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基準８ 施設・設備 
（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば，校

地，運動場，体育館，教室，研究室，実験・実習室，演習室，情報処理学習のた

めの施設，語学学習のための施設，図書館等，実験・実習工場さらには職業教育

のための練習船等の設備等が考えられる。）が整備され，有効に活用されているか。 
（観点に係る状況）  
約 10.6 万 m2の敷地に，各専門学科棟・一般科目棟・教室棟・専攻科棟などの校舎，実習工場（機

械工場）・風洞実験室などの実習施設，体育館や運動場，プールなどの運動施設ならびに図書館・情報

処理センター・寄宿舎などを整備している（資料８－１－①－１と８－１－①－２）。校地内には，池，

芝生，樹木，ベンチの設置等，校内環境の整備も図り，また，建物の耐震補強や内外装の改修なども

順次実施している（資料８－１－①－３）。 
一般科目棟や教室棟，各専門学科棟などの校舎内には，教室や各種実験室をはじめ，教員研究室，

事務室など教育と研究に必要な部屋を整備している（資料８－１－①－４と８－１－①－５）。 
教室は，一般科目棟に 12 室，各専門科目棟にそれぞれ 2 室，合計 20 室あり，拡張改修工事中の教

室も含め，いずれも 70m2 以上の広い面積を確保している。専門科目棟の全教室には冷暖房設備（設

置工事中も含む）およびプロジェクターを設置している。さらに，専攻科の授業や選択科目の授業な

どにも対応できるよう講義室やゼミ室，合併教室も整備している（資料８－１－①－６と８－１－①

－７）。なお，平成 17 年 6 月現在，教室棟２階の講義室の拡張整備工事を行っており，面積 122m2

の大講義室に整備する予定である。また，実践教育のための実習工場や各種の実験室も整備しており，

各部屋には多数の装置や機器を設置している（資料８－１－①－８から８－１－①－１４）。教室や実

験室および実験設備の稼働率は，一部に低いものもあるが，概ね有効に活用されている（資料８－１

－①－６と８－１－①－８，８－１－①－１４）。 
情報処理教育のための施設は，情報処理センターと２室のパソコン室を整備している。また学内施

設全体に無線 LAN のアクセスポイントを設置して，どの施設でもネットワークの利用を可能として

いる（資料８－１－①－１５）。語学学習や視聴覚の施設として，LL 教室と視聴覚室を整備している

（資料８－１－①－１６と８－１－①－１７）。 
運動施設は，運動場や体育館，プール，球技コート，武道場などを整備し，主に体育の授業や課外

活動などで利用されている（資料８－１－①－１８）。 
図書館には 112 席の開架閲覧室をはじめ，視聴覚室，共同談話室，保健室などがあり，図書利用以

外にも多目的に使用している（資料８－１－①－１９）。図書の開架閲覧室には蔵書検索専用のパソコ

ンを１台，ロビーにもパソコン端末５台を備え，学生などの利用者が自由に使用できるよう整備して

いる（資料８－１－①－２０）。図書館の施設設備の改善については，机・椅子の更新，照明器具の増

設などを漸次実施している（資料８－１－①－２１）。 
福利厚生施設は，建依会館（福利厚生会館）と黒潮会館（合宿研修センター）があり，食堂や売店

の他，課外活動などに利用できるサークル室や集会室，研修室などを整備している（資料８－１－①

－２２）。黒潮会館や建依会館および視聴覚室の運営や使用に関しては，それぞれ規則や心得が定めら

れている（資料８－１－①－２３から８－１－①－２６）。 
寄宿舎（学生寮）は，本校の教育施設の一部であり，集団生活を通じて人間形成を助長し，教育目

的の達成に資することを目的として設置運用しており，平成 17 年 4 月現在全校学生の約 55％の 445
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名が入寮している（資料８－１－①－２７から８－１－①－３０）。 
校内の施設や設備は，休日や平日の時間外でも許可制で学生の課外活動などに使用することができ

るほか，学外者に対しても施設の一時使用を認めており，有効活用に努めている（資料８－１－①－

３１と８－１－①－３２）。また，主に学校行事や課外活動，校外授業などでの学生の移動手段として，

46 人乗りのスクールバスも整備している（資料８－１－①－３３と８－１－①－３４）。学内共通使

用の施設や設備は，学内 LAN 上でのサイボウズ（web グループウエア）を使って，学内のどこから

でも使用予約やその予約状況の確認ができ，施設設備の利用効率を向上させている（資料８－１－①

－３５）。平成 17 年１月には学校施設の有効活用に関する規則を制定し，校舎等教育研究施設のより

一層の有効活用を図っている（資料８－１－①－３６）。 
今後の施設の整備計画としては，昭和 50 年代以前に建築した施設の耐震補強や内外装の改修，お

よび地域共同テクノセンターの新設などを挙げている（資料８－１－①－３７）。 
 

（分析結果とその根拠理由）  
教育に必要な施設・設備は整備され，各部屋等の稼働率も有効である。 
教室は充分な広さを有し，また体育館や運動場などの運動施設も整備されているほか，講義室や実

験・実習施設・情報処理施設および実践教育用の種々の機器や装置類も適切に整備され，それぞれ有

効に活用されている。 
 寄宿舎や図書館など一部の古い施設で耐震改修工事が必要であり，概算要求を行っている。一部冷

房設備のない教室の教育環境の整備のための予算要求もしている。 
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資料８－１－①－１

