情報セキュリティコース】 

 高度情報化社会で重要となる情報関連技術について、基礎から応用まで幅広い

知識を身に付けるとともに、情報通信、ネットワーク、ハードウェアを含めたコ

ンピュータシステム、特に情報セキュリティに関する知識と実践的な技術を修得
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し、人々の健全で安心・安全な暮らしと豊かな社会をデザインするとともに、そ

の実現に貢献できる専門的・学際的な人材を育成する。 

【まちづくり・防災コース】 

 土木・建築を主とした幅広い専門知識を融合し、社会基盤としての「まちづく

り・住まいづくり」ができ、また地震・洪水などの自然災害から人々の暮らしを

守る防災技術をもち、防災関連産業の振興や防災関連技術の発展に寄与でき、地

球全体を視野に入れた環境を総合的にデザインできる人材を育成する。 

【新素材・生命コース】 

 化学や生物学の基礎から応用までの幅広い知識をもとに、化学工業・環境・情

報通信・精密機器分野などで利用されている高機能材料並びに医薬品製造・食品

産業・環境分野などで生物の機能を活かす生命科学に関する知識と実践的な技術

を修得し、地域社会からグローバル社会において、これからの未来を支える新素

材及び生命科学関連産業の担い手になるべく、人類に有益なモノをデザインでき

る人材を育成する。 

 

継続４学科 

■ディプロマポリシー（卒業認定の方針） 

 上記の教育方針に基づき、学習・教育目標の以下の３つの項目に掲げた知識及

び能力を身に付け、所定の単位を修得した学生に対して、卒業を認定する。 

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

２．基礎的技術の習得と専門的技術の活用（技術者知識） 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 

【機械工学科】 

 ５年一貫教育による早期・実践的技術者教育の特色のもとに、以下の学習・教

育目標を掲げている。 

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

（Ａ）社会との関わりに配慮した、徳性豊かで風格高い人間・技術者 
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①地球環境と人間社会の相互関係を認識し、技術的活動が環境に与える影響につ

いて学ぶこと 

②人間社会の要素である経済・文化・宗教について認識し、地球規模での人間・

文化・技術的活動の依存関係を学ぶこと 

２．基礎的技術の修得と専門的技術の活用（技術者知識） 

（Ｂ）早期一貫教育による数学・自然科学や機械工学に関する専門的な知識・技

術 

①数学の基礎知識をもとに、応用数学に関する知識を理解すること 

②物理、化学等の基礎知識をもとに、物理学に関する知識を理解すること 

③機械工学の各分野における専門的基礎知識・技術を理解すること 

④機械工学と電気工学の融合領域を学ぶための専門基礎となる電気基礎、電気・

電子工学、制御工学、計測工学、プログラミングや実験科目に関する知識・技

術を理解すること 

（Ｃ）実験・実習を重視して培われた実践的技術 

①具体的な現象に対して、装置などを用いて適切なデータ収集・処理ができるこ

と。さらに、得られた結果を、専門的知識や方法により分析し、考察できるこ

と 

（Ｄ）環境、福祉等の地域のニーズに対応できるエネルギー、制御・情報、設計

を含む知識・技術 

①環境問題の改善に役立つ知識・技術を学ぶこと 

②福祉の増進に役立つ制御・情報に関連した知識・技術を学ぶこと 

③機械の技術的な要請や課題に対し、幅広い視点に立った設計に関わる知識・技

術を学ぶこと 

（Ｅ）世界に飛躍するために必要な基礎的語学力やコミュニケーション能力 

①日本語でわかりやすく実用的な文章が書けること。また、相手の話を正しく理

解し、それに適切に応答できること 



高知工業高等専門学校（基準１ 教育の内部質保証システム） 

- 10 - 

②英語の基本構造(文法)を確実に身に付け、一般的および専門的な英文も辞書さ

えあれば「読み」、｢書き｣できること 

③「聞く」、｢読む｣の技能に重点をおいた実践的な英語能力を身につけること 

④外国語の勉強を通して、日本語との発想や論理の違いを理解すること 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 

（Ｆ）豊かな創造力・指導力を持ち、技術的諸問題を主体的に解決する能力 

①機械工学に関する専門的知識や実践的技術を基礎として、学術的な研究課題に

対する自主的な調査・計画・研究等を行えること 

②機械工学に関する基本的な専門知識の上に、より高度で専門的な機械工学に関

する総合知識を理解し、技術的諸問題に自ら取り組み解決ができること 

③要求される課題に対して必要な技術や科学を使いこなすことのできる豊かな

創造力と企画力を持つこと 

【電気情報工学科】 

 ５年一貫教育による早期・実践的技術者教育の特色のもとに、以下の学習・教

育目標を掲げている。 

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

（Ａ）社会との関わりに配慮した、徳性豊かで風格高い人間・技術者 

①地球環境と人間社会の相互関係を認識し、技術的活動が環境に与える影響につ

いて学ぶこと 

②人間社会の要素である経済・文化・宗教について認識し、地球規模での人間・

文化・技術的活動の依存関係を学ぶこと 

２．基礎的技術の修得と専門的技術の活用（技術者知識） 

（Ｂ）早期一貫教育による数学・自然科学や電気情報工学に関する専門的な知識・

技術 

①数学の基礎知識をもとに、応用数学に関する知識を理解すること 

②物理、化学等の基礎知識をもとに、物理学に関する知識を理解すること 

③電機情報工学の各分野における専門的基礎知識・技術を理解すること 



高知工業高等専門学校（基準１ 教育の内部質保証システム） 

- 11 - 

④機械工学と電気工学の融合領域を学ぶための専門基礎となる機械工学基礎、機

械工学、制御工学、プログラミングや実験科目に関する知識・技術を理解する

こと 

（Ｃ）実験・実習を重視して培われた実践的技術 

①具体的な現象に対して、装置などを用いて適切なデータ収集・処理ができるこ

と。さらに、得られた結果を、専門的知識や方法により分析し、考察できるこ

と 

（Ｄ）環境、福祉等の地域のニーズに対応できるエネルギー、制御・情報、設計

を含む知識・技術① 環境問題の改善に役立つ知識・技術を学ぶこと 

②福祉の増進に役立つ制御・情報に関連した知識・技術を学ぶこと 

③電気情報の技術的な要請や課題に対し、幅広い視点に立った設計に関わる知

識・技術を学ぶこと 

（Ｅ）世界に飛躍するために必要な基礎的語学力やコミュニケーション能力 

①日本語でわかりやすく実用的な文章が書けること。また、相手の話を正しく理

解し、それに適切に応答できること 

②英語の基本構造(文法)を確実に身に付け、一般的および専門的な英文も辞書さ

えあれば「読み」、｢書き｣できること 

③「聞く」、｢読む｣の技能に重点をおいた実践的な英語能力を身につけること 

④外国語の勉強を通して、日本語との発想や論理の違いを理解すること 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 

（Ｆ）豊かな創造力・指導力を持ち、技術的諸問題を主体的に解決する能力 

①電気情報工学に関する専門的知識や実践的技術を基礎として、学術的な研究課

題に対する自主的な調査・計画・研究等を行えること 

②電気情報工学に関する基本的な専門知識の上に、より高度で専門的な電気情報

工学に関する総合知識を理解し、技術的諸問題に自ら取り組み解決ができるこ

と 
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③要求される課題に対して必要な技術や科学を使いこなすことのできる豊かな

創造力と企画力を持つこと 

【物質工学科】 

 ５年一貫教育による早期・実践的技術者教育の特色のもとに、以下の学習・教

育目標を掲げている。 

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

（Ａ）社会との関わりに配慮した、徳性豊かで風格高い人間・技術者 

①地球環境との関わりの中で科学技術のあり方を理解できる 

②法律、経済、価値観、文化等幅広い教養基礎知識を理解し、相互理解を深める

ことができる 

③技術者の社会的責任を数多くの問題事例、疑似体験等を通じて風格高い人間・

技術者像が理解できる 

２．基礎的技術の修得と専門的技術の活用（技術者知識） 

（Ｂ）早期一貫教育による数学・自然科学や化学及び生物に関する専門基礎知識

①５年間一貫教育として低学年から継続的に数学、物理、情報技術の基礎と応用

を理解できる 

②応用数学、情報処理技術などを含む工学基礎を理解できる 

③単位、化学量論、移動現象などの化学工学の基礎を理解できる 

④化学及び生物に関する基礎的な知識を理解できる 

（Ｃ）実験・実習を重視して培われた実践的技術 

①５年一貫教育として低学年から継続的に実践的技術を習得することができる 

②高度な専門分野の実践的技術を習得することができる 

（Ｄ）地域貢献や発展を目指した、新素材・バイオ・環境保全などに関する専門

応用知識 

①新素材に関する知識や技術を理解できる 

②生物工学に関する知識や技術を理解できる 

③環境工学に関する知識や技術を理解できる 
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（Ｅ）世界に飛躍するために必要な基礎的語学力やコミュニケーション能力 

①日本語の記述方法・表現能力の基礎を通じてそのプレゼンテーション能力やコ

ミュニケーション能力を身につけることができる 

②基礎的な英語表現能力から専門の英語文献講読のための英語基礎構造を理解

できる 

③「聞く」、「読む」の技能に重点をおいてTOEIC テストに対応できる実践的な英

語能力を身につけることができる 

④ 「話す」、「聞く」に焦点をあてた英語によるコミュニケーション能力を身に

つけることができる 

⑤いろいろな言語とその文化・社会について広い視野から触れ、国際的に通用す

る視点を持つことができる 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 

（Ｆ）豊かな創造力・指導力を持ち、技術的諸問題を主体的に解決する能力 

①物質工学に関する専門的知識と実践的技術を自主的、計画的、継続的に学習で

きる能力を身につけることができる 

②与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、その成果をまとめる能力を身につ

けることができる 

③基本的な専門知識と実践的技術を社会が要求する学術研究課題や技術的諸問

題の解決に利用できる応用能力、デザイン能力、マネジメント能力、チーム能

力を身につけることができる 

【環境都市デザイン工学科】 

 ５年一貫教育による早期・実践的技術者教育の特色のもとに、以下の学習・教

育目標を掲げている。 

１．基本的人格と社会的責任（技術者倫理） 

（Ａ）社会との関わりに配慮した、徳性豊かで風格高い人間・技術者 

①地球環境との関わりの中で科学技術のあり方を学ぶこと 

②法律、経済、価値銀、文化など幅広い教養基礎知識を学ぶこと 
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③技術者の社会的責任を学ぶこと 

２．基礎的技術の修得と活用（技術者知識） 

（Ｂ）早期一貫教育による数学・自然科学や専門基礎に関する知識 

①５年一貫教育として低学年から継続的な数学知識と応用を理解すること 

②自然科学の基礎から物理学的素養を中心とした継続的な自然科学知識を学ぶ

こと 

③建設工学の専門的基礎知識を理解すること 

（Ｃ）実験・実習を重視した実践的技術 

①５年一貫教育として低学年から継続的に実践的技術を習得すること 

(D)地域特性を生かした環境・防災・情報などを含む総合的知識 

①低学年から継続的に最新情報技術の基礎知識を理解すること 

②高知県地域に必須の環境・防災・情報等の知識を総合的に学ぶこと 

（Ｅ）世界に飛踵するために必要な基礎的語学力 

①日本語でわかりやすく実用的な文章が書けること。また、相手の話を正しく理

解し、それに適切に応答できること 

②基礎的な英語表現能力から、専門英語文献講読のための英語基礎構造を理解す

ること 

③「聞く」、「読む」の技能に重点をおいた実践的な英語能力を身につけること 

④いろいろな言語とその文化・社会について広い視野から触れること 

⑤技術的な研究課題をまとめ、論理的に記述できること 

３．豊かな創造力と行動力（技術者能力） 

（Ｆ）豊かな創造カ・指導力を持ち、 技術的諸問題を主体的に解決する能力 

①基本的な専門知識と実践的技術から、 基礎的な学術研究課題に主体的に取り

組むこと 

②より高度で専門的課題や技術的諸問題に対して適応できる能力を身につける

こと 

 



高知工業高等専門学校（基準１ 教育の内部質保証システム） 

- 15 - 

＜観点１－２－②＞ 

 準学士課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシ

ー）が、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を持ち、学

校の目的を踏まえて明確に定められているか。 

 

 以下のことから、準学士課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキ

ュラム・ポリシー）が、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整

合性を持ち、学校の目的を踏まえて明確に定められていると判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）には、どの

ような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施し、学習成果をどの

ように評価するのかを、準学士課程全体及び学科ごとに、学校の目的を踏まえ以

下のとおり定められており、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

と整合性を有している。 
 

ソーシャルデザイン工学科 

■カリキュラム・ポリシー 

（教育課程の編成及び基本方針） 

 ディプロマポリシーの学習・教育目標の５つの能力を育成するために、体系的

な教育課程を編成する。授業は、講義、演習、実験・実習等の多彩な方法・形態

等を適切に組合せて行い、学生が主体的・能動的に学ぶことができるものとする

ために一般科目、専門科目に分類する。学生が選択した分野で必須の知識を教授

する必修科目と幅広い知識を得るための選択科目により編成する。 

 ５年間の教育課程において、（Ｂ）幅広い知識・技術をもったハイブリッド型

人材を育成するために、１・２年次は全学生に対して工学基礎知識（力学、電気、

情報、材料）及び工学基礎技術（機械系、電気系、情報系、土木・建築系、化学・

生物系の実験・実習）を修得する。特に、工学を学ぶ上で必要な基礎学力を定着
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させるため、理数系科目（数学・物理）においては習熟度別授業を実施し、人文・

社会科学系科目を中心にアクティブラーニングも取り入れている。 

 ３年次からは各専門コース分野における（Ｃ）専門領域の知識・技術を修得す

るため、それらに対応した実践的な技術を実験・実習を通じて学び、他分野の選

択科目によって（Ｂ）幅広い知識・技術を融合・協働・相乗できる能力を身に付

けることができ、地域協働演習・セミナーや卒業研究において（Ｅ）課題解決の

ための創造力と技術力、チーム力を育成する。 

 ５年間を通して一貫したキャリア教育を行うとともに、（Ｄ）国際適応力を備

え、グローバルに活躍できる能力を身につけるために英語教育の一層の充実（多

読・多聴学習、英会話、ＩＣＴ活用教育等）、また英語ＰＢＬ活動を取り入れる

ことによる英語運用能力を育成し、リベラルアーツ科目を充実させることによ

り、（Ａ）倫理観と社会的責任感をもって行動できる能力を養い、社会人基礎力

を育成できるよう、科目設定は学年ごとの学習活動の継続性にも留意している。

 各コースの教育課程は「授業科目関連図」に示すとともに、各科目の授業内容・

方法、学習到達度評価基準（ルーブリック観）等は、Ｗｅｂシラバスにおいて公

開し、学生に周知する。単位修得の認定はシラバスに記載された評価基準を適用

して厳格に行う。 

【エネルギー・環境コース】 

エネルギー・環境コースは、電気工学、電子工学を中心とした電気・電子シス

テム並びに環境とエネルギーマネジメントに関係した専門基礎科目のほかに、周

辺分野技術として要求の高い情報系、機械系並びに化学系のいずれか若しくは全

ての専門性が高められるよう、情報系には「情報通信工学」や「応用情報処理」

など、機械系には「ロボット工学」や「熱・流体工学」など、化学系には「化学

工学」や「反応工学」などの選択科目を設定する。また、電気・電子システム系

に加え、将来の職業選択を考慮して製図、工作実習、組込みプログラミングを「工

学実験I・II・III」で、電気・電子システム、電力、情報通信、電気電子材料・
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機能素子などのテーマに関わる総合的な力を「エネルギー・環境セミナー」と「卒