 
施設配置図 

（出典 平成 16 年度高知高専概要 p.50）
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資料８－１－①－２
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資料８－１－①－３  

施設整備の変遷 
 年 月 施設の整備状況 

昭和 39 年 3 月校舎（電気工学科棟・工業化学科棟（現，物質工学科棟） 

 機械工場・寄宿舎（低学年寮西半分） 

昭和 40 年 1 月寄宿舎（低学年寮東半分・高学年寮） 

 3 月校舎（一般管理棟（現，一般科目棟）・機械工学科棟）・体育館 

 12 月運動場 

昭和 42 年 3 月校舎（一般教室棟・土木工学科棟（現，建設システム工学科棟）） 

 渡廊下・寄宿舎（低学年寮・女子寮・管理教養棟）・武道場 

昭和 43 年 3 月弓道場 

昭和 46 年 3 月図書館・寄宿舎（低高学年寮低学年部） 

昭和 47 年 3 月ＬＬ教室 

昭和 48 年 3 月風洞実験室 

昭和 50 年 3 月電子計算機室（現，情報処理センター） 

昭和 55 年 5 月第２体育館 

昭和 56 年 9 月テニスコート 

昭和 57 年 3 月共通校舎棟（現，管理棟） 

昭和 58 年 3 月福利厚生会館（建依会館） 

昭和 60 年 8 月寄宿舎（５号館・女子寮）増築 

平成 6 年 8 月プール移設 

平成 7 年 3 月硬式テニスコート 

平成 8 年 3 月黒潮会館・ハンドボールコート・ソフトテニスコート 

  9 月物質工学科生物工学棟 

平成 12 年 12 月学科共用棟（現，専攻科棟東） 

平成 13 年 3 月一般科目棟改修（耐震補強・内外装改修） 

平成 14 年 3 月専攻科棟 

 9 月機械工学科・建設システム工学科棟改修（耐震補強・内外装改修） 

平成 16 年 3 月一般科目・機械工学科棟エレベータ新設 

（出典 平成１６年度高知高専概要 p.8-p.9） 
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教育施設内の部屋の整備状況（１）  資料８－１－①－４

  （出典 施設図面，16 年度学生便覧 105-122 頁）
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教育施設内の部屋の整備状況（２）  資料８－１－①－５

（出典 施設図面，16 年度学生便覧 105-122 頁）
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資料８－１－①－６ 

教室の整備状況と稼働率 
部屋名称 場所 部屋数 部屋面積 収容人数 利用時間 稼働率 備考 

      (m2) （人） （時間/週） (%)   
教室 一般棟・各科専門棟 20 60～88 40 40 100 70m2 以下は拡張工事中 

合併教室 一般科目棟 4 階 1 150 106 9 23   
23 番教室 教室棟 2 階 1 57 40 13 33 拡張工事中 

24 番教室 教室棟 2 階 1 29 14 6 15 拡張工事中 

小教室 物質工学科棟 3 階 1 33 16 4 10   
講義室１ 専攻科棟 4 階 1 79 30 28 70   
講義室２ 専攻科棟 4 階 1 78 30 18 45   
ゼミ室１ 専攻科棟 2 階 1 39 16 10 25   
ゼミ室２ 専攻科棟 2 階 1 36 16 12 30   

 （出典 施設図面，16 年度学生便覧 105-115 頁，17 年度前期教室別時間割） 
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平成 17 年度前期教室別時間割     資料８－１－①－７

 
（出典 教務係）
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 資料８－１－①－８ 
実験室の整備状況と稼働率 

部屋面積 収容人数 利用時間 稼働率 部屋名称 

  

場所 

  

部屋

数 (m2) （人） （時間/週） (%) 

備考 

  

化学実験室 一般科目棟 1 階 1 112 40 23 58   

物理実験室 教室棟 1 階 1 122 40 16 40   

創造科学実験室 専攻科棟 1 階 1 160 40 10 25   

無機化学実験室 物質工学科棟 3 階 1 147 40 10 25   

材料化学実験室 物質工学科棟 3 階 1 147 20 28 70   

有機化学実験室 物質工学科棟 2 階 1 147 40 7 18   

物理化学実験室 物質工学科棟 2 階 1 120 40 12 30   

化学工学実験室 物質工学科棟 1 階 1 147 40 11 28   

無機材料実験室 物質工学科棟 1 階 1 51 6 11 28   

生物プロセス実験室 生物工学棟 2 階 1 38 16 24 60   

生物化学実験室 生物工学棟 1 階 1 35 12 19 48   

生物工学実験室 生物工学棟 1 階 1 43 16 28 70   

電気磁気実験室 電気工学科棟 3 階 1 109 40 24 60 17 年 3 月改装 

電子工学実験室 電気工学科棟 3 階 1 115 40 24 60   

ミニコン室 電気工学科棟 2 階 1 64 20 2 5   

電気機械実験室 電気工学科棟 1 階 1 120 20 24 60   

電気応用実験室 電気工学科棟 1 階 1 97 20 24 60   

制御実験室 機械工学科棟 3 階 1 58 12 30 75   

材料実験室 機械工学科棟 1 階 1 80 12 30 75   

流体実験室 機械工学科棟 1 階 1 127 12 30 75   

風洞実験室 風洞実験室 1 202 12 30 75   

空気力学実験室 風洞実験室 1 96 12 30 75   

水理実験室 建設科棟 1 階 1 111 10 12 30   

環境実験室 建設科棟 1 階 1 36 10 22 55   

建材･コンクリート実験室 建設科棟 1 階 1 117 40 25 63   

実験実習室 建設ｼｽﾃﾑ科棟 1 階 1 145 50 24 60   

電気工学科室 専攻科棟 4 階 1 82 15 18 45   

電気実験室・CAD 室 専攻科棟 3 階 1 75 10 2 5   

機械電気工学専攻実験室 専攻科棟 3 階 1 57 16 30 75   

物質工学専攻実験室 専攻科棟 2 階 1 57 6 30 75   

建設工学専攻実験室 専攻科棟 1 階 1 66 16 32 80   

（出典 施設図面，16 年度学生便覧 105-115 頁，17 年度前期教室別時間割） 
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資料８－１－①－９ 
実習工場の整備状況 

    
  建物状況 ：昭和 39 年築（２階部分昭和 42 年増築）  

        鉄骨造２階建  建物総面積 792m2 

    

実習工場の主な設備 

品            名 品            名 

1. 直立ボール盤 1. 普通旋盤（４台） ボ
ー
ル
盤 2. 卓上ボール盤（２台） 2. ならい旋盤 

 タッピングマシン 

旋
盤 

3. ＣＮＣ旋盤 

1. シャーリングマシン  1. 交流アーク溶接機（３台） 切
断
機 2. 帯鋸盤 （３台） 

溶
接
機 2. ＴＩＧ溶接機  

1. 横フライス盤 1. 坩堝炉（可傾式ピッチコークス専用） 

2. 立フライス盤（２台） 2. 真空溶解炉 

フ
ラ
イ
ス
盤 3. ＮＣ立フライス盤（２台） 

溶
解
炉 

3.高周波誘導溶解炉（２台） 

1. ドリル研削盤 可逆転式二段圧延機  

2. 超硬工具研削盤 パルス YAG レーザー加工装置 

3. 平面研削盤   

研
削
盤 

4. 万能工具研削盤    

 （出典 施設図面，JABEE 資料） 
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機械工学科の主要設備     資料８－１－①－１０

（出典 産学技術交流推進室広報創刊号 p.32）
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電気工学科の主要設備      資料８－１－①－１１

（出典 産学技術交流推進室広報創刊号 p.33）
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物質工学科の主要設備       資料８－１－①－１２

（出典 産学技術交流推進室広報創刊号 p.34）
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建設システム工学科の主要設備    資料８－１－①－１３

（出典 産学技術交流推進室広報創刊号 p.35）
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              情報処理学習のための施設        資料８－１－①－１５ 

建物名称 部屋名称 授業使用時間 パソコン 現パソコン 開館時間 
    （時間/週） 台数 整備年度   

専攻科棟 パソコン室（１） 26 45 平成 13 年度 8:30-17:50 
専攻科棟 パソコン室（２） 21 45 平成 13 年度 8:30-17:50 

演習室 27 48 平成 15 年度 8:30-18:00 
小演習室 27 11 平成 15 年度 8:30-18:00 情報処理センター 

その他の設備：WS21 台，ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 9 台，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１式   

 （出典 情報化推進室資料） 
 

語学学習のための施設の整備状況    資料８－１－①－１６ 
LL 教室 １室 122m2  冷暖房有り       
LL 装置 学生卓数 48 席       
入力装置 ＶＴＲ，ＤＶＤ，パソコン，カセットデッキ等    
出力装置 ＴＶ，プロジェクター，ブースモニター，ルームスピーカー等 

利用状況 平成 16 年度 11 時間/週，平成 15 年度 17 時間/週     

 （出典 英語科調査） 

実験設備の整備状況と稼働率の例    資料８－１－①－１４

（出典 JABEE 自己点検書）



高知工業高等専門学校 基準８ 
 

- 239 - 

 
 

視聴覚室の整備状況         資料８－１－①－１７ 
設置場所と部屋面積 図書館１階 162m2   冷暖房有り     
主な設備 プロジェクター，スクリーン，DVD･CD･CDV･LD プレーヤー，   

  S-VHS･Hi-8 ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ，ﾃﾞｼﾞﾀﾙ CS ﾁｭｰﾅｰ，    
  27 ｲﾝﾁ TV，ﾏｲｸ，ｱﾝﾌﾟ，スピーカ     
利用状況 約 14 時間/週     

 （出典 教務係調査） 
 
 

運動施設の整備状況         資料８－１－①－１８ 
施設名称 摘要 備考 

陸上競技場 400m トラック 公認陸上競技場 夜間照明あり 

テニスコート 全天候オムニコート２面，クレーコート３面 3m 高の防球フェンスあり 

ハンドボールコート 屋外コート１面 6m 高の防球フェンスあり 

プール 25m，７コース 公認プール     
体育館 857m2 の体育室ほか，器具室，教員室，     
  シャワー室，ロッカー室など     
第２体育館 805m2 の体育室他，器具庫，トイレ     
武道場 延床面積 332m2，更衣室他 柔道用畳敷き半面 

弓道場 射場，的場，練習場     

 （出典 施設図面） 
 
 

 資料８－１－①－１９ 
図書館の整備状況 

建物状況 昭和 41 年築  鉄筋コンクリート造 ２階建  館内空調あり  

  建築面積 861m2 建物面積計 1645m2    
主な部屋 開架閲覧室 341m2  南閲覧室 143m2  教員閲覧室 41m2   
  視聴覚室 162m2  共同談話室 136m2  保健室 48m2   
  主事室 71m2  事務室等 82m2と 49m2     
閲覧席数 112 席      
設置パソコン数 蔵書検索専用１台  多目的使用５台       
開館時間 平日 8:30-19:00  土曜日 9:00-13:00     