業研究」などで養い、知識・技術の両面から新しい創造能力を涵養する。 

【ロボティクスコース】 

ロボティクスコースは、機械工学と電気電子工学に関連する専門基礎科目のほ

かに、ロボット設計、ロボット制御並びに機械工学のいずれか若しくは全ての専

門性が高められるよう、ロボット設計には「材料力学」や「計測工学」など、ロ

ボット制御には「電気回路」や「センサ工学」など、機械工学には「流れ学」や

「エネルギー工学」などの選択科目を設定する。また、デザイン表現力を磨く「ロ

ボットデザイン」、計算機を自在に使うための「プログラミング」、機械・電気・

電子情報系の実験テーマにより実技的能力や創造的活動の基礎を習得する「ロボ

ット工学実験Ⅰ・II」、地域が抱える諸課題を解決する能力や創造的なロボット

づくりを目指した実践力を「ロボティクスセミナー」、「卒業研究」などで養い、

知識・技術の両面から新しい創造能力を涵養する。 

【情報セキュリティコース】 

情報セキュリティコースは、高度情報化社会で重要な情報工学に関連する専門

基礎科目（プログラミング、アセンブラ、コンパイラなど）のほかに、ネットワ

ーク、ソフトウェア、ハードウェアを含めたコンピュータシステムに関する知識

と技術を「コンピュータネットワーク」、「オペレーティングシステム」、「コンピ

ュータアーキテクチャ」などの座学と「情報工学実験Ⅰ・II」などの実験や実習

を通じて習得し、特にセキュアな情報基盤をつくるための情報セキュリティに関

する総合的な力を「ネットワークセキュリティⅠ・II」、「ソフトウェアセキュリ

ティⅠ・II」、「ハードウェアセキュリティⅠ・II」、「卒業研究」などで養い、知

識・技術の両面から新しい創造能力を涵養する。 

【まちづくり・防災コース】 

まちづくり・防災コースは、土木と建築の専門知識を身に付けるための基盤と

なる土木と建築の専門基礎科目（構造力学、地盤工学、建設材料学、水理学）の

ほかに、土木と建築のいずれか若しくは両方の専門性が高められるよう、前者に
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は「橋梁工学」「河川工学」「都市計画」など、後者には「建築一般構造」「建築設

備」「建築計画」などの選択科目を設定する。また、社会基盤としてのまちづく

りや住まいづくり、さらに環境との共生を図りつつ、自然災害に備える防災など

に関する総合的な力を「まちづくり・防災創造演習」、「土木・建築実験」、「卒業

研究」などで養い、知識・技術の両面から新しい創造能力を涵養する。 

【新素材・生命コース】 

新素材・生命コースは、材料科学と生命科学の専門知識を身に付けるための基

盤となる化学と生物の専門基礎科目（分析化学、無機化学、有機化学、物理化学、

生化学）のほかに、材料科学と生命科学のいずれか若しくは両方の専門性が高め

られるよう、前者には「無機材料学」「複合材料」「光機能材料」など、後者には

「分子生物学」「遺伝子工学」「酵素工学」などの選択科目を設定する。また、高

機能材料の設計・開発あるいは生物の機能を活かしたバイオテクノロジーに関連

した総合的な技術力を実験系科目及び「卒業研究」などで養い、知識・技術の両

面から新しい創造力を涵養する。 

 

継続４学科 

■ カリキュラムポリシー（教育課程の編成及び基本方針） 

 工学の基礎と実践的技術を講義、演習、実験・実習科目より構成される一般科

目、専門基礎科目及び専門科目による学修を通じて、ディプロマポリシーに掲げ

た知識及び能力を持つ技術者となるためのカリキュラムを編成する。教育課程は

「授業科目関連図」 に示すとともに、シラバスにおいて教育内容・方法、成績

評価の基準・方法等について明記する。 

【機械工学科】 

機械の構成、材料、加工、力学及び制御に関する機械工学の知識と技術につい

て学び、機械システムの計画、設計、生産で必要とされる実践的な能力を修得す

る。 

【電気情報工学科】 
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電気、電子、情報及び通信に関する電気工学の知識と技術について学び、エネ

ルギー、エレクトロニクス、インフォメーション・コミュニケーションテクノロ

ジーで必要とされる実践的な能力を修得する。 

【物質工学科】 

化学、生物、化学工学、環境及び情報に関する物質工学の知識と技術について

学び、工業薬品、材料化学、バイオテクノロジー、プロセス工学、及び環境化学

の分野に於ける開発・生産・製造・管理で必要とされる実践的な能力を修得する。

【環境都市デザイン工学科】 

公共施設、建築物や構造物などの土木・建築に関する建設工学の知識と技術を

教授について学び、環境や防災に配慮した計画・設計・施工・管理で必要とされ

る実践的な能力を修得する。 

 

＜観点１－２－③＞ 

 準学士課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）が学

校の目的を踏まえて明確に定められているか。 

 

 以下のことから、準学士課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・

ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確に定められていると思われるが、訪問調

査後に最終的に判断する。 

 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）には、入学者選抜

の基本方針及び、受入れる学生に求める学習成果を含む求める学生像を明示し、

受入れる学生に求める学習成果には、学力の３要素に係る内容が含まれており、

準学士課程全体として、学校や学科の目的、卒業の認定に関する方針（ディプロ

マ・ポリシー）及び教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）を踏まえて以下のとおり定められている。 
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ソーシャルデザイン工学科 

■アドミッションポリシー 

（入学者受入れの基本方針） 

 高知工業高等専門学校（略称；高知高専）は、本科５年間に専攻科２年間を加

えた７年間の一貫教育プログラムにおいて、幅広い知識・技術を複合・融合でき、

地域や世界で活躍することができる実践力と研究能力を備えた人材を育成しま

す。 

 高知高専ソーシャルデザイン工学科では、工学を学ぶための基礎学力を備え、

若いときから幅広い知識・技術の修得に取り組み、様々な社会の課題を解決でき

る人になることを目標とし、社会に貢献したいという高い志を持った以下のよう

な方々の入学を心から歓迎します。 

・モノづくりに情熱や好奇心を持っている人 

・人々の暮らしに役立つための技術力を身に付けたいと夢を抱いている人 

・協調性を持ちながら周りの人たちの先に立って行動ができる人 

・地域社会の発展に貢献したいという志を持っている人 

・世界を舞台に活躍したいというチャレンジ精神のある人 

 新入生に対しては、中学校で修得した知識・技能や主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度を多面的・総合的に評価する入学者選抜を行います。 

編入学生に対しては、本校で工学を学ぶために必要な高等学校等で修得した基礎

的な知識・技能、それらを活用する能力、主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度などを多面的・総合的に評価する入学者選抜を行います。 

入学検査の方針 

 高知高専ではアドミッションポリシーに沿う新入生の獲得のため、以下のよう

な入学検査の方針に従って選抜を行います。 

（１年次入学） 

 １年次入学については、中学校での学業の修得状況に加え、以下の要素を評価

の対象とした推薦選抜と学力選抜を行い、入学の可否を決定します。 
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【推薦選抜】 

・工学を学ぶために必要な数学及び国際社会で活躍するために必要な英語の基

礎学力を備えている 

・高専入学後あるいは将来において取り組んでみたい課題や夢を表現できる 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる 

・生徒会活動や部活動等を積極的に取り組んできた 

・ボランティア活動や地域貢献等を学内外で経験したことがある 

【学力選抜】 

・数学、理科、英語、国語、社会において工学を学ぶために必要な基礎学力を備

えている 

（４年次編入学） 

 ４年次編入学については、高等学校での学業の修得状況に加え、以下の要素を

評価の対象とした選抜を行い、入学の可否を決定します。 

・工学を学ぶために必要な数学及び理科、国際社会で活躍するために必要な英語

における基礎学力を備えている 

・高専入学後あるいは将来において取り組んでみたい課題や夢を表現できる 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる 

 

＜専攻科課程＞ 

＜観点１－２－④＞ 

 専攻科課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）が学校の目的

を踏まえて明確に定められているか。 

 

 以下のことから、専攻科課程の修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

ー）が学校の目的を踏まえて明確に定められていると判断する。 
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 修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）には、学生が修了時に身に

付ける学力、資質・能力、並びに、養成しようとする人材像等の内容を明確に示

すとともに、「何ができるようになるか」に力点を置き、どのような学習成果を

上げると修了できるかを具体的に示しており、専攻科課程全体として、学校の目

的を踏まえ以下のとおり定められており、それらは学校の目的及び専攻科課程全

体の目的と整合性を有している。 
 

■ディプロマ・ポリシー（修了認定の方針） 

 本校専攻科では、学則で定める修了要件を満たすとともに、以下に示すように

修得すべき知識及び能力を有する者に対して修了を認定する。 

（１）充実した基礎学力を持ち、問題に自ら立ち向かっていく積極的な行動力を

身につけた者 

（２）豊かな表現力、創造力及び指導力を発揮でき、問題設定力、判断力、実行

力、チーム力などを身につけた者 

（３）地域の問題を理解し、さらに地球全体を視野に入れて環境を総合的に配慮

でき、エンジニアリングデザイン能力を身につけた者 

（４）何事にも協調性をもって取り組むことができ、国際的適応力及びマネジメ

ント能力を身につけた者 

（５）高い倫理感に基づいた規範をもって行動し、社会的責任を果たすことがで

きる者 

 

＜観点１－２－⑤＞ 

 専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシ

ー）が、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を持ち、学

校の目的を踏まえて明確に定められているか。 
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 以下のことから、専攻科課程の教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキ

ュラム・ポリシー）が、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整

合性を持ち、学校の目的を踏まえて明確に定められていると判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）には、どの

ような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施し、学習成果をどの

ように評価するのか、専攻科課程全体及び専攻ごとに、学校の目的を踏まえ以下

のとおり定められており、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と

整合性を有している。 
 

■カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施方針） 

 本校専攻科では、高等専門学校等の高等教育機関において、工学の基礎と実践

的技術を修得した者が、講義、演習、実験・実習科目より構成される一般科目、

専門基礎科目、専門共通科目及び 専門科目による幅広い学修を通じて、実践的

かつ各専攻のディプロマ・ポリシーに掲げた知識及び能力を持つ高度な技術者と

なるためのカリキュラムを編成する。 

 教育課程の実施方針は、本科の教育課程との接続を「授業科目関連図」に示す

とともに、シラバスにおいて教育内容・方法、学修成果の評価等について明記す

る。 

〔機械・電気工学専攻〕 

 エネルギーや環境及び情報・制御技術に関わる基礎及び専門科目について学

び、さらに、ロボットや新エネルギー開発、環境機器や情報機器の開発などの機

械・電気融合分野で必要とされる実践的かつ創造的な研究・開発能力を修得する。

〔物質工学専攻〕 

 化学やバイオ技術に関する物質工学の高度な専門科目について学び、将来の研

究、開発に必要な専門知識を修得する。 

〔建設工学専攻〕 
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 総合建設技術者として必要とされる技術的諸問題への主体的な取り組み、実

験・解析やシミュレーションを実行できる能力を修得する。 

 専攻科では、その教育目的を達成するため、特別研究を最も重要な科目と位置

づけており、個別研究課題を計画・立案し、文献検索、実験的手法、理論的手法、

評価方法等を体得して論文作成及び発表を行う。特別研究テーマについては、各

専攻のシラバスに記載する。 

 

＜観点１－２－⑥＞ 

 専攻科課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）が学

校の目的を踏まえて明確に定められているか。 

 

 以下のことから、専攻科課程の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・

ポリシー）が学校の目的を踏まえて明確に定められていると判断する。 

  

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）には、入学者選抜

の基本方針及び、受入れる学生に求める学習成果を含む求める学生像を明示し、

受入れる学生に求める学習成果には、学力の３要素に係る内容が含まれており、

専攻科課程全体として、学校や専攻科課程の目的、修了の認定に関する方針（デ

ィプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・

ポリシー）を踏まえて以下のとおり定められている。 
 

■アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

本校専攻科では、機械・電気工学専攻、物質工学専攻、及び建設工学専攻の３

専攻を設け、高等専門学校における教育の基礎の上に、それぞれの専攻において

より高度な専門学術を教授する。 

また、教養教育及び実践的教育を通じて、幅広い教養と優れた人格を備えた広

く産業の発展に寄与することのできる自立した技術者の養成を行う。 
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本専攻科入学者として、以下に示す基本的な知識と意欲を持つ人材を求めてい

る。 

１．基本的知識を有し、さらに高度な専門的知識を学びたい人 

２．主体的に物事に取り組み、解決しようとする意欲のある人 

３．学んだ技術を生かして社会に貢献する意欲のある人 

４．他の人と協調しながら物事に取り組める人 

入学者選抜の実施方法 

〔推薦による選抜〕 

入学者の選抜は、調査書、推薦書、小論文及び面接（専門科目に関する口頭試

問を含む）の結果を総合して判定する。 

〔学力検査による選抜〕 

入学者の選抜は、学力試験、調査書、面接の結果を総合して判定する。 

学力試験は、数学及び専門科目について筆記試験を行い、英語については出願時

に提出されたＴＯＥＩＣスコア等により評価する。 

〔社会人特別選抜〕 

入学者の選抜は、調査書、推薦書又は業績調書、小論文及び面接の結果を総合

して判定する。 

 

評価の視点１－２【特記事項】 

 （該当なし。） 

 

  

＜観点１－３－①＞ 

 学校の目的及び三つの方針が、社会の状況等の変化に応じて適宜見直されて

いるか。 

 

 以下のことから、学校の目的及び三つの方針が、社会の状況等の変化に応じて

適宜見直されていると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 
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 三つの方針について、社会の状況を把握し、適宜見直しを行う体制として、学