（出典 施設図面，平成 16 年度高知高専概要 p.29，平成 16 年度学生便覧 p.119） 
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         資料８－１－①－２０

図書館配置図 

 

（出典 図書係資料）
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                福利厚生施設の整備状況      資料８－１－①－２２ 

施設名称 部屋名称 面積 備考 

建依会館 食堂 205m2 約 100 席，冷暖房 

（福利会館） 売店 43m2 冷暖房 

  理髪店 18m2 冷暖房 

  自販機コーナー     

  教養室 63m2 冷暖房 

  サークル室 126m2 冷暖房 

  談話コーナー 45m2 冷暖房 

黒潮会館 集会室 36m2 冷暖房 

（合宿研修 研修室 36m2 冷暖房 

センター）指導教員室 18m2，14m2  冷暖房 

  談話室 45m2 冷暖房 

 （出典 施設図面） 
  

資料８－１－①－２１

図書館（南閲覧室）の環境整備に伴う予算要求書 

平成１６年６月

庶務課図書係

１． 現状と課題 

  図書館は昭和４６年３月に建物が設置され，書架等については図書館設置当初に購入したものを現在も使用しているが，

木製品が多くまた３０年以上の長期使用により老朽化し，腐食・色落ち・留め具の破損等が多数見受けられる。その他，

机・椅子等の設備についても色・大きさ等の統一性がなく配置にも苦慮している。特に南閲覧室は，利用する学生から「暗

い」という意見もあり，図書環境として好ましくないと思われるのが現状である。 

平成７年４月より一般開放もしており学外者が利用する場所でもあるので，南閲覧室の全面的な環境整備が必要であ

る。 

 

２． 改善案 

●南閲覧室をブラウジングコーナーとし，ソファーやテーブルを配し室内全体の色調も考慮する。また，書架も低書架にす

ることにより開放的になり，ソフトで明るい雰囲気，リラックスした姿勢で雑誌・新聞等の軽読書ができ，学生のみならず

教職員のリフレッシュスペースとしても活用したい。それに伴い図書館の活性化と学内外を問わず利用者の増加につな

がる。                         

●北閲覧室については平成１６年３月に照明設備の改修・増設が終了している。南閲覧室も照明が暗いため改修・増設を

行いたい。これにより部屋の環境がより一層充実したものになると思われる。                         

 （出典 図書係資料）
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   資料８－１－①－２３

高知工業高等専門学校黒潮会館使用規則 
 

制  定 平成 ８年 ３月２１日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 （趣旨） 
第１条 この規則は，高知工業高等専門学校黒潮会館（以下「会館」という。）の管理並びに使用

に関する必要な事項を定めるものとする。 
 （管理者） 
第２条 会館に管理者を置き，庶務課長をもって充てる。 
 （使用目的） 
第３条 会館は，次の各号に掲げる場合に使用することができる。 
 (１) 本校において開催する会議又は研修 
 (２) 本校教職員の福利厚生 
 (３) 本校学生の課外活動 
 (４) 本校への来訪者の宿泊 

(５) その他管理者が特に必要と認めた場合 

 

以下 省略 

（出典 高知高専規則集）

   資料８－１－①－２４

高知工業高等専門学校福利会館運営規則 
制  定 昭和５８年 ６月 ５日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 （名称） 

第１条 高知工業高等専門学校福利会館を「建依会館」（以下「会館」という。）と称する。 

 （趣旨） 

第２条 会館の運営については，別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。 

 （目的） 

第３条 会館は，学生及び教職員の福利厚生を図るとともに，学生の課外活動並びに学校生活を助長することを目的

とする。 

 （施設） 

第４条 会館には，次の施設を置く。 

  

以下 省略 
（出典 高知高専規則集，平成 17 年度学生便覧 p.79-p.80）
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   資料８－１－①－２５

高知工業高等専門学校建依会館使用細則 
制  定 昭和５８年 ６月 ５日

最終改正 平成１０年 ４月 １日

 （趣旨） 

第１条 この細則は，高知工業高等専門学校福利会館運営規則（以下「規則」という。）第１０条の規定に基づき，

建依会館（以下「会館」という。）の使用についての細部を定める。 

 （使用の範囲） 

第２条 第１サークル室及び第２サークル室は，次に掲げる場合に使用するものとする。 

 (１) 学生会及び課外活動 

 (２) 学生若しくは職員の研修会又は集会 

(３) その他校長が許可した場合 

 
以下 省略 

 

（出典 高知高専規則集，平成 17 年度学生便覧 p.80-p.82）

   資料８－１－①－２６

高知工業高等専門学校視聴覚室使用心得 
制  定 昭和５８年 ２月１０日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 

 この心得において，視聴覚室とは附属する映写室及び準備室を含むものとし，使用責任者とは授業，演習等を直接

指導担当する教員並びに行事，集会等を主宰する教職員及び学生会の部，若しくは，同好会等の顧問教員等をいう。

１ 視聴覚室は，正規の授業のほか講演，演習，研究発表等の学習及び研修並びに学校が主催する諸行事のために使

用するものとする。なお，本校教職員，学生の会合及び学生の課外活動のうち教育上又は管理上支障がないと認め

られるものについてもその使用を許可するものとする。 

 

以下 省略 

（出典 高知高専規則集，平成 17 年度学生便覧 p.85-p.86）
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資料 ８－１－①－２７

   高知工業高等専門学校学寮規則 
 

制  定 昭和４３年 ４月 １日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 （目的） 
第１条 この規則は，高知工業高等専門学校学則第４１条第３項に基づき学寮の管理及び運営等に

ついて定めることを目的とする。 
 （学寮の目的） 
第２条 学寮は，高知工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育施設であって，集団生活

をとおしてその人間形成を助長し教育目的の達成に資することを目的とする。 
 （名称） 
第３条 本校学寮は，高知工業高等専門学校切正寮（以下「学寮」という。）と称する。 
 （寮における生活の基本） 
第４条 学寮に入寮する学生（以下「寮生」という。）は，この規則及びこの規則に基づいて定め

られた諸規定を守り，相互に敬愛切正して自己及び共同の生活の向上充実に努めなければならな

い。 
以下 省略 

 
（出典 高知高専規則集，平成 17 年度学生便覧 p.69-p.73）

 

        資料８－１－①－２８

 
寄宿舎配置図（出典 平成 17 年度寮生活のしおり 表紙裏）
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寄宿舎の整備状況        資料８－１－①－２９

 
（出典 施設図面，寮務係調べ）
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平成 17 年度 寮生数      資料８－１－①－３０

 
（出典 平成 17 年度寮生活のしおり p.5）
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資料８－１－①－３１

施設・設備使用許可願い 

 
以下 省略 

（出典 学生係）

資料８－１－①－３２

財産一時使用承認願 

 

以下 省略 
（出典 総務係）
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  資料８－１－①－３３

高知工業高等専門学校自動車運用管理規則 
 

制  定 昭和４９年 ７月１１日

最終改正 平成１６年 ４月２２日

 

 （総則） 

第１条 高知工業高等専門学校（以下「本校」という。）に属する自動車の運用及び管理については，他の法令及び

これに基づく特別の定めがある場合を除き，この規則の定めるところによる。 

 （運用及び管理の総括） 

第２条 自動車の運用及び管理の総括は，事務部長が行うものとする。 

 （自動車管理者） 

第３条 本校における自動車の現況を適確に把握し，安全かつ効率的に運用管理するため自動車管理者（以下「管理

者」という。）をおく。 

２ 管理者は，会計課長をもって充てる。 

 

（途中 省略） 

 

 
（以下 省略） 

（出典 高知高専規則集）
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資料８－１－①－３４

スクールバス利用申し込み 

 

（以下 省略） 
（出典 平成 17 年度課外活動指導のしおり p.5）

資料８－１－①－３５

施設・設備の使用予約表 

 
（出典 サイボウズ施設予約）
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資料８－１－①－３７

施設整備年次計画表 

 
（出典 施設係資料）

資料８－１－①－３６

高知工業高等専門学校施設の有効活用に関する規則 

平成１７年 １月１２日

制 定

（目的） 

第１条 この規則は，高知工業高等専門学校（以下「本校」という。）における校舎等教育研究施設の

有効活用を図り，時代の変化や社会的要請に対し柔軟に対応した新たな教育研究活動の推進を図る

ことを目的とする。 

（調査） 

第２条 第１条の目的を推進するためリエゾン・企画委員会（以下「委員会」という）において，教

育研究施設の利用状況実態調査（以下「実態調査」という。）を随時行い，教育研究等の内容に応

じた使用方法等の見直しを行い，適宜施設の再配分を図るものとする。 

 
以下 省略 

（出典 高知高専規則集）
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観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリテ

ィ管理の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 
（観点に係る状況）  
学内全体で約 50 台のサーバと 600 台弱のパソコン端末を，高速のギガビットネットワークシステ