科再編に関する特命委員会（学科再編推進室会議）内に、新学科の三つの方針に

関する具体的な取組を行うための組織（点検・評価検討部会、三つの方針ＷＧ）

を設置し、点検・見直し等を行っている。 

 直近では、平成30 年度に準学士課程（ソーシャルデザイン工学科及び継続４

学科）の三つの方針について点検を行っており、点検の結果、三つの方針すべて

を改定している。 

 

 

○ 学校の目的について社会の状況の変化に応じて点検し、見直しを行う体制がわ

かる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料1-3-①-01【別添p.5】） 

 ・学校の目的について社会の状況に応じて、点検・見直しを適宜行う体制がわかる資

料 

 

【分析状況に対する意見】 

学校の目的についても、三つの方針についてと同様、社会の状況に応じて点検、見

直しを適宜行う体制として、学科再編推進室内に部会・ＷＧを必要に応じて設置して、

点検・見直しを行い、学科再編推進室会議において進捗状況等の報告ことになってい

る。（追加資料1-3-①-01）学校の目的について、直近で見直し等行っていない。 

 

評価の視点１－３【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点２－１－①＞ 

 学科の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなっているか。 

 

 以下のことから、学科の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなって

いると判断する。 

 

 準学士課程にはソーシャルデザイン工学科を設置している。学科の定員は160

人で、３年次からエネルギー・環境コース、ロボティクスコース、情報セキュリ

ティコース、まちづくり・防災コース、新素材・生命コースの５コースを設けて

おり、学科の構成、規模、内容等は、学校の目的、準学士課程の目的及び卒業の

認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）と整合性を有している。 
 

  

＜観点２－１－②＞ 

 専攻の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなっているか。 

 

 以下のことから、専攻の構成が、学校の目的に照らして、適切なものとなって

いると判断する。 

 
 専攻科課程には、機械・電気工学専攻、物質工学専攻、建設工学専攻の３専攻

を設置している。専攻の定員は合計16 人で、専攻の構成、規模、内容等は、学

校の目的、専攻科課程の目的及び修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシ

ー）と整合性を有している。 
 

  

＜観点２－１－③＞ 

 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などの必要な活動が行われているか。 
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 以下のことから、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などの必要な活動が行われていると思わ

れるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制として、教務委員会、入試委

員会、キャリア支援委員会、アクティブラーニング教育センター、総合学生支援

センターを設置している。 
準学士課程及び専攻科課程において、教務主事、教務主事補佐、専攻科長、学

生課長等から構成される教務委員会において、教育を円滑に遂行するために必要

な事項を審議し、基礎教育及び各コース間の連絡調整を図るとともに問題の処理

にあたっており、教育課程の編成及び実施に関すること等について審議してい

る。 
校長、三主事、専攻科長及び副専攻科長、学科長、基礎教育長、副基礎教育長

及び各コース長、事務部長等から構成される入試委員会は、入学者選抜に関する

重要事項の企画及び決定に関すること等を審議している。 
校長、三主事、専攻科長、副校長（研究担当）、学科長、基礎教育長、副基礎教

育長、各コース長、キャリア支援室長、事務部長等から構成されるキャリア支援

委員会において、学生の就職、進学及びその他卒業後の進路指導等の学生のキャ

リアを支援するための重要事項を審議している。 
アクティブラーニング教育センターは当校の教育理念及び教育目標を達成す

るため、教育方法・教育技術の改善・向上を推進することを目的として設置され

ており、総合学生支援センターは、キャリア教育支援、学習支援及び学生相談を

実施し、学生に対する総合的な支援を行うことを目的として設置されている。 
 

 

 

 

 

 

○ 平成30年度における教務委員会、入試委員会、キャリア支援委員会の開催実績

がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料2-1-③-01【別添p.6】） 

 ・教務委員会、入試委員会、キャリア支援委員会の開催日程 

 

評価の視点２－１【特記事項】 

（該当なし。） 
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＜観点２－２－①＞ 

 学校の目的を達成するために、準学士課程に必要な一般科目担当教員及び各

学科の専門科目担当教員が適切に配置されているか。 

 

 以下のことから、学校の目的を達成するために、準学士課程に必要な一般科目

担当教員及び各学科の専門科目担当教員が適切に配置されていると判断する。 

 

 当校の準学士課程では、高等専門学校設置基準で必要とされる数を満たす専任

の一般科目担当教員及び専任の専門科目担当教員を配置している。 
 専門科目担当教員における専任の教授及び准教授の数についても、設置基準を

満たしている。 
 また、学校の目的を達成するために授業科目に適合した専門分野の一般科目担

当教員及び専門科目担当教員を配置していることに加え、博士の学位を有する教

員（58人）、技術資格を持つ教員（９人）、民間企業等における勤務経験を有する

教員（21人）を配置している。 
 

  

＜観点２－２－②＞ 

 学校の目的を達成するために、専攻科課程に必要な各分野の教育研究能力を

有する専攻科担当教員が適切に配置されているか。 

 

 以下のことから、学校の目的を達成するために、専攻科課程に必要な各分野

の教育研究能力を有する専攻科担当教員が適切に配置されていると判断する。 

 
 専攻科課程では、専攻科課程の目的や修了の認定に関する方針（ディプロ

マ・ポリシー）に基づいて編成された教育課程を展開するために必要な教員を

配置している。 
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 また、授業科目に適合した専門分野の教員を配置していること、並びに研究

実績・教育指導を行う能力を有する専攻科担当教員を配置していることについ

ては、当校の専攻科が、平成27年度に大学改革支援・学位授与機構から特例適

用専攻科として認定される際に確認されている。 
 

＜観点２－２－③＞ 

 学校の目的に応じた教育研究活動の活性化を図るため、教員の年齢構成等へ

の配慮等適切な措置が講じられているか。 

 

 以下のことから、学校の目的に応じた教育研究活動の活性化を図るため、教員

の年齢構成等への配慮等適切な措置が講じられていると思われるが、訪問調査後

に最終的に判断する。 

 

 教員の年齢構成は、全教員に対する割合として、20歳代が３％、30歳代が31％、

40 歳代が 24％、50 歳代が 40％、60 歳代が３％となっており、学校全体で年齢

構成に著しい偏りはなく、教員の採用に当たっては、教育経歴・実務経験・男女

比（性別の構成）を考慮するなどの取組を行っている。 

 また、教員に対して、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るた

め、内地研究員派遣制度、在外研究員派遣制度、公募制の導入、教員表彰制度、

ゆとりの時間確保策の導入、他の教育機関との人事交流を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「校長裁量経費等の予算配分」について、チェックはあるが該当する資料が確

認できないため、実施状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料2-2-③-01【別添p.8】） 

 ・平成30年度校長裁量経費内訳 

 

評価の視点２－２【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

＜観点２－３－①＞ 

 全教員の教育研究活動に対して、学校による定期的な評価が行われており、そ

の結果が活用されているか。 
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 以下のことから、全教員の教育研究活動に対して、学校による定期的な評価が

行われており、その結果が活用されていると思われるが、訪問調査後に最終的に

判断する。 

 

 教員（非常勤教員を除く。）に対しては、教育上の能力や活動実績に関する評

価を定期的に行い、その結果をもとに研究費配分への反映や表彰等の適切な取組

を行う体制を、個人評価委員会が中心に整備しており、この体制の下、教員評価

を毎年実施している。 

 教員評価の結果、把握された事項に対して、教員個人に配分する研究費の一部

は、教員個人の校務・課外活動を含め教育研究全般における各教員の活動実績や

研修への参加等を踏まえ、それらの評価を数値化したもの等をもとに、傾斜配分

額を校長が決定している。また、教育研究の諸活動で優れた取組を行った教職員

に対して、表彰を行っている。 

 非常勤教員に対しての教員評価は、授業評価アンケートにより行っている。 

 

＜観点２－３－②＞ 

 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、適切に運用され

ているか。 

 

 以下のことから、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、

適切に運用されていると判断する。 

 

教員（非常勤職員を除く。）の採用・昇格等に関する基準を法令に従い定めて

おり、この基準に基づき採用・昇格等を行っている。 
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教員の採用に当たっては、この基準に定められた判断方法（教育上、研究上又

は実務上の知識、能力及び実績を確認する仕組み）により、面接及び模擬授業を

実施し、教育歴・実務経験を確認している。 
教員の昇格に当たっては、この基準に定められた判断方法（教育上、研究上又

は実務上の知識、能力及び実績を確認する仕組み）により、昇格予定者に自己申

告書を提出させ、教員選考委員会にて、教員選考基準に記載の条件を満たしてい

るか審議し、面接を実施し、教育上の能力についての審査を行っている。 
 非常勤教員の採用についても、高知工業高等専門学校非常勤講師雇用基準を定

めている。 
 

評価の視点２－３【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

＜観点２－４－①＞ 

 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（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

上や授業の改善が図られているか。 

 

 以下のことから、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研

究（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が図られていると思われるが、訪問調査後に最終

的に判断する。 

 

 学校として、授業の内容及び方法の改善を図るためにファカルティ・ディベロ

ップメント（以下「ＦＤ」という。）を実施する体制を整備しており、毎年ＦＤ

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 平成30年度に実施したＦＤの内容及び参加状況がわかる資料を提示願いたい。

また、それらのＦＤの結果、教育の質の向上や授業の改善に結び付いた事例があ

れば、資料を提示の上、補足説明願いたい。 

【回答】 
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 当校のＦＤ活動については、アクティブラーニング教育センターが主体となっ

て企画立案している。 
平成28年度には延べ250人の教員が学内外で開催される各種教育講演会・研

修会等に参加し、平成29 年度には、学生による授業評価アンケートと教員によ

るコメントの開示、教員による相互授業参観、教員による相互評価、学生による

教員評価、ＦＤ研修会（「アクティブラーニング実践～試験紙法をやってみよう

～」）を実施しているほか、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク、国立高

等専門学校機構等主催の研修会に参加している。 
 ＦＤの結果、試験紙法を取り入れた授業実践等の改善が図られており、教育の

質の向上や授業の改善に結び付いている。 
 

  平成30 年度のＦＤによって教育の質の向上や授業改善に結びついた事例はアクテ

ィブラーニング室として把握している事例はないが、SD 工学科の授業にグループワ

ークやアクティブラーニング的手法を取り入れた科目が多くなっている。ＦＤ・ＳＤ

研修に関する資料をさらに追加資料4-2-①-01～03に提示する。 

 

（追加資料2-4-①-01【別添p.9】） 

 ・平成30年度SD講演会 

（追加資料2-4-①-02【別添p.10】） 

 ・平成30年度SPOD内講師派遣プログラム完了報告 

（資料4-2-⑤-(1)-05） 

 ・平成30年度FD/SD活動の取組報告書 

（追加資料2-4-①-03【別添p.11】）  

 ・平成30年度ＦＤ・ＳＤ活動実施状況 

 

＜観点２－４－②＞ 

 学校における教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育

支援者等が適切に配置されているか。 

 

 以下のことから、学校における教育活動を展開するために必要な事務職員、技

術職員等の教育支援者等が適切に配置されていると判断する。 

 

 教育支援者として、事務職員44人、技術職員11人を配置している。 
 図書館の業務に対しては、図書館の機能を十分に発揮するために司書資格保有

者１人を配置している。 
 

  

＜観点２－４－③＞ 

 教育支援者等に対して、研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行
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われているか。 

 

 以下のことから、教育支援者等に対して、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と思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育支援者等の資質向上を図るための取組として、技術職員に対しては、教育

研究支援センターが企画・実施しており、事務職員に対しては、総務課と学生課

が連携して実施している。 

平成 28 年度は、国立高等専門学校機構や国立大学等が実施する研修会、四国

地区大学教職員能力開発ネットワーク（ＳＰＯＤ）による研修会等に延べ94 人

の職員が参加したほか、技術職員のキャリア支援（教員と連携した研究活動の推

進）を目的に２人の技術職員が学術講演会に共著者として参加している。平成30

年度には、西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会（機械系）に１人、四国

地区国立高等専門学校技術職員研修・代表者会議に２人、中国・四国地区国立大

学法人等技術職員研修（情報系、生物・生命系、農学系分野）研修に１人が参加

している。 

 

 

 

 

 

 

○ 資料2-4-3-(1)-01、02は技術職員に対する研修についての資料であるが、技術

職員以外の教育支援者に対する研修を実施していれば、実施状況（内容、参加者

数等）がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

  本校では技術職員以外の教育支援者はいない。 

 

○ 技術職員の専門技能向上のための講習会参加や技能資格取得等の取組を行って

いれば、その状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料2-4-③-01【別添p.12】） 

 ・教育研究支援センター活動報告（平成30年度） 

  https://www.kochi-ct.ac.jp/kkshien/nennjihokoku 

（追加資料2-4-③-02【別添p.14】） 

 ・技術職員の保有資格一覧 

 

評価の視点２－４【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 
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（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点３－１－①＞ 

 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に対応した施設・

設備が整備され、適切な安全・衛生管理の下に有効に活用されているか。 

 

 以下のことから、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に

対応した施設・設備が整備され、適切な安全・衛生管理の下に有効に活用されて

いると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 
 当校は、高等専門学校設置基準を満たす校地面積及び校舎面積を有している。

 高等専門学校設置基準に定められている運動場を校舎と同一敷地内に設けて

いる。校舎には、専用の施設として、教室（講義室、演習室、実験・実習室等）、

図書館、保健室、情報処理施設（情報処理センターの演習室及び小演習室１・２、

専攻科棟のパソコン室１・２）等を備えているほか、付属施設として、教育研究

支援センター、学生支援棟、機械工場、ものづくり実習室、ＩｏＴ工房、内燃機

関棟、高圧実験室、遠心力載荷実験室、地域連携センターを設置している。 
また、自主的学習スペース（キャリアデザインルーム）、自主的学習・コミュ

ニケーションスペース（コモンズルーム）及び厚生施設（建依会館）を設けてい

る。 
 これらの施設等については、安全衛生管理体制を整備しており、この体制の下、

安全衛生委員会は毎月会議を開催し、安全衛生の観点から様々な問題点について

審議している。また、年度計画に基づき、毎月、衛生管理者及び産業医による校

内巡視が行われ、巡視結果を安全衛生委員会へ報告している。安全衛生上、改善

の必要があれば委員会から該当部署、担当者へ連絡し、是正を依頼している。さ

らに、学生に対する安全講習を年度初め、あるいはその都度、個別に行っている。

また、施設・設備のバリアフリー化への取組も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ キャリアデザインルーム及びコモンズルームの利用可能時間、利用可能日等が

わかる資料、また、それらの学生への周知状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（資料3-1-②-(3)-01） 