ムで接続し，同時に無線 LAN アクセスポイントも 155 台設置し，学内全ての場所（教室・実験室・

寄宿舎の居室など）でのネットワークの接続が可能となるよう整備している（資料８－１－②－１か

ら８－１－②－４）。 
情報処理教育は，主に情報処理センターの演習室とパソコン室（専攻科棟）で行われている。授業

内外で学生が利用可能なパソコンは，センターとパソコン室で合計 149 台を準備しており，授業や実

験，卒業研究などのほか，各種公開講座や講習会，研修，学生の課外活動などに幅広く利用されてい

る（資料８－１－②－５から８－１－②－８）。 
センターの演習室とパソコン室では，一週あたり計 76 時間（平成 17 年度前期）の授業で利用され

ている（資料８－１－②－６と８－１－②－７）。授業外での学生利用は，平成 16 年度統計で，セン

ターで月平均約 375 件，約 217 時間の利用と，パソコン室で約 131 件，約 70 時間であった（資料８

－１－②－９から８－１－②－１２）。 
本科学生に対して，センターとパソコン室の利用アンケートを実施しており，授業以外では，主に

宿題やレポート作成，web 検索などで利用していることや，利用時間の延長や休日の開館の希望が多

いことが集計されている（資料８－１－②－１３）。開館時間に関しては，管理面の問題から，平日の

開館時間を現在の午後６時までの延長にとどめ，それ以外の時間帯は指導教員の管理の下での利用を

可能としている（資料８－１－②－５）。 
さらに，学生自身がノートパソコンを準備し，無線 LAN 接続の登録を行うことで，学内施設のど

こからでも，自由にネットワークを利用することもできる。また希望者には無線ＬＡＮカードの無償

貸与も実施している（資料８－１－②－１４）。平成 17 年度の無線 LAN の利用登録をしている学生

数は，158 名であり，教職員も含めると計 230 件ほどになる。寄宿舎にも 31 台の学内 LAN に接続し

たパソコンを準備しているほか，無線 LAN も利用でき，寮生の生活規則に従いこれらは利用されて

いる。 
学生は，電子メールや web 閲覧をはじめ，ftp や telnet 接続，C 言語プログラム実習などが利用で

き，さらに e-Learning システム(WebClass)により，英語 TOEIC などの自主学習もネットワークを

利用して出来る。また，学生用の学内インフォメーションボード（ネット掲示板）や教職員専用のサ

イボウズ（web グループウェア）を使って学内情報を共有するシステムも構築しており，日常的に利

用されている（資料８－１－②－１５）。 
情報ネットワークの管理運営をはじめ，セキュリティ対策やグループウェアの運用などは，情報化

推進室の室長を中心とした情報化推進委員会および，情報処理センターの技術職員，各学科の管理者

で管理運営を行っている（資料８－１－②－１６から８－１－②－１８）。 
セキュリティに関しては，学内と学外の接続部にファイアーウォールを設置して不正アクセス等を

防止している。また，web 閲覧は proxy サーバのコンテンツフィルタにより有害サイト等へのアクセ

スを制限し，演習室パソコンは管理サーバにてプロファイルの一括管理とログイン状態の把握を行い

機能制限等により不正利用を防止している。電子メールの送受信では，アンチウイルスゲートウエイ

サーバーの設置によるウイルスメール対策を行い，さらにスクールライセンスでアンチウイルスサー

バーを設置し，全教職員と学生にアンチウイルスソフトを提供するとともに，定義ファイルの自動更
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新サービスを行っている（資料８－１－②－１９）。なお，平成 17 年 2 月には情報セキュリティポリ

シーを制定している（資料８－１－②－２０から８－１－②－２２）。また，年度当初には，全学生対

象にネチケット教育を実施し，健全なネット運営を図っている（資料８－１－②－２３）。 
 

（分析結果とその根拠理由）  

十分なセキュリティ管理の下で情報ネットワークが整備され，有効に活用されている。 
学内ＬＡＮは情報処理センターを中心にして，ほとんど全ての施設を高速のギガビットネットワー

クシステムで接続し，学外とは100Ｍbpsで高知県新情報ハイウェイに接続し，SuperCSI（学術ネッ

ト）と高速接続(10Mbps)しており，優れたネットワーク環境を有している。また，学内全ての施設に

無線ＬＡＮのアクセスポイントも設置しており，全ての授業や実験実習でネットワークの利用が可能

であり，有効に利用されている。さらに情報セキュリティポリシーの下で運営され，多重のセキュリ

ティ対策を実施するとともに，学生に対してのネチケット教育など，セキュリティやネットマナーに

対しても万全の対策を行っている。また，Webグループウェアやe-Ｌearningソフトなども導入し，学

内情報の共有や学生の自主学習促進なども図っている。 
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資料８－１－②－１

高知高専・学内 LAN システム概要図（平成 16 年 4 月）

FS（フロントスイッチ）：10               WS（サーバ等）：53         　PC（パソコン）：562
PRT（ネットワークプリンタ）：57 　    WL（無線LANアクセスポイント）：155　　（数字は台数）

実習工場
     PC：7
     WL：1

風洞実験室
     PC：2
     PRT：1
     WL：1

第１・２体育館
     PC：5
     PRT：1
     WL：2

専攻科棟
（パソコン室１・２を含む）

      FS：2　　　PC：92
      PRT：8     WL：18

図書館・学生課
      FS：１　　　WS：4
      PC：30     PRT：6
      WL：6

黒潮会館
WL：2

宿直室
WL：1

建依会館
  WL：3

管理棟
     FS：１　　　　WS：3
     PC：30　     PRT：8
     WL：4

学生寮
      FS：１　　　PC：30
      WL：58

高知県新情報
ハイウェイ

INS1500
VPN

100Mbps

SuperCSI
(SINET:10Mbps)

対外接続用
ルータ
１台

リモート
アクセスルータ

２台

Center
スイッチ

１台

WS：21
     PC：65
     PRT：9
     WL：2

情報処理センター
（演習室・小演習室を含む）

建設システム工学科棟
     FS：１　　　　WS：3
     PC：72　     PRT：6
     WL：9

物質工学科棟
     FS：１　　　　WS：1
     PC：49　     PRT：6
     WL：11

電気工学科棟
     FS：１　　　　WS：12
     PC：86　     PRT：4
     WL：9

一般科目棟
      FS：１　　　WS：6
      PC：46     PRT：4
      WL：19

機械工学科棟
     FS：１　　　　WS：3
     PC：48　     PRT：4
     WL：9

インターネット

（出典 平成 16 年度高知高専概要 p.32）
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資料８－１－②－２

（出典 平成 16 年度高知高専概要 p.31）
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無線 LAN 構成図        資料８－１－②－４

 
（出典 無線 LAN 導入事例 http://buffalo.melcoinc.co.jp/jirei/airconnect/34/index.html）

資料８－１－②－３

 
（出典 情報化推進室広報８号 http://www.kochi-ct.ac.jp/center/jkoho8-2004/ ）
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資料８－１－②－５