・ＩＣＴ環境の利用状況がわかる資料-1 

（資料3-2-②-(1)-05） 

・対面型の相談受付体制の整備「OB教員による学習支援・レポート作成セミナー」 

（追加資料3-1-①-01【別添p.15】） 

 ・キャリアデザインルームの自主的学習スペースとしての利用がわかる資料 

（追加資料3-1-①-02【別添p.16】） 

 ・キャリアデザインルームの定期試験における利用の学生への周知について 

（資料3-1-③-(1)-02） 

・図書館の案内  

https://www.kochi-ct.ac.jp/college/youran 

 

【分析状況に対する意見】 

  キャリアデザインルームは、授業（資料3-1-②-(3)-01）による使用が多く、また

放課後には「OB教員による学習支援」と「レポート作成セミナー」の開催（資料3-
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 これらの施設・設備等について、利用状況や満足度等を学校として把握し、改

善するための体制を整備しており、平成30 年度には学生から意見箱に投書され

た要望に対応し、コモンズルームの机と椅子を増設している。 
 

2-②-(1)-05）など、自主的学習スペースとしての機能は果たせていないが、年４回

の定期試験期間中は選択科目を受講していない学生の待機場所（自主的学習スペー

ス）として開放しており、学生には学級担任を通じて周知している。（追加資料3-1-

①-01および追加資料3-1-①-02） 

コモンズルームは図書館併設の施設であるため、利用に関しては図書館HP の開館

日(休館日)および開館時間が利用可能時間、利用可能日（資料3-1-③-(1)-02）と同

じである． 

 

○ 専攻科学生との懇談会において出された要望への対応状況がわかる資料を提示

願いたい。 
【回答】 

（資料3-1-①-(11)-04） 

 ・専攻科学生と教員との懇談会資料 

（追加資料3-1-①-03【別添p.17】） 

 ・専攻科生からの要望がわかる資料 

 

【分析状況に対する意見】 

  対応状況がわかる資料はないが、専攻科長を中心に要望事項を検討し、年度末

までに学生に対する説明を行っている。 
 ① 専攻科生が駐輪している屋根のないスペースは、駐輪場と指定しない場所なの

で屋根のある駐輪場に置くよう指導した。 
② 特別研究の指導教員等と夜間の学内での研究活動について、話し合いを行うよ

う指導した。 
③ 学校行事は学生会が運営し、その運営費は後援会の学生会費から出ている。専

攻科生からは学生会費を集めておらず、そのためクラスマッチを含む学校行事

への参加を認めていない。 
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＜観点３－１－②＞ 

 教育内容、方法や学生のニーズに対応した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。 

 

 以下のことから、教育内容、方法や学生のニーズに対応した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と思われる

が、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育研究活動を展開する上で必要な教育内容・方法や学生のニーズに対応した

ＩＣＴ環境が、情報処理センターを中心としたセキュリティ管理体制の下、整備

されており、学生向けＩＣＴ関係設備では、無線ＬＡＮシステムが学寮地区を含

めて学内全域に整備され、申請によって学内ＬＡＮにアクセスが許可される。教

育用計算機システムとして、情報処理センターに70台（演習室に50台と小演習

室に20台）、専攻科棟のパソコン室１・２に各50台、図書館２階のオープンス

ペースに５台のパソコンを設置している。 
 ＩＣＴ環境について、利用状況や満足度等を学校として把握し、改善するため

の体制を整備している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教職員並びに学生に対して、情報セキュリティに関する講習会等を実施してい

れば、その内容がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-1-②-01【別添p.18】） 

 ・2019年度 高知高専 教職員向け情報セキュリティ eラーニング 

（追加資料3-1-②-02【別添p.19】） 

・令和元年度情報セキュリティ研修会配布資料 

 

○ 学生や教職員のＩＣＴ環境の利用状況や満足度等を学校として把握した結果、

改善を行った事例があれば、内容がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-1-②-03【別添p.21】） 

 ・学寮におけるWiFi接続状況に関するアンケート調査 

 

【分析状況に対する意見】 

学生のＩＣＴ環境の利用状況や満足度等を学校して把握した結果、改善を行った事

例として、パソコン室や情報処理センターの閉室時刻（17時）以降の利用について、

図書館の案内（資料3-1-③-(1)-02）にロビーに5台、小演習室３に10台のパソコ

ンを設置と明記し、学生が平日19時まで利用可能とした。追加資料3-1-②-03は学
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寮で行ったアンケート調査であり、対策については検討中である。 

 

（資料3-1-③-(1)-02） 

・図書館の案内  

https://www.kochi-ct.ac.jp/college/youran 

 

＜観点３－１－③＞ 

 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、

整理されており、有効に活用されているか。 

 

 以下のことから、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、整理されており、有効に活用されていると判断する。 

 

 高等専門学校設置基準に定められている図書館の設備があり、図書101,968冊

（うち外国書11,350冊）、学術雑誌222種（うち外国書40種）、電子ジャーナル

５種（すべて外国書）、視聴覚資料193 点の教育研究上必要な資料を系統的に収

集、整理している。学生用図書・雑誌は、教員からの依頼のほかに、学生からの

申し出や意見箱への投書を踏まえて、図書・情報係で選定して購入している。 
 図書館の利用を促進する取組として、１年次生向けの図書館利用案内やブック

ハンティング、英語多読図書の整備を行っているほか、平成28 年度には最新の

図書館システムに更新され、図書館のウェブサイトに各種の検索サイトが設けら

れ、自由に文献検索ができるようになっている。また、定期的に学生図書委員会

を開催し、学生の意見・要望の汲み上げや図書館だよりの発行、図書館主催のイ

ベントを企画・実施している 。図書館の開館時間は、平日が８時 30 分から 19

時（休業期間は８時30分から17時）、土曜日が９時から13時となっている。 
平成30年度の入館者数は47,117人、貸出冊数は14,013冊となっており、図

書館の資料は教職員や学生に利用されている。 
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評価の視点３－１【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

＜観点３－２－①＞ 

 履修等に関するガイダンスを実施しているか。 

 

 以下のことから、履修等に関するガイダンスを実施していると思われるが、訪

問調査後に最終的に判断する。 

 

 履修指導のガイダンスを、学科生に対しては年度初めに学級オリエンテーショ

ンとして実施している。専攻科生に対しても年度初めに全専攻科生オリエンテー

ションを実施している。さらに、準学士課程入学者に対しては４月末に１泊２日

で１年生研修を実施している。 
 

 

 

 

 

 

 

◎ 資料3-2-②-(2)-01 より、障害のある学生を受入れていると思われるが、障害

のある学生を対象としたガイダンスを実施していない理由について説明願いた

い。 

【回答】 

  資料3-2-②-(2)-01にある医療機関で診断を受けている学生の中で、就学支援が必

要な場合には学生本人や保護者から要望があれば、都度WG を立ち上げている。総合

学生支援センターを中心として学生相談室長、学科長、学年主任、クラス担任、授業

担当教員、看護師、（主治医）および保護者（学生）等を交えて支援会議を開催し、個

別に対応している。したがって、支援内容に応じて個々に対応するため、ガイダンス

は実施していない。 

 

（資料3-2-②-(2)-01） 

 ・メンタルヘルス関連相談件数の推移 

（追加資料3-2-①-01【別添p.22】） 

・個々の学生の状況をまとめたメインシート 

 

◎ 学生に対して、『１年生向け図書館利用案内』（資料 3-1-③-(4)-01）を配布の
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上、図書館の利用に関するガイダンスを実施しているか、補足説明願いたい。 

【回答】 

  ４月後半から５月初旬にかけて「国語Ⅰ」の授業の一環として、資料3-1-③-(4)-

01を配布して図書館の利用に関するガイダンスを図書館で実施している。 

 

（資料3-1-③-(4)-01） 

 ・図書館等の利用サービスに係る取組がわかる資料-1 

 

○ 編入学生及び留学生に対する履修等のガイダンスの実施状況がわかる資料を提

示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-①-02【別添p.23】） 

 ・編入学生に対するガイダンス資料 

 

【分析状況に対する意見】 

  追加資料3-2-1-02 のガイダンス以外にも、編入学生や留学生に対する履修等に関

する説明は、クラス担任から個別面談等を通じて必ず実施されている。 

 

○ 機械工場の利用に関するガイダンスの実施状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-①-03【別添p.25】） 

・機械工場の利用の注意点に関する資料 

 

＜観点３－２－②＞ 

 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され、学生の自主的学習を進め

る上での相談・助言等を行う体制が整備され、機能しているか。 
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 以下のことから、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され、学生の自

主的学習を進める上での相談・助言等を行う体制が整備され、機能していると思

われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 学生の自主的学習を支援するため、担任による学習支援体制、対面型の相談受

付体制、資格試験・検定試験等の支援体制、外国への留学に関する支援体制の整

備を行っている。 
対面型の相談受付体制として、総合学生支援センターがＯＢ教員による学習支

援を実施しており、当校出身の教員が学習支援員として、放課後に学生が質問し

ながら勉強できるようにサポートしているほか、レポート作成セミナーと称し

て、レポート作成が苦手な学生向けに外部講師を招いた勉強会を実施している。

平成30年度は、ＯＢ教員による学習支援を６分野計24回実施し、延べ103人が

参加しており、レポート作成セミナーを４回実施し、延べ24人が参加している。

資格試験・検定試験等の支援体制として、放課後に４・５年次生を対象とした

ＴＯＥＩＣ補習を行っている。 
外国への留学に関する支援は国際交流室が中心となって行っている。 

 学習支援に関する学生のニーズを把握するための取組として、「専攻科学生と

教員との懇談会」を実施し、また、図書館１階に意見箱を設置しており、必要に

応じて対応している。 
 

 

 

 

 

○ 学習指導期間においてどのように担任が学生のニーズを把握しているのかにつ

いてわかる資料を提示するとともに、実際に把握されたニーズの例を提示願いた

い。 

【回答】 

（追加資料3-2-②-01【別添p.26】） 

 ・学生個人面談ノート 

（追加資料3-2-②-02【別添p.28】） 

 ・2019年度進路希望調査結果のまとめ（V4） 

 

【分析状況に対する意見】 

  学生との個人面談において、普段の学習や生活状況について困っていること（追加

資料3-2-②--01）などを聞いたり、４年クラス担任の場合には進路希望（追加資料3-

2-②--02）を聞き、そのための準備や資格試験の受験等についてアドバイスをしてい

る。 

 

＜観点３－２－③＞ 

 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援及び生活支援等を適切に行

うことができる体制が整備されており、必要に応じて支援が行われているか。 

 

 以下のことから、特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援及び生活支

援等を適切に行うことができる体制が整備されており、必要に応じて支援が行わ

れていると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 
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 留学生、編入学生の学習及び生活に対する支援体制をそれぞれ整備している。

 留学生の支援は国際交流室が中心となって行っており、留学生特別科目とし

て、「日本語」、「日本事情」、「数学演習」を開講し、学習指導を行っている。ま

た、留学生と同じクラスの学生がチューターとなり、『留学生チューターの手引』

に基づき、生活面や学習面の細かな相談にあたっている。さらには、留学生交流

懇談会や留学生研修旅行を実施している。 
 編入学生に対しては、担任による支援のほか、編入学生特別科目として、「数

学演習」及び「機械工学演習１」等の専門科目の基礎的な科目を開講し、学習指

導を行っている。 
 なお、準学士課程においては社会人学生の受入れ実績がなく、また専攻科にお

いては過去に社会人学生の受入れ実績はあったものの出向扱いであったため、特

別な支援や整備は行われないままとなっている。 
 なお、障害者差別解消法第５条及び第７条又は第８条（第９条、第10 条、第

11条の関係条項も含む）に対応し、合理的な配慮を行う体制を整備している。 
 

 

◎ 専攻科課程において社会人特別選抜を実施しているにもかかわらず、その支援

体制を整備していない理由を説明願いたい。 

【回答】 

専攻科の社会人特別選抜において入学した学生は、全員が本校準学士課程の卒業生

であったため、特別な支援体制を整備する必要がなく、現在に至っている。 

 

◎ 障害のある学生への学習及び生活に対する支援体制について、受入れ実績がな

いため整備していないと自己評価しているが、資料3-2-②-(2)-01を確認すると、

障害のある学生を受入れていると思われるので、支援の体制及び実施状況につい

て資料をもとに補足説明願いたい。 

【回答】 

  本校は、これまで入学時に障害者手帳を所持していることを申請された学生の実績

がほとんどないため、「障害のある学生への支援体制」はないとした。しかし、上記の

＜観点３－２－①＞の指摘にある資料3-2-②-(2)-01で述べているように、既に医療

機関で診断を受けている学生を含め、全学生およびその保護者からの要望に応じて支

援を実施している。WG による支援会議によって定期試験の試験時間延長のための別

室受験の対応を実施している。 

 

（資料3-2-②-(2)-01） 

 ・メンタルヘルス関連相談件数の推移 

（追加資料3-2-①-01【別添p.22】） 

・個々の学生の状況をまとめたメインシート 

（追加資料3-2-③-01【別添p.29】） 

・定期試験の試験時間延長の配慮 

 

◎ 発達障害のある学生の把握方法について説明願いたい。 
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【回答】 

  入学願書に中学校から特別な配慮を必要とする生徒に関する項目を設けている。ま

た、合格者登校日に事前に申し出のあった保護者と面談を行い、入学前の段階から把

握し、支援を行う準備を進めている。都度、保健室および学生相談室において相談を

受けている。 

 

○ 障害者差別解消法第５条及び第７条又は第８条（第９条、第10条、第11条の

関係条項も含む）への対応状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-③-02【別添p.31】） 

 ・平成30年度学生相談室主催のメンタルヘルス研修会 

 

【分析状況に対する意見】 

第５条に関して施設のバリアフリー化(資料3-1-①-(10)-01および02)を実施

している。また、教職員に対して学生相談室主催のメンタルヘルス研修会「障害

学生（発達障害・精神疾患）への対応の仕方について」（平成30年度）（追加

資料3-2-③-02）を行っている。 

（資料3-1-①-(10)-01） 

 ・高知高専バリアフリーマップ 

https://www.kochi-ct.ac.jp/campus/bfmap 

（資料3-1-①-(10)-02） 

 ・高知工業高等専門学校整備計画Ⅱ（バリアフリー）」 

 

＜観点３－２－④＞ 

 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能

しているか。 
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 以下のことから、学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言等を行う体制

が整備され、機能していると判断する。 

 

学生の生活面における指導・相談・助言等の体制として、総合学生支援センタ

ー及び保健室を設置の上、精神科医、カウンセラー、ソーシャルワーカー等を配

置している。総合学生支援センターはキャリア支援室、学生相談室、学習支援室

から構成され、互いの情報を共有して支援できる体制となっている。ハラスメン

トについては、高知工業高等専門学校におけるハラスメントの防止等に関する規

則に基づき、教務主事等から構成される相談員を置き、面会・電話・電子メール・

文書等の方法により、いつでも相談に応じられる体制としている。 
 健康相談・保健指導を行っており、定期健康診断を毎年実施している。 
経済面における支援等を行う体制として、奨学金・授業料減免の制度を整備し

ている。当校独自の奨学金として、高知工業高等専門学校頑張る学生支援奨学金

を設けており、ＴＯＥＩＣスコアの優れている学生に20 人を限度として奨学金

を給付している。 
 これらの学生の生活面や経済面に係わる指導・相談・助言等の活動は、学生に

利用されており、平成30 年度において、学生相談室の相談室員への学生相談件

数は200件を超えている。また、日本学生支援機構の奨学金を107人、高知県高

等学校奨学金を53人、高知工業高等専門学校頑張る学生支援奨学金を12人、そ

の他の奨学金を14人が利用している。 
 
＜観点３－２－⑤＞ 

 就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体制が整備され、機能してい

るか。 

 

 以下のことから、就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体制が整備

され、機能していると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 
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 就職や進学等の進路指導を含め、キャリア支援室を中心としたキャリア教育の

体制を整備しており、準学士課程の１～３年次生を対象にキャリア支援講演会、

準学士課程の４年次生と専攻科課程の１年次生に対して企業合同説明会、進学セ

ミナー、就職セミナー等を開催しているほか、高知県工業会と連携して県内企業

研究会等を開催している。また、授業科目として「ソーシャルデザイン入門」、

「キャリアと生活デザイン」を開設し、進路指導用マニュアルとして『就職・進

学ガイドブック』を作成・配布し、保護者向けの進学・就職説明会も実施してい

る。 
５年間のキャリア教育構想図を設定し、準学士課程１年次の「ソーシャルデザ

イン入門」から、eポートフォリオシステムを用いて、高専在学期間、またその

後の自分自身の記録や作品を蓄積し、その都度振り返りをし、キャリア構築に役

立てる取組を行っている。 
資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談、資格取得による単位修得の

認定、外国留学に関する手続きの支援、外国留学による単位認定、海外の教育機

関との交流協定の締結等を行っている。例えば、資格試験・検定試験等の支援体

制として、「ＴＯＥＩＣ補習」を授業時間割に組み込んでいる。 
 これらの取組は、学生に利用されており、例えば、ＴＯＥＩＣに関わる単位修

得者は、平成30 年度において９人となっている。また、国際交流室において、

トビタテ！留学ＪＡＰＡＮを始めとする学生の海外研修に関する周知を強化し

た結果、平成30年度は４人がトビタテ！留学ＪＡＰＡＮに採択されている。 

 

 

◎ 進路先（企業）訪問にチェックがついているが、どの資料が該当するのか補足

説明願いたい。資料が不足している場合は、資料を提示願いたい。 

【回答】 

  教員（校外実習派遣教員（追加資料3-2-⑤-01））によって学生の参加している実習

機関先に巡回視察（追加資料3-2-⑤-02）に赴いている。巡回後には校外実習調査書

（追加資料3-2-⑤-03）を提出している。 

 

（追加資料3-2-⑤-01【別添p.34】） 

 ・校外実習実施要項における派遣教員の任務 

（追加資料3-2-⑤-02【別添p.37】） 

 ・2019年度インターンシップ 企業等巡回教員割振り 

（追加資料3-2-⑤-03【別添p.39】） 

 ・校外実習調査書 

 

○ キャリア教育のポートフォリオのサンプルを提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-⑤-04【別添p.41】） 

・学生が作成したeポートフォリオのサンプル 

 

○ 基準３の優れた点において、「台湾，シンガポール，マレーシア等，海外研修・

海外インターンシップに参加する学生数が増加した」とあるが、参加者数が増加

したことがわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-⑤-05【別添p.42】） 

・最近５年間の海外研修等で渡航した学生数一覧(H26-30年度) 
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＜観点３－２－⑥＞ 

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。 

 

 以下のことから、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と思われるが、訪

問調査後に最終的に判断する。 

 

 学生の学生会・部活動・同好会の課外活動に対する支援体制を整備しており、

顧問教員用に『課外活動指導のしおり』を作成し、また『課外活動指導員マニュ

アル』に基づく責任体制の下、課外活動指導員配置日にも配慮し、顧問教員や外

部コーチによる学生の指導及び支援等を行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 学生の課外活動について、学校としての責任体制を整備していることがわかる

規程等を提示の上、補足説明願いたい。 

【回答】 

学生の課外活動について、年度当初の教員会で配布される『課外活動について』（追

加資料3-2-⑥-01）で全教員に周知するとともに、クラブ・同好会のリーダーへも配

布する。学校としての責任体制については、『課外活動について』のp.4(p.追 3-37)

の2. 安全への心配り、3. 課外活動の時間に記載されている内容がそれに該当する

と考える。 

 

（追加資料3-2-⑥-01【別添p.47】） 

・学生の課外活動に対する体制がわかる資料 

 

＜観点３－２－⑦＞ 

 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。 

 

 以下のことから、学生寮は、学生の生活及び勉学の場として有効に機能してい

ると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 
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 学生寮を整備しており、高知工業高等専門学校学寮規則に基づく管理・運営体

制の下、生活の場としてミーティングルームや補食室を整備するとともに、勉学

の場として自習時間を整備している。 
 自習のためのコアタイムを日課表で定め、また寮役員が主催する高学年寮生に

よる低学年寮生向けの勉強会を開催するなど、生活の場及び勉学の場として機能

している。 
 

○ 高学年寮生による勉強会について、具体的な取組の内容がわかる資料を提示願

いたい。 

【回答】 

（追加資料3-2-⑦-01【別添p.54】） 

・高学年寮生による勉強会 

  https://www.kochi-ct.ac.jp/sesseiinfo/archives/22 

評価の視点３－２【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点４－１－①＞ 

 学校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行で

きるだけの財務基盤を有しているか。 

 

以下のことから、教育研究活動を安定して遂行できる資産を有し、経常的収入

が継続的に確保されており、債務が過大ではないと判断する。 

 

 当校の目的に沿った教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行す

るために必要な校地、校舎、設備等の資産を有している。 

 授業料、入学料、検定料等の諸収入のほか、国立高等専門学校機構から学校運

営に必要な予算が配分されており、経常的な収入を確保している。また、寄附金、

共同研究、受託研究、科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）による外

部資金等についても安定した確保に努めている。 

 予算に基づく計画的な執行を行っており、収支の状況において、過大な支出超

過となっていない。 

 また、固定負債は、ほぼ全額が独立行政法人会計基準固有の会計処理により負

債の部に計上されているものであり、実質的に返済を要しないものとなってい

る。 

 なお、長期借入金等の債務はない。 

 

  

＜観点４－１－②＞ 

 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。 

 

以下のことから、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

と判断する。 
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収支に係る方針、計画等を策定しており、教職員へ明示している。 

 

＜観点４－１－③＞ 

 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）

に対しての資源配分を、学校として適切に行う体制を整備し、行っているか。 

 

以下のことから、教育研究活動に対し、適切な資源配分を行っていると判断す

る。 

 

 学校の目的を達成するために、教育研究活動に対して適切な資源配分を決定す

る際、明確なプロセスに基づいて行っており、また、収支に係る方針・計画に基

づき資源配分が行われている。教育研究経費に係る資源配分について、教職員に

明示している。 

 

  

＜観点４－１－④＞ 

 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。また、財務

に係る監査等が適正に行われているか。 

 

以下のことから、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お

り、また、財務に係る監査等が適正に行われていると判断する。 

 

 学校を設置する法人である国立高等専門学校機構の財務諸表が官報において

公告され、国立高等専門学校機構のウェブサイトで公表されている。 

 会計監査については、国立高等専門学校機構において会計監査人による外部監

査が実施されているほか、監事監査及び内部監査が実施されている。 
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評価の視点４－１【特記事項】 

 （該当なし。） 

 

  

＜観点４－２－①＞ 

 管理運営の諸規程が整備され、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。 

 

 以下のことから、管理運営の諸規程が整備され、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と思われるが、訪問調査後に最終的に

判断する。 

 

 高知工業高等専門学校内部組織規則等を整備し、運営会議、企画委員会を設置

しており、校長及び主事等の役割分担を明確に規定し、校長のリーダーシップが

発揮できる体制となっている。 
 運営会議は、校長、教務主事、学生主事及び寮務主事、専攻科長、副校長（研

究担当）、ソーシャルデザイン工学科長、基礎教育長、副基礎教育長及び各コー

ス長、各学年主任、事務部長、その他校長が必要と認めた者から構成され、当校

の管理運営を円滑に行うための重要事項について審議している。 
 企画委員会は、校長、教務主事、学生主事及び寮務主事、専攻科長、副校長（研

究担当）、ソーシャルデザイン工学科長、基礎教育長、副基礎教育長及び各コー

ス長、事務部長、その他校長が必要と認めた者から構成され、将来構想に係る事

項、中期目標、中期計画、年度計画の企画及び立案等について審議している。 
 高知工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則に基づき、総務課及び学生課

の２課から構成される事務組織を整備している。総務課には、総務係、企画係、

人事・労務係、図書・情報係、財務係、契約係、施設係の７係、学生課には、教

務係、修学支援係、生活支援係の３係を置き、管理運営の支援を行っている。 
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 これらの諸規程や体制の下、平成30年度は、運営会議を12回、企画委員会を

１回開催している。 
 また、教員と事務職員等とが適切な役割分担の下、必要な連携体制を確保して

いる。 
 

＜観点４－２－②＞ 

 危機管理を含む安全管理体制が整備されているか。 

 

 以下のことから、危機管理を含む安全管理体制が整備されていると判断す

る。 

 

 責任の所在を明確にした危機管理を含む安全管理体制を整備し、高知工業高等

専門学校リスク管理規則に基づき、リスク管理室を設置し、同室において『高知

工業高等専門学校リスク管理マニュアル』を作成している。これらに基づき、防

災訓練、緊急地震速報訓練、学寮における避難訓練（地震・津波）、クラブリー

ダー研修会（普通救命講習会）、防災学習を毎年実施するなど、危機に備えた活

動を行っている。 
 

  

＜観点４－２－③＞ 

 外部資金を積極的に受入れる取組を行っているか。 
 
 以下のことから、外部資金を積極的に受入れる取組を行っていると判断する。

 
 外部の財務資源（科研費、受託研究、共同研究、受託試験、助成金、寄附金）

を積極的に受入れる取組として、科研費に関する学内研修会を実施しているほ

か、科学技術振興機構主催の研究開発・産学連携事業に関する説明会に参加して

いる。 

  



高知工業高等専門学校（基準４ 財務基盤及び管理運営） 

- 53 - 

 この結果、平成26～30年度において、科研費を95,810千円（76件）、共同研

究を33,630千円（75件）、受託研究を127,433千円（25件）、寄附金を147,513

千円（175件）、研究助成金を40,859千円（39件）、平成27～30年度において、

補助金を76,875千円（12件）獲得している。 

 また、公的研究費を適正に管理するため、独立行政法人国立高等専門学校機構

における公的研究費等の取扱いに関する規則に則り、当校において、共同研究、

受託研究、受託試験、寄附金等の取扱いについて定めているほか、校長をコンプ

ライアンス推進責任者とする体制を整備している。 
 

＜観点４－２－④＞ 

 外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

 以下のことから、外部の教育資源を積極的に活用していると判断する。 

 

高知県内産業の活性化のため、高知大学、高知県立大学、高知工科大学との連

携協定、高知県工業会との連携協定を締結している。また、高知銀行と連携協定

を締結し、公開講座等を実施している。 
人材の育成及び地域社会の振興・発展のため、南国市と連携協定を締結し、産

学協同教育プログラム（専攻科インターンシップ）等を実施している。 
教育・研究を促進するため、高知大学、高知医科大学、高知女子大学、高知工

科大学、高知県と学術・研究協力に関する協定を締結しているほか、Sydney 

Institute of Technology、大阪大学、広島大学、北陸先端科学技術大学院大学、

兵庫県立大学、台湾国立聯合大学とそれぞれ協定を締結している。 
さらに、６件の協定を締結しているほか、高知県産学官民連携センター、県内

企業との連携事業を行っており、外部の教育・研究資源を活用している。 
 

  

＜観点４－２－⑤＞  
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 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよ

う、研修等、管理運営に関わる職員の資質の向上を図るための取組（スタッ

フ・ディベロップメント）が組織的に行われているか。 

 

 以下のことから、管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たす

ことができるよう、研修等、管理運営に関わる職員の資質の向上を図るための

取組（スタッフ・ディベロップメント）が組織的に行われていると思われる

が、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 管理運営に従事する事務職員等の能力の質の向上に寄与するとともに、教育

研究活動等の効果的な運営を図るため、必要な知識及び技能を習得させ、その

能力及び資質を向上させるための研修（スタッフ・ディベロップメント）等と

して、高知工業高等専門学校アクティブラーニング教育センター規則に基づ

き、国立高等専門学校機構主催の新任校長・新任事務部長研修、四国地区大学

教職員能力開発ネットワーク主催の大学人・社会人としての基礎力養成プログ

ラム研修等に参加しており、平成30年度は延べ14人が参加している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教授等の教員や校長等の執行部に対し、教育研究活動等の効果的な運営を図る

ため、必要な知識及び技能を習得させ、その能力及び資質を向上させるための研

修を実施していることがわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料2-4-①-02【別添p.10】） 

 ・平成30年度SPOD内講師派遣プログラム完了報告 

（資料4-2-⑤-(1)-05） 

 ・平成30年度FD/SD活動の取組報告書 

（追加資料2-4-①-03【別添p.11】）  

 ・平成30年度ＦＤ・ＳＤ活動実施状況 

（追加資料4-2-⑤-01【別添p.55】） 

 ・新任校長・新任事務部長研修会資料 

（追加資料4-2-⑤-02【別添p.57】） 

 ・高等専門学校教員研修会（管理職研修）資料 

（追加資料4-2-⑤-03【別添p.59】） 

 ・高等専門学校中堅教員資料 

（追加資料4-2-⑤-04【別添p.62】） 

 ・高等専門学校新任教員研修プログラム資料 
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（追加資料4-2-⑤-05【別添p.65】） 

 ・中国・四国地区国立学校法人等労務管理連絡会資料 

 

【分析状況に対する意見】 

  左記の「平成30年度は延べ14人が参加している」と記載された文章について、こ

れは資料4-2-⑤-(1)-04から読み取ったものと推察される。しかし、この資料には本

校の事務系職員の研修等への出席状況を示したものであり、その研修先が15 件、出

席者は延べ18名である。 

  上記の追加資料4-2-⑤-01～05は、本校校長、教員および事務職員（部長・課長）

の研修参加実績を提示している。 

 