情報処理センターおよびパソコン室１，２ 利用の手引き（案） 

高知工業高等専門学校 情報化推進室  平成１７年５月２６日改訂

 この規定は，情報処理センター（以下，「センター」という）及び専攻科棟２F パソコン室１・２（以下，「パソ

コン室」という）の利用に関するものである。 

１．利用時間帯および優先順位 

  1.1  利用時間帯 

             ┌─(a) ８時 40 分から 12 時 30 分まで 

  月曜日から金曜日まで─┼─(b) 12 時 30 分から 13 時 20 分まで （昼休み） 

             └─(c) 13 時 20 分から 18 時 00 分まで 

               (d) 土曜日 担当教官の指導のもとで行う 

   これ以外の時間帯での使用は，部屋の施錠を行う教官が決まっている場合のみとする。 

  1.2  利用の優先順位 

    次の順位で利用が優先される。 

    (1) 授業（情報処理等の科目で常時利用する場合） 

   (2) 授業（演習等で臨時に利用手続きが出来ている場合） 

  (3) 卒研，実験等（指導教官の許可を得て一定期間の使用手続きが出来ている場合） 

   (4) 一般学生（自由に使用できる時間帯は，上記の(a),(b),(c)とする） 
以下 省略 

（出典 情報化推進室資料 http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/center/tebiki.html）
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資料８－１－②－６

 
（出典 情報化推進室 http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/center/jikan/ji17a.html ）
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８－１－②－７

情報処理施設を利用する授業のシラバス例 
科目番号 
科目区分 
授業科目 
授業の形式 
単位 
開設学科 
対象学生 
開設期 
週時限数 
担当者 
オフィスアワー 
研究室の場所 
キーワード 

1233-05 
一般科目・必履修 
実験数学Ａ（ Experimental Mathematics A ） 
講義・実習 
1 
全学科 
２年生 
通年 
1 
秦泉寺俊弘 jinzenji@ge.kochi-ct.ac.jp，後藤 章 goto@ge.kochi-ct.ac.jp 
放課後 
一般科目棟 4 階（秦泉寺），一般科目棟２階（後藤） 
四則計算，近似値と精度，関数定義，リストとその操作，グラフ描画 

【授業の目標等】 
数式処理ソフトウェア Mathematica の基本操作を実習を通して学ぶ。基本操作を習得後は，既習の数学の内容を

素材として，とくにその多彩なグラフ描画機能を活用し，多面的，総合的な理解を深める。 
【授業の計画・方法等 ※［ ］内の数字は何週目の授業であるかの目安】 

１． Mathematica の起動と終了[1] 

２． 式の入力の方法[2] 

 
（途中 省略） 

【履修上の注意】 
 パソコン室での実習が主となるので，毎時間ごとの目標を時間内に達成すること。また授業中に見つけた疑問点を

そのままにしないで，追求し自ら工夫することが，学習を一層楽しいものにすると思うので，楽しみながら主体的に

授業に参加する態度が望ましい。 
  

（以下 省略） 
 

（出典 平成 17 年度シラバス（授業計画）） 
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資料８－１－②－８ 

 

（出典 情報化推進室広報８号  http://www.kochi-ct.ac.jp/center/jkoho8-2004/） 
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平成 16 年度 情報処理センター利用状況  資料８－１－②－９ 

 

（出典 情報処理センター資料）

情報処理センターの年度別利用状況     資料８－１－②－１０

 
（出典 情報処理センター資料）
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平成 16 年度パソコン室利用状況    資料８－１－②－１１

 

（出典 情報処理センター資料）

パソコン室の年度別利用状況      資料８－１－②－１２

 
（出典 情報処理センター資料）
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資料８－１－②－１３

情報処理センター・パソコン室 学生の利用アンケート 

（出典 情報化推進室資料）
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資料８－１－②－１４

（出典 高知高専キャンパス無線 LAN ホームページ http://www.kochi-ct.ac.jp/info/wlan/）
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資料８－１－②－１５

（出典 教職員用インフォーメーションボード http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/
学内 LAN インフォメーションボード http://www.kochi-ct.ac.jp/info/）
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資料８－１－②－１６

 
（出典 16 年度高知高専概要 p.30）
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   資料８－１－②－１７

高知工業高等専門学校情報化推進室規則 

制  定 平成１０年 ３月 ５日

最終改正 平成１４年 ３月２０日

 （趣旨） 

第１条 高知工業高等専門学校内部組織規則第１０条第７項の規定に基づき，高知工業高等専門学校情報化推進室

（以下「推進室」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 推進室は，情報処理センター室等の管理運営を行うとともに本校の教育，研究及び事務に関する情報化の推

進並びに情報通信の促進等を積極的に推進することを目的とする。 

 （組織） 

第３条 推進室は，次の室員で組織する。 

 (１) 室長 

 (２) 副室長 

 (３) 庶務課長 

 （委員会） 

第４条 推進室に専門の事項を検討するため，委員会を置くことができる。 

２ 委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

（以下 省略） 
（出典 高知高専規則集）

資料８－１－②－１８

   高知工業高等専門学校情報化推進委員会規則 
制  定 平成１０年 ３月 ５日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 （設置） 

第１条 高知工業高等専門学校に，高知工業高等専門学校情報化推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 委員会は，本校共有のＬＡＮ，パソコン等の保守，管理，運営及び情報処理システムの導入，開発並びに

情報処理センター室，パソコン室の利用に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

 （審議事項） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議並びに実務にあたるものとする。 

 (１) 校内ＬＡＮの総括的運用及び管理に関すること。 

(２) パソコン等機器の保守管理に関すること。 

(３ )  