評価の視点４－２【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

＜観点４－３－①＞ 

 学校における教育研究活動等の状況についての情報（学校教育法施行規則第

172条の２に規定される事項を含む。）が公表されているか。 

 

 以下のことから、学校における教育研究活動等の状況についての情報（学校教

育法施行規則第172 条の２に規定される事項を含む。）が公表されていると判断

する。 

 

 学校教育法施行規則第 172 条の２に規定される事項を含む学校における教育

研究活動等の状況についての情報を当校ウェブサイト及び刊行物への掲載によ

り公表している。 
 

  

評価の視点４－３【特記事項】   
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（該当なし。） 

 

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点５－１－①＞ 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

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。

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）に基づき、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

成されていると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

一般科目と専門科目が学習・教育目標に対応して明確に分類され、授業科目を体

系的に配置している。一般科目と専門科目は学年進行とともに専門科目が多くな

るくさび型配置となっている。 

 １年間の授業を行う期間は定期試験等の期間を含め35 週にわたっているとと

もに、特別活動を90単位時間以上実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 進級に関する規程について、会議体で定められたものを提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料5-1-①-01【別添p.67】） 

・平成27年度教務委員会および運営会議議事録 

（追加資料5-1-①-02【別添p.73】） 

・学科改組後の進級基準・再試験の実施回数の検討及び90 分授業についての教務委

員会審議 

（追加資料5-1-①-03【別添p.75】） 

・学科改組後の進級基準・再試験の実施回数の検討及び90 分授業についての教務委

員会審議結果 

（資料5-1-①-(3)-01） 

 ・進級及び卒業に関する規定（SD科学生用） 

 

【分析状況に対する意見】 

  学科改組による進級基準の検討について、改組の前年度（平成28年度）に行わ

れた委員会審議の経過に関する追加資料 5-1-①-01～03 を提示する。なお、最終

的に承認された進級基準は資料5-1-①-(3)-01の通りである。 
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＜観点５－１－②＞ 

 教育課程の編成及び授業科目の内容について、学生の多様なニーズ、学術の発

展の動向、社会からの要請等が配慮されているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び授業科目の内容について、学生の多様な

ニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請等が配慮されていると判断する。 

 

 教育課程の編成及び授業科目の内容について、学生の多様なニーズ、学術の発

展の動向、社会からの要請への配慮として、以下の取組を行っている。 
・インターンシップによる単位認定 
 ４年次の「校外実習」として２単位を認定している。 
・正規の教育課程に関わる補充教育の実施 
 数学、物理、英語等につき、各学年の成績不振者や進学希望者を対象とした「時

間割記載の単位なし科目」として開講している。 
・専攻科課程教育との連携 
 準学士課程の授業科目を基礎とし、知識の融合、より高度な内容への発展、応

用力の育成などが図られるよう、専攻科課程の授業科目が構成・配置されている。

・外国語の基礎能力（聞く、話す、読む、書く）の育成 
 一般科目においてネイティブスピーカーが担当する科目を開設し、専門科目に

おいてはネイティブスピーカーが一部を担当する科目を開設している。また、実

力試験として、２～４年次の全学生にＴＯＥＩＣを受験させている。 
・資格取得に関する教育 
 高知工業高等専門学校大学等における学修に関する規程に基づき、一定の条件

を満たした知識及び技能に関する資格取得について単位を認定している。 
・他の高等教育機関との単位互換制度 
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 他高専主催の海外英語研修や英語キャンプ、放送大学及び他大学で実施の e-

learning に対し単位を認定しているほか、高知大学と単位互換協定を締結して

いる。 

 また、他の高等教育機関との単位互換制度については、法令に従い、高知工業

高等専門学校大学等における学修に関する規程により取り扱っている。 
 

＜観点５－１－③＞ 

 創造力・実践力を育む教育方法の工夫が図られているか。 

 

 以下のことから、創造力・実践力を育む教育方法の工夫が図られていると思

われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 創造力を育む教育方法の工夫として、コース共通科目である２年次の「ソー

シャルデザイン基礎」において、英語によるＰＢＬ型の授業を導入している。

また、１・２年次の「国語Ⅰ」「国語Ⅱ」と１年次の「地理」において、平成

28年度より、「高知高専うなづくプレゼン(うなプレ)」という学内プレゼンテ

ーションコンテストに関わる指導を行い、平成30年度は「第一次産業×先端エ

ンジニアリング」をテーマとしてコンテストを実施している。さらに、当コン

テストで優秀な発表をしたチームが「高知県地方創生アイデアコンテスト」に

出場し、平成28年度は優秀賞、平成29年度は高知県地方創生大賞、平成30年

度はアイデア賞と敢闘賞を受賞する結果となっている。さらに、うなプレのテ

ーマを継続的に追求し、その成果を学協会で発表し、第23回高専シンポジウム

ではポスター賞を受賞するなどしている。 

 実践力を育む教育方法の工夫として、４年次の「校外実習」（インターンシッ

プ）及びトビタテ！留学ＪＡＰＡＮへの積極的な参加を促すなどしており、「校

外学習」は選択科目であるものの、実質全員が参加している。この結果、第24

回衛星設計コンテストで天文学会賞を受賞するなどしている。また、平成26年

 

 

 

 

 

 

◎ 「ソーシャルデザイン基礎」における英語によるＰＢＬ型の授業の導入によっ

て、どのように創造力を育んでいるのか補足説明願いたい。 
【回答】 

  本授業は、授業前半でマイコンボードを使用したプログラミングを体験させ、後半

で理解した内容を基に英語による説明書作成をレポート課題としている。学生（全2

年生）は、課題を取り組むにあたり、本学2年生と同程度の知識・技術を持つ海外の

知人がいることを想定してもらい、学習内容を英語や図を用いてわかりやすく（簡潔

明瞭に）作ることに創造性を働かせる必要がある。 

 

◎ 資料 5-1-③-(2)-06、07 に挙げられている受賞等が、実践力を育む教育方法の

工夫の結果、あげた成果であるといえることについて、補足説明願いたい。 

【回答】 

  「衛星コンテスト」と「ものづくり日本大賞」は、「卒業研究」の成果が評価された

ものであり、これらはまさに５年間の授業等で獲得した知識と技術の集大成である。 

「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」は、「情報処理：2 年」の課題
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度には全国高等専門学校第25回プログラミングコンテストで「つながっタワー

～津波避難タワー間を結ぶ安心防災システム～」が文部科学大臣賞／最優秀賞

を受賞し、その功績から推薦され、第６回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞

を受賞している。 

 

“セキュリティ”に関する４コマ漫画をＰＣを使って作成し、それを応募して評価さ

れたものである。「サマーコンペティション」と「建築家コンペティション」は、建

築に興味のある学生が建築分野をプロパーとする教員の指導を受けながら精勤し、そ

の成果を応募して評価されたものである。「放送コンテスト」と「キャンパスベンチ

ャーグランプリ」は、課外活動においてクラブ顧問の指導の下で頑張って取り組んだ

成果が評価されたものである。 

 

◎ 「校外実習」における実践力を育む教育方法の工夫について、学校全体として

の取組を実施していれば、補足説明願いたい。 
【回答】 

  平成 30 年度までは継続専門学科に「校外実習」の指導がゆだねられていたが、本

年度よりソーシャルデザイン工学科１学科での実施となり、学年全体を統一した指導

体制とした。それにより、校外実習先の企業選択や校外実習報告書の書式などを共通

化させることに変更した。特に“校外実習報告書（追加資料5-1-③-01）”に記載する

内容として、【企業ではどのような人材が求められているか(専門性・社会性につい

て)】【コースと会社業務との関連】【専門領域の基礎学力の必要性】など具体的なテ

ーマを設定し、実習に参加する前から実践的に取り組めるように指導を行うようにし

た。実習後は校外実習報告会を実施して実習体験情報を共有している。 

 

（追加資料5-1-③-01【別添p.82】） 

・校外実習報告書の作成方法と報告書例 

 

 

評価の視点５－１【特記事項】 

 

◎ 国際対応力を育む教育上の工夫として、学校として行っている取組があれば資

料を提示の上、補足説明願いたい。また、その取組の具体的な成果や効果があれ

ば資料を提示の上、補足説明願いたい。 

【回答】 
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 本校ではソーシャルデザイン工学科に改組してから、海外の学生との交流･研修等

を通じて多様性や異文化への理解の向上、語学力修得への意欲高揚を図るために、3

年次に海外研修旅行（台湾）を実施（平成30, 令和元年度実施済み）（追加資料5-1-

T-01）している。海外の観光地を巡るだけでなく，①現地企業の見学、②国立聯合大

学にて学生交流（英語でプレゼン）、③現地大学生との交流プログラム（Brother & 

Sister プログラム）を取り入れている。具体的な成果や効果については、まだ2年

間の実績段階のため特にない。 

 

（追加資料5-1-T-01【別添p.86】） 

・平成30年度台湾研修旅行の行程表 

 

＜観点５－２－①＞ 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）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上の工夫がなされているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ

リシー）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上の工夫がなされている

と思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に照らして、

ソーシャルデザイン工学科の授業形態の構成割合は、単位数からみて、３年次以

降のコースにより多少の差異はあるが、学年進行とともに、講義・演習の割合は

84％（１年次）から64～75％（５年次）へと漸減し、実験・実習の割合は16％

（１年次）から25～36％（５年次）へと漸増するように編成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 講義、演習、実験・実習等の３区分による授業形態の単位数割合（単位数と％）

がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料5-2-①-01【別添p.89】） 

・高知工業高等専門学校ソーシャルデザイン工学科の講義，演習，実験・実習の３区

分による授業形態の単位数割合 
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 また、教育内容に応じた学習指導上の工夫として、一般科目の１年次の「化学

Ⅰ」における、当校教員が執筆した教科書の使用、全コース共通一般科目の２年

次の「社会科学Ⅰ」、全コース共通専門科目の２年次の「材料学基礎」及び全コ

ース共通一般科目の４年次の「日本語表現」におけるグループ討論型授業、まち

づくり・防災コースの３年次の「土木・建築実験Ⅰおよび測量実習」やエネルギ

ー・環境コースの４年次の「地域協働演習」におけるフィールド型授業や企業見

学等の校外授業、情報処理センター及びパソコン室の活用、補充教育としての単

位なし科目による基礎学力不足の学生に対する配慮、専攻科や大学編入学を目指

した意欲のある学生向けの単位なし科目による指導等を行っている。さらに当校

ではキャリア教育に重点を置き、１年次での必修科目として「ソーシャルデザイ

ン入門」を開設し、学生が自分自身を知り、社会に広く目を向けるよう指導を行

っている。 

 

 

＜観点５－２－②＞ 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）の趣旨に沿

って、適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）の趣旨に沿って、適切なシラバスが作成され、活用されていると思われる

が、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）の趣旨に沿

ってシラバスを作成している。 

 国立高等専門学校機構のＷｅｂシラバスを導入しており、シラバスには、授業

科目名、単位数、授業形態、対象学年、担当教員名、達成目標、教育方法、教育

内容（１授業時間ごとに記載）、成績評価方法・基準、高等専門学校設置基準第

17条第３項の規定に基づく授業科目（以下、「履修単位科目」という。）か、４項

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 「教育目標等との関係」及び「事前に行う準備学習」について、シラバス（専

攻科課程も含む）に明示されている科目とされていない科目が混在しているが、

明示されていない科目はどのように学生に示しているのか、また、学校としての

シラバスへの記述内容の統一化の取組について、資料を提示の上、補足説明願い

たい。 

【回答】 
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の規定に基づく授業科目（以下、「学修単位科目」という。）かの区別、教科書・

参考文献、ルーブリック、評価割合の項目を明示している。 

 学生のシラバスの活用状況を把握するため、授業評価アンケートを行ってお

り、シラバスは学生に活用されていることを確認し、アンケートの結果を踏まえ、

科目担当教員は授業の改善を行っている。 

 また、履修単位科目は１単位当たり30時間を確保しており、50分に相当する

教育内容を確保するため、教育の質を十分に保証しつつ、学生の学習効果が上が

るような授業方法等の工夫の依頼が、年度当初の教員会において、教務主事より

教員に行われている。 

 学修単位科目（45 時間の学修を１単位とする単位計算方法を導入している授

業科目）については、授業科目ごとのシラバスや履修要項等に、１単位の履修時

間は授業時間以外の学修等を合わせて45 時間であることを明示し、その実質化

のための対策として、授業外学習の必要性の周知の取組を行っており、具体的に

は年度当初に「履修単位と学修単位について」という文書を学生へ配布している。

また、シラバスの「授業の進め方と授業内容・方法」の欄には、事前・事後学習

の必要性について記載している。 

 

 web シラバスが導入された平成27 年度以前の本校オリジナルのシラバス（追加資

料5-2-②-01）には「学習･教育到達目標との関係」をシラバス内に示していたが、高

専webシラバスを利用するようになってからはその枠がないために示されていない。

しかし、科目関連図（資料5-1-①-(1)-04）において授業科目と教育目標の関連がわ

かるようになっている。ご指摘のように、「事前に行う準備学習」についても専用の

枠がもうけられていないため記載のない科目もあるが、初めの授業においてシラバス

を用いて説明することになっているため、その時あるいは日々の授業において「事前

に行う準備学習」等が伝えられている。今後は両項目についてもシラバスに記載する

ようにシラバス作成要領に盛り込みようにする予定である。 

 

（追加資料5-2-②-01【別添p.91】） 

 ・平成26年度シラバス例（微積分ＩＡ，機械工学，有機化学実験） 

（資料5-1-①-(1)-04） 

 ・授業科目関連図（SD科学生用） 

https://www.kochi-ct.ac.jp/files/uploads/2019old1.pdf 

 

◎ １単位時間を45分として運用しているが、２時間連続の90分授業とすること

で標準50分に相当する教育内容を確保していることについて、学生の学習成果が

上がるような授業方法等の工夫以外の取組があれば補足説明願いたい。 

【回答】 

  特にそのような取り組みはない。 

 

◎ 授業時間外の学習の把握等、学修単位科目の履修時間の実質化の対策を行って

いない理由等について説明願いたい。 
【回答】 

  特にその理由はない。 
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【分析状況に対する意見】 

なお本件については、自己点検書 p.76 の観点５－３－①－(3)に示した通りであ

り、下記の＜観点５－３－①＞の書面調査による分析状況に記載の「学修単位科目に

ついては、授業時間以外の学習時間等に関する管理は各教員に任されており、学

校として把握はできていないため、その実態を管理できるシステムとして「授業

の質保証 確認票」を導入することを教務委員会で検討している。」で認識してくれ

ていると理解している。 

 

 

評価の視点５－２【特記事項】 

（該当なし。） 

 

 

＜観点５－３－①＞ 

 成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュ

ラム・ポリシー）に従って、組織として策定され、学生に周知されているか。ま

た、成績評価・単位認定が適切に実施されているか。 

 

 以下のことから、成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関す

る方針（カリキュラム・ポリシー）に従って、組織として策定され、学生に周知

されている。また、成績評価・単位認定が適切に実施されていると思われるが、

訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に従って、

成績評価や単位認定に関する基準を学生便覧において学生に明示している。 

 成績評価や単位認定基準に関する学生の認知状況を把握するため、授業評価ア

ンケートを行い、平成30年度の集計結果では、「成績評価はシラバスや授業中の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高知高専のＧＰＡの算出方法が一般的なＧＰＡと異なることについて、ＧＰＡ

採用の利点、ねらいについて補足説明願いたい。 

【回答】 

  本校においては成績区分を資料5-1-①-(3)-02のように設定し、調査書の評定平均

値やＧＰＡの算出には区分法Ⅰ（5 4 3 2 1）を用い、調査書や通知表の各教科・科
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周知内容と同様であった」という項目において５段階評価で３以下の回答を行っ

た者は２％のみであり、大部分の学生に認知されていることを確認している。 

 学修単位科目については、授業時間以外の学習時間等に関する管理は各教員に

任されており、学校として把握はできていないため、その実態を管理できるシス

テムとして「授業の質保証 確認票」を導入することを教務委員会で検討してい

る。 

 成績評価等の客観性・厳格性を担保するための組織的な措置として、成績評価

の妥当性の事後チェック・答案の返却・模範解答や採点基準の提示・ＧＰＡの進

級判定への利用・成績分布のガイドラインの設定を行っている。答案の返却は定

期試験後の一週間以内に行うものとし、学生に模範解答と採点基準が提示・確認

され、その後に成績登録がなされる。教務関係留意事項として、試験の出題レベ

ルは学級平均が70 点以上になるようにと申し合わせている。年度末には、学科

成績会議や学年成績会議で成績評価の確認がなされた後、全教員による卒業判定

会議及び進級判定会議において学生の成績評価が行われている。継続４学科学生

の進級・卒業要件にはＧＰＡが利用されている。年度末には、定期試験が実施さ

れる授業科目の試験問題及び配点付模範解答の提出が義務付けられている。 

 

目の評定の表記には区分法Ⅱ（A B C D E）を用いる。ＧＰＡの算出においても、新

たな成績区分を設けず、区分法Ｉにその科目の単位数を掛け、単位当りの総平均（Ｇ

ＰＡ）としている。ＧＰＡの採用は、学生の基礎学力向上と真剣な学習態度の維持継

続を図ることをねらいとしている。 

 

（資料5-1-①-(3)-02） 

 ・進級及び卒業に関する規定（継続４学科学生用） 

 

◎ 答案の返却について、資料5-3-①-(7)-02 からは学年末試験終了後に実施して

いることが確認できるが、学年末以外の試験においても同様に実施していること

について補足説明願いたい。 

【回答】 

  答案の返却は学年末試験終了後のみならず、前学期中間・前学期末・後学期中間試

験の終了直後の授業においても答案の返却によって学生に確認をしてもらっている。

そのため、前学期末試験終了後も試験を実施している科目を中心に３日間の特別時間

割（追加資料5-3-①-01）を設定している。 

 

（追加資料5-3-①-01【別添p.94】） 

 ・令和元年度前期末特別時間割 

 

 

○ 成績評価・単位認定基準を定めている規程を提示願いたい。 

【回答】 

  成績評価・単位認定基準を定めた規程はない。 

 

【分析状況に対する意見】 

  本校では、成績評価・単位認定基準に関して、“規程”としては設定されていない。
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しかし、それに関しては本校ホームページ（追加資料5-3-①-02）にも掲載している。

その内容は学生便覧の１．学生諸心得 １．教務事項について に記載されている(1)

～(3)と同様であり、その中の(3)進級及び卒業を自己点検書資料（資料5-1-①-(3)-

01および資料5-1-①-(3)-02）に示している。 

 

（追加資料5-3-①-02【別添p.95】） 

 ・学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関すること 

https://www.kochi-ct.ac.jp/files/uploads/2020kyomu.pdf 

（資料5-1-①-(3)-01） 

 ・進級及び卒業に関する規定（SD科学生用） 

（資料5-1-①-(3)-02） 

 ・進級及び卒業に関する規定（継続４学科学生用） 

 

○ 追試験、再試験の成績評価方法を定めている規程を提示願いたい。 

【回答】 

 追試験・再試験の成績評価方法を定めた規程はない。 

 

【分析状況に対する意見】 

  本校では、追試験、再試験の成績評価に関して、“規程”としては設定されていな

い。 

しかし、追試験による成績評価については、資料5-3-①-(6)-01の２．追試験（イ）

記載されているのみである。追試験のシステムは学級担任より学生たちに伝えられて

いる。また、試験終了後に教務担当より“定期試験欠席者等の成績評価について（追

加資料5-3-①-03）”の連絡が全教員にあり、追試験の実施の有無について試験実施教

員および学級担任が把握できるようになっている。 

再試験の成績評価については、資料5-3-①-(6)-01の３．再試験（ウ）に記載され

ているように「（ウ)再試験の合皮は、再試験担当教員からの報告（成績・評点）に基
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づき、教務委員会および運営会議の議を経て、校長が決定する。」としている。再試験

の結果は再試験成績表（追加資料5-3-①-04）を担当教員が作成して提出している。

なお、再試験については「学生便覧 1．学生諸心得 １．教務事項について (9)再

試験（追加資料5-3-①-045」にも記載されており、学生に周知されている。 

 

（資料5-3-①-(6)-01） 

 ・追試験・再試験 

（追加資料5-3-①-03【別添p.97】） 

 ・定期試験欠席者等の成績評価についてのメール連絡資料 

（追加資料5-3-①-04【別添p.99】） 

 ・再試験成績表 

（追加資料5-3-①-05【別添p.100】） 

 ・再試験(学生便覧) 

 

 

○ 学習指導期間において成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会を設け

ていることがわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

  成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会を設けていることがわかる資料

は特にない。 

 

【分析状況に対する意見】 

  学習指導期間の前に各期（前学期中間・前学期末・後学期中間・学年末）の成績一

覧表がクラス担任等にweb開示され、その個人成績表がクラス担任から学生に配付さ

れる。そして、クラス担任と学生の面談が行われる。成績等に問題などがあればクラ

ス担任を通じて科目担当教員あるいは科目担当に意見を申し出ることができる。これ

について明記された資料は現在のところない。 
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＜観点５－３－②＞ 

 卒業認定基準が、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に従って、

組織として策定され、学生に周知されているか。また、卒業認定が適切に実施さ

れているか。 

 

 以下のことから、卒業認定基準が、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポ

リシー）に従って、組織として策定され、学生に周知されている。また、卒業認

定が適切に実施されていると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 学則に修業年限を５年と定めている。 
 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、卒業認定基準を

学生便覧において学生に明示している。 
 卒業認定基準に関する学生の認知状況を把握するため、学習教育目標達成度評

価アンケートを毎年２月に５年次生を対象に行い、学生に認知されていることを

確認している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 卒業認定基準を定めている規程を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料5-3-②-01【別添p.101】） 

  高知工業高等専門学校進級・卒業認定に関する規則 

 

○ 在学生が卒業認定基準を認知している状況がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

  在校生が卒業認定基準を認知している状況に関する資料はない。 

 

【分析状況に対する意見】 

  資料5-3-②-(5)-02には示す通り，本科5年生および専攻科2年生には卒業・修了

前にアンケート調査をしているが、その他の学年についてはアンケートなどを実施し

ていない。全在校生に対して４月当初のホームルーム等でクラス担任から、学生便覧

等を用いて進級・卒業に関する基準の説明を受けている。また、5-3-①-(5)-01を用

いて進級・卒業のための基準を確認している。 

 

（資料5-3-②-(5)-02） 
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 ・本科卒業生・専攻科修了生達成度評価2018の結果 

（資料5-3-①-(5)-01） 

 ・学生による修得単位数および進級･卒業要件の確認についてとその活用例 

 

評価の視点５－３【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点６－１－①＞ 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な入

学者選抜方法が採用されており、実際の学生の受入れが適切に実施されている

か。 

 

 以下のことから、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

に沿って適切な入学者選抜方法が採用されており、実際の学生の受入れが適切に

実施されていると判断する。 

 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）のうち、特に入学

者選抜の基本方針に沿って、入学者選抜方法を定め、学生募集の方針、選抜区分

（学力選抜、推薦選抜、編入学者選抜）、判定方法等を明示している。 
 入学者選抜方法に基づき、学生の受入れを適切に実施している。 
推薦選抜では、調査書、推薦書、志望理由書、適性検査（数学・英語（マーク

シート方式））及び面接の結果を総合して合否を判定している。 
学力選抜では、調査書及び学力検査（理科、英語、数学、国語、社会（マーク

シート方式））の結果を総合して合否を判定している。 
編入学者選抜では、調査書、学力検査（数学、英語、専門科目（物理又は化学

を選択））及び面接の結果を総合して合否を判定している。 
 

  

＜観点６－１－②＞ 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生を実

際に受入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。 

 

 以下のことから、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）
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に沿った学生を実際に受入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と判断する。 

 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受

入れが行われていることを検証する取組を教務委員会及び入試委員会において

行っている。新入生アンケートにおいて入学者の受入れに関する方針（アドミッ

ション・ポリシー）に関わる項目を設け、その回答結果を分析し、次年度の学生

募集の参考資料としている。 

 検証の結果、推薦選抜での面接において、入学者の受入れに関する方針（アド

ミッション・ポリシー）に照らし合わせた項目を含む面接評価シートをもとに評

価を実施している。 

 
＜観点６－１－③＞ 

 実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足している状況になって

いないか。また、その場合には、入学者選抜方法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。 

 

 以下のことから、実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足して

いる状況になっていないと判断する。 

 

 学生定員を160人、学級数を４学級と学則で定めている。 

 入学定員と実入学者数との関係を把握し、改善を図るための体制を整備してい

る。 
 当校は、平成28 年度に専門４学科から１学科に学科改組を行っており、改組

後の当校における平成28～31 年度の４年間の入学定員に対する実入学者数の比

率の平均は、1.03倍であり、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。 
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評価の視点６－１【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点７－１－①＞ 

 成績評価・卒業認定の結果から判断して、卒業の認定に関する方針（ディプロ

マ・ポリシー）に沿った学習・教育の成果が認められるか。 

 

 以下のように、成績評価・卒業認定の結果から判断して、卒業の認定に関する

方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教育の成果が認められると思われ

るが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力について、成績評価・卒業認定の

結果から、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教

育の成果を把握・評価するための体制を整備し、この体制の下で把握・評価を実

施している。 
 成績評価・卒業認定は進級判定会議及び卒業判定会議で審議しており、学業成

績一覧表及び修学状況一覧表から、学習・教育の成果を把握・評価している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成30年度の卒業率及びその算出方法がわかる資料を提示願いたい。 
【回答】 

（追加資料7-1-①-01【別添p.102】） 

・平成30年度 卒業判定結果まとめ 

 

【分析状況に対する意見】 

  卒業率として、以下の2つの計算方法を用いて算出している。 

・卒業率（年度当初在籍者数比）＝卒業認定者数÷年度当初在籍者数✕100（％） 

・卒業率（判定対象者数比）＝卒業認定者数÷判定対象者数比✕100（％） 

判定対象者数は、年度当初在籍者数から除籍，退学者数，休学者数を除いた学生数

である。平成30年度の卒業率（年度当初在籍者数比）は，98.36 %，卒業率（判定対

象者数比）は，99.17 %である。 

 

＜観点７－１－②＞ 

 達成状況に関する学生・卒業生・進路先関係者等からの意見の聴取の結果から

判断して、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教

育の成果が認められるか。 
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 以下のように、達成状況に関する学生・卒業生・進路先関係者等からの意見の

聴取の結果から判断して、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に

沿った学習・教育の成果が認められると判断する。 

 

 学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力について、卒業時の学生・卒業生・

進路先関係者等からの意見聴取の結果に基づいて学習・教育の成果を把握・評価

するための体制を整備し、アクティブラーニング教育センター委員会を中心に把

握・評価を実施している。 

 卒業時の学生に対しては、毎年、本科卒業生達成度評価アンケートを行ってい

る。平成30年度の集計結果では、学習・教育目標の「Ｂ．専門的な知識・技術」

及び「Ｃ．実験・実習を重視して培われた実践的技術」の達成状況について、そ

れぞれ98.5％、100％が「充分に達成した」「達成した」と回答している。 

卒業後の学生及び就職先に対しては、３年ごとにアンケートを実施しており、

直近では平成28年度に実施している。平成28年度の卒業生へのアンケートの集

計結果では、学習・教育目標の「Ｃ．専門基礎学力の習得」及び「Ｄ．実験・実

習能力の修得」について、それぞれ71.4％、74.3％が「役立った」「やや役立っ

た」と回答している。 

平成 28 年度の企業対象のアンケート結果によると、工業高校卒業生と比べた

当校卒業生に対する企業の評価は、総合的に「優秀」が86.5％、大学卒業生との

比較では、総合的に「優秀」、「同等」の評価が88.9％となっている。 

 
＜観点７－１－③＞ 

 就職や進学といった卒業後の進路の状況等の実績から判断して、学習・教育

の成果が認められるか。 

 

 以下のように、就職や進学といった卒業後の進路の状況等の実績から判断し

て、学習・教育の成果が認められると判断する。 
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 当校における平成26～30年度の５年間の平均状況から、就職については、就

職率（就職者数／就職希望者数）は100％と極めて高く、就職先も当校が育成

する技術者像にふさわしい製造業や建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情

報通信業等となっている。 

 進学についても、進学率（進学者数／進学希望者数）は100％と極めて高

く、進学先も学科の分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の理工系の学

部等となっている。 

 
評価の視点７－１【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 
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書面調査による分析状況 訪問調査時の確認事項 

＜観点８－１－①＞ 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）に基づき、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されてい

ると判断する。 

 
 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

講義、演習、実験・実習科目より構成される一般科目、専門基礎科目、専門共通

科目及び専門科目を体系的に配置しており、幅広い学修を通じ、実践的かつ修了

の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた知識及び能力を持つ高度

な技術者を養成すべく、教育課程を編成している。 
 

  

＜観点８－１－②＞ 

 準学士課程の教育との連携、及び準学士課程の教育からの発展等を考慮した

教育課程となっているか。 

 

 以下のことから、準学士課程の教育との連携、及び準学士課程の教育からの

発展等を考慮した教育課程となっていると判断する。 

 