（以下 省略） 

（出典 高知高専規則集）
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資料８－１－②－１９

高知高専・情報化の手引き 

情報化推進委員会 平成１6年 10 月 21 日版  

．教職員インフォメーションボードの利用について 

  教職員インフォメーションボード「教職員インフォ」は，学内の情報を共有するための入り口となりますので，

教職員の Web ブラウザ（InternetExplorer や Netscape 等)を立ちあげた時の最初のページは，「教職員インフォ」

(http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/)になるような設定にして頂くよう 

  お願いします。 

２．高知高専の学内ＬＡＮにパソコンを接続する場合 

  学内ＬＡＮにパソコンを接続する場合は，「教職員インフォ」にあります「新しいパソコンを高知高専・学内ＬＡ

Ｎに接続する場合の設定情報」に従ってください。また，すでに接続しているパソコンの設定の確認のためにも，ご

利用ください。 

３．WindowsUpdate の対応について 

  Windows パソコンをお持ちの方は，必ず WindowsUpdate を実施してください。WindowsUpdate をしないとコ

ンピュータウィルスの感染や不正侵入・攻撃を受けるだけでなく，学内ＬＡＮに接続している他のパソコンに対して

も大きな影響を与えることもあります。 

４．コンピュータウィルス対策ソフトについて 

  高知高専では，全教職員・全学生が無料で利用可能なコンピュータウィルス対策ソフト(Norton AntiVirus)のラ

イセンスを持っておりますので，必ずコンピュータウィルス対策ソフトをパソコンに入れてください。なお，詳細は

「AntiVirus ソフト導入の手引き」(http://antivirus.kochi-ct.ac.jp/)をご覧ください。 

５．メールソフトの設定について 

  ＨＴＭＬメールは，危険性が高いと言われておりますので，メールソフトの設定項目の中で，ＨＴＭＬメールが

「OFF」となる設定をしてください。また，高知高専では，メールソフトの設定で，メールサーバからメールを取得

する時(POP)に，コンピュータウィルスの添付ファイルがある場合，自動削除してくれるゲートウェイサーバ

(F-Secure)が設置されております。コンピュータウィルス対策に大変効果がありますので，詳細な設定方法が書かれ

て お り ま す 「 F-Secure ア ン チ ウ ィ ル ス Linux ゲ ー ト ウ ェ イ の 設 定 方 法 に つ い て 」

(http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/f-secure/)をご覧ください。 

 

（以下 省略） 
 

（出典 情報化推進委員会資料 http://www.kochi-ct.ac.jp/staff/jyohoka2004/ ）
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資料８－１－②－２０

情報セキュリティポリシーの文書体系情報セキュリティポリシーの文書体系

情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティ対策基準

実施手順書

情報セキュリティマニュアル

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー

経営者が組織外に対して、もしくは組
織内全員に対して意思の表明を行う。

PDCAサイクルにより運営・継続的改善
を行っていくマネジメント体系を示す。

情報セキュリティ対策のための管理
策についての指針、規準を示す。

現場で実施できるよう、具体的に実
施の手順や書式等を規定する。

階
層
構
造

※BS7799-2:2002・ISMS認証基準(Ver.2.0)より導入

資料　資料　22　　　　　　　　H17.2.10H17.2.10

情報セキュリティ委員会情報セキュリティ委員会

 

（出典 情報セキュリティ委員会資料）

情報セキュリティポリシー      資料８－１－②－２１

（以下省略） 

（出典 高知高専情報セキュリティポリシー）
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資料８－１－②－２２

   高知工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規則 
制  定 平成１５年 ３月 ６日

 （設置） 

第１条 高知工業高等専門学校に，情報セキュリティを確保するために必要な対策を実施するため，高知工業高等専

門学校情報セキュリティ委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 

 (１) 情報セキュリティポリシー（情報セキュリティの確保に関する方針及び対策をいう。以下同じ。）の策定及

び改訂に関すること。 

 (２) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の調査，及びその評価に関すること。 

 (３) 情報セキュリティに関する教育及び啓蒙に関すること。 

 (４) その他情報セキュリティの確保に関すること。 

２ 委員会は，教職員及び学生の情報セキュリティポリシー違反行為が判明した場合は，その違反内容の危険度につ

いて調査する。 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

（以下 省略） 
（出典 高知高専規則集）

ネチケット教育の資料        資料８－１－②－２３

 
（以下 省略） 

（出典 情報化推進室資料）
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観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ，有効に活用されているか。 
（観点に係る状況）  
図書館は，図書および図書資料を収集し，管理し，校内一般の利用に供するとともに，教育および

研究並びに教養の向上に資することを目的としている（資料８－２－①－１）。 
図書館には，工学系の学校にふさわしい自然科学や工学をはじめ，人文，社会科学，歴史など 10

分野の図書や学術雑誌を収集し管理している（資料８－２－①－２）。開架閲覧室は，閲覧定員が 112
席で，平日の午前８時 30 分から午後７時までと土曜日の午前９時から午後１時まで開館している（資

料８－２－①－２と８－２－①－３）。図書館ホームページは，利用案内のほか，蔵書検索や文献等の

検索も出来るよう整備している（資料８－２－①－４）。また，教育・研究の更なる支援と業務の効率

化によるサービス向上を目的として，校内ＬＡＮに接続した最新の図書管理システムを導入している。 
平成 16 年度末の蔵書数は，77,254 冊（内，洋書は約 11％），雑誌約 500 種，視聴