 準学士課程の教育課程（４年次・５年次）との接続を授業科目関連図に示し

ており、授業科目は準学士課程の教育との連携及び当該教育からの発展等を考

慮したものとなっている。 
 

  

＜観点８－１－③＞  



高知工業高等専門学校（基準８ 専攻科課程の教育活動の状況） 

- 77 - 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）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上の工夫がなされているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポ

リシー）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上の工夫がなされている

と思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 授業形態のバランスについては、機械・電気工学専攻では開設している専門

科目48単位中講義24単位、演習２単位、実験８単位、研究14単位であり、物

質工学専攻では46単位中講義24単位、実験８単位、研究14単位であり、建設

工学専攻では48単位中講義20単位、演習６単位、実験８単位、研究14単位で

あり、各専攻とも研究には実験的な内容も含まれている。 

 また、教育内容に応じた学習指導上の工夫として、教材の工夫、少人数教

育、対話・討論型授業、フィールド型授業を行っている。専攻科では、少人数

教育を前提に、専門基礎共通科目の１年次の「応用情報処理」ではe-learning

の授業を行い、一般科目の１年次の「技術者倫理」ではグループ討議やディベ

ート等に基づく模擬体験による講義を行っており、建設工学専攻の２年次の

「建設工学演習」では校外授業を取り入れている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 授業形態のバランスについて、一般科目、専門基礎科目、専門共通科目も含め、

講義、演習、実験・実習等の３区分による授業形態の単位数割合（単位数と％）

がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料8-1-③-01【別添p.103】） 

・高知工業高等専門学校専攻科の講義，演習，実験・実習の３区分による授業形態の

単位数割合 

 

 

＜観点８－１－④＞ 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

 

 以下のことから、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリ

シー）に基づき、教養教育や研究指導が適切に行われていると判断する。 
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 当校の専攻科は、平成27 年度に大学改革支援・学位授与機構から特例適用専

攻科として認定されており、その際に、教育課程の編成及び実施に関する方針（カ

リキュラム・ポリシー）に基づき、教養教育や研究指導が行われていることが確

認されている。 

 
＜観点８－１－⑤＞ 

 成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキ

ュラム・ポリシー）に従って、組織として策定され、学生に周知されている

か。また、成績評価・単位認定が適切に実施されているか。 

 

 以下のことから、成績評価・単位認定基準が、教育課程の編成及び実施に関

する方針（カリキュラム・ポリシー）に従って、組織として策定され、学生に

周知されている。また、成績評価・単位認定が適切に実施されていると思われ

るが、訪問調査後に最終的に判断する。 

 

 教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に基づ

き、成績評価や単位認定に関する基準として高知工業高等専門学校専攻科の授

業科目の履修等に関する規程を定め、学生には『専攻科学生の手引』により明

示している。 

 この基準に基づき、各授業科目の成績評価等を行っている。 

 成績評価や単位認定基準に関する認知状況を把握するため、専攻科生成績評

価、単位認定基準および専攻科修了要件の認知状況調査を行い、平成30年度専

攻科課程１年次生17人及び２年次生19人全員が理解していることを確認して

いる。 

 学修単位科目については、授業時間以外の学修についての評価がシラバス記

載どおりに行われていることを、担当科目のシラバス、学年成績を算出した一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ JABEE BOX に過去２年間の成績評価資料を保管することによって、授業時間以

外の学修についての評価がシラバス記載どおりに行われていることを学校として

把握しているといえることについて、補足説明願いたい。 

【回答】 

  各科目のJABEE BOX にシラバス、成績評価の方法についての資料が含まれてお

り、専攻主任が毎年JABEE BOXの内容の確認行っているが、正確に把握するには不十

分なである。専攻科においても本科と同様に、今後確認表（資料5-3-①-(3)-02）を

作成し実施していく予定である。 

 

（資料5-3-①-(3)-02） 

 ・授業の質保証 確認表 
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覧表、学年成績を算出した方法を記載した説明書等の一式を「JABEE BOX」に提

出し、担当者が提出内容を確認・整理・保管することにより、学校として把握

することとしている。 

 また、再試験の成績評価方法を高知工業高等専門学校専攻科の授業科目の履

修等に関する規程に定め、『専攻科学生の手引』において学生に明示している。

 さらに、成績評価等の客観性・厳格性を担保するための組織的な措置とし

て、定期試験ごとに専攻科生の成績一覧表を関係教員に配布することで、成績

評価の妥当性の事後チェックを行っている。 

 

 

◎ 定期試験ごとに専攻科生の成績一覧を関係教員に配布するのみで、成績評価の

妥当性が担保できるとしていることについて、補足説明願いたい。 

【回答】 

  関係教員が専攻科学生の成績一覧表で専攻科生の成績を確認し、極端な成績評価が

行われていないかどうかの確認が行えている。 

 

○ 追試験の成績評価方法を定めている規程を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料8-1-⑤-01【別添p.104】） 

 ・高知工業高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

 

【分析状況の対する意見】 

  追試験の成績評価方法については追加資料8-1-⑤-01に明記されていないが、通常

の定期試験と同等の扱いとしている。 

 

○ 成績評価結果に関する学生からの意見申立の機会を設けていることがわかる資

料を提示願いたい。 

【回答】 

  成績評価について学生からの意見申立に関する資料はない。しかし、学生からその

ような申立があれば、都度対応するようにしている。 

 

＜観点８－１－⑥＞ 

 修了認定基準が、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に従っ

て、組織として策定され、学生に周知されているか。また、修了認定が適切に

実施されているか。 
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 以下のことから、修了認定基準が、修了の認定に関する方針（ディプロマ・

ポリシー）に従って、組織として策定され、学生に周知されている。また、修

了認定が適切に実施されていると思われるが、訪問調査後に最終的に判断す

る。 

 

 学則に修業年限を２年と定めている。 

 修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、修了認定基準

を『専攻科学生の手引』により学生に明示している。 

 修了認定基準に関する学生への認知状況を把握するため、専攻科生成績評

価、単位認定基準および専攻科修了要件の認知状況調査を行い、平成30年度専

攻科課程１年次生17人及び２年次生19人のうち理解していない旨を回答した

者は１人のみとなっている。 

 

 

 

 

 

○ 修了認定基準を定めている規程を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料8-1-⑥-01【別添p.109】） 

 ・高知工業高等専門学校専攻科の修了認定に関する規則 

 

 

評価の視点８－１【特記事項】 

 

 

◎ 専攻科課程における創造力を育む教育方法の工夫として、学校全体としての取

組を実施していれば、資料を提示の上、説明願いたい。 

【回答】 

  各専攻の取り組みは行われているが、学校全体としての取り組みは行っていない。 

 

◎ 専攻科課程における実践力を育む教育方法の工夫として、学校全体としての取

組を実施していれば、資料を提示の上、説明願いたい。 
【回答】 

  各専攻の取り組みは行われているが、学校全体としての取り組みは行っていない。 

 

＜観点８－２－①＞ 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な入

学者選抜方法が採用されており、実際の学生の受入れが適切に実施されている

か。 
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 以下のことから、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

に沿って適切な入学者選抜方法が採用されており、実際の学生の受入れが適切に

実施されていると判断する。 

 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）のうち、特に入学

者選抜の基本方針に沿って、入学者選抜方法を定め、学生募集の方針、選抜区分

（学力選抜、推薦選抜、社会人特別選抜）、出題方針、実施方法等を明示してい

る。 

 入学者選抜方法に基づき、学生の受入れを適切に実施している。 

 推薦による選抜では、調査書、推薦書、小論文及び面接の結果を総合して合否

を判定している。 

 学力選抜では、前期・後期とも、調査書、ＴＯＥＩＣスコア等、学力試験（数

学、専門科目)及び面接の結果を総合して合否を判定している。 

 社会人特別選抜では、調査書、推薦書又は業績調書、小論文及び面接（口頭試

問を含む）の結果を総合して合否を判定している。 

 

＜観点８－２－②＞ 

 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生を受

入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。 

 

 以下のことから、入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

に沿った学生を受入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と思われるが、訪問調査後に最終的に

判断する。 
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 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受

入れが行われていることを検証する取組を入試委員会において行っている。 

 入学試験において提出されたＴＯＥＩＣスコアや学力試験の数学や専門科目

の平均点・得点分布を検証した結果、スコアの換算式や合格基準点等の入試要領

を修正するなどして、入学者選抜の改善に役立てている。 

 

◎ アドミッション・ポリシーに沿った学生受入れの検証の内容や方法、また、そ

の検証結果に基づいた改善事例について資料を提示の上、補足説明願いたい。 

【回答】 

  専攻科の入学試験においては面接において受験生がアドミッション・リシーに沿っ

ているかを確認（追加資料8-2-②-01）している。またその結果については専攻主任

が入試委員会において報告している。また受験生の英語力（ＴＯＥＩＣスコア）を適

切に評価するためにスコアを得点に換算するための換算式の変更（追加資料8-2-②-

02）を行った。数学および専門科目の必要な知識の基準をより適切なものにするため

に、合格基準内規の修正（訪問調査時提出資料）を行った。 

（追加資料8-2-②-01【別添p.110】） 

 ・専攻科入試面接評価シート 

（追加資料8-2-②-02【別添p.111】） 

 ・専攻科入試TOEICスコア換算式変更のための資料 

（訪問調査時提示資料） 

 ・専攻科学力入試合否判定申合せ 

 

＜観点８－２－③＞ 

 実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足している状況になって

いないか。また、その場合には、入学者選抜方法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。 

 

 以下のことから、実入学者数が、入学定員を大幅に超過、又は大幅に不足して

いる状況になっているが、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と思われるが、訪問調査後に最終

的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 建設工学専攻における入学定員と実入学者の関係の適正化を図るための取組が
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 学生定員を、機械・電気工学専攻８人、物質工学専攻４人、建設工学専攻４人

と、専攻ごとに学則で定めている。 
 専攻ごとの入学定員と実入学者数との関係を把握し、改善を図るための体制を

整備している。 
 当校における平成27～31 年度の５年間の入学定員に対する実入学者数の比率

の平均は、機械・電気工学専攻 0.84 倍、物質工学専攻 0.90 倍、建設工学専攻

1.85 倍となっており、建設工学専攻については入学者数が入学定員を大幅に超

える状況になっているものの、実験・実習を行う設備については余裕があり、教

育面での支障は生じていない。また、教員一人が研究指導を行える学生数に上限

を設定することにより、教員が多数の学生を受け持つことで学生の指導が行き届

かなくなるということは回避されている。 

 

わかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

  建設工学専攻の入学定員と実入学者数との関係についていの資料はない。 

 

評価の視点８－２【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

＜観点８－３－①＞ 

 成績評価・修了認定の結果から判断して、修了の認定に関する方針（ディプロ

マ・ポリシー）に沿った学習・教育・研究の成果が認められるか。 

 

 以下のように、成績評価・修了認定の結果から判断して、修了の認定に関する

方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教育・研究の成果が認められると

判断する。 

 

 学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力について、成績評価・修了認定の

結果から、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教

育・研究の成果を把握・評価するための体制を整備し、この体制の下で把握・評

価を実施している。 
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 専攻科課程では、教務係が作成する「成績一覧表」及び学生が作成する「学習・

教育目標達成度点検表」により、修了要件を満たしているか確認した上で、修了

判定会議で修了認定を行っている。 

 この結果、平成30 年度については、機械・電気工学専攻在籍者７人のうち６

人、物質工学専攻在籍者３人全員、建設工学専攻在籍者13 人全員が修了認定を

受けている。 

 

＜観点８－３－②＞ 

 達成状況に関する学生・修了生・進路先関係者等からの意見の聴取の結果から

判断して、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に沿った学習・教

育・研究の成果が認められるか。 

 

 以下のように、達成状況に関する学生・修了生・進路先関係者等からの意見の

聴取の結果から判断して、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に

沿った学習・教育・研究の成果が認められると判断する。 

 
 学生が修了時に身に付ける学力、資質・能力について、修了時の学生・修了生・

進路先関係者等からの意見聴取の結果に基づいて学習・教育・研究の成果を把握・

評価するため、高知工業高等専門学校アクティブラーニング教育センター規則を

整備し、アクティブラーニング教育センター委員会を中心に把握・評価を実施し

ている。 

 修了時の学生に対しては、毎年、学習達成度評価アンケートを行っている。平

成30年度の集計結果では、修了生22人のうち、「学習教育目標の達成度」に関

する質問に対し「達成できなかった」と回答した件数は、アンケート項目「Ｅ．

基礎語学力・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力（国語・英語を

含む）」における１件のみとなっている。 
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 また、修了後の学生及び就職先に対しては、３年ごとにアンケートを実施して

おり、直近では平成28年度に実施している。平成28年度の修了生アンケートの

回答者数は４人で、役立った科目として、全員が「特別実験」を、４人中３人が

「特別研究」を挙げている。 
平成28 年度の企業対象のアンケート結果によると、大学学部卒業生と比較し

た当校修了生に対する企業の評価は、「優秀、同等、劣る」の３段階で、総合的

に「優秀」「同等」が92％、大学院修了生との比較の同割合は73％となっている。

 

＜観点８－３－③＞ 

 就職や進学といった修了後の進路の状況等の実績から判断して、学習・教育・

研究の成果が認められるか。 

 

 以下のように、就職や進学といった修了後の進路の状況等の実績から判断し

て、学習・教育・研究の成果が認められると判断する。 

 

 当校における平成26～30 年度の５年間の平均状況から、就職については、就

職率（就職者数／就職希望者数）は100％と極めて高く、就職先も当校が育成す

る技術者像にふさわしい公務（他に分類されるものを除く）や建設業、製造業、

情報通信業等となっている。 

 進学についても、進学率（進学者数／進学希望者数）は100％と極めて高く、

進学先も専攻の分野に関連した大学の理工系の研究科等となっている。 

 

  

＜観点８－３－④＞ 

 修了生の学位取得状況から判断して、学習・教育・研究の成果が認められるか。

 

 以下のことから、修了生の学位取得状況から判断して、学習・教育・研究の

成果が認められると思われるが、訪問調査後に最終的に判断する。 
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 当校の専攻科生は、修了時に、大学改革支援・学位授与機構へ学士の学位授

与申請を行っており、平成30年度の修了生の学位取得率は100％であり、学位

取得者数は22人となっている。 
 

 

○ 平成26～29年度の学位取得率及び学位取得者数がわかる資料を提示願いたい。 

【回答】 

（追加資料8-3-④-01【別添p.112】） 

 ・最近５年間の学位取得率および学位取得者数 

 

評価の視点８－３【特記事項】 

（該当なし。） 

 

  

【優れた点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

【改善を要する点】 

（訪問調査後、確定する。） 

 

  

 


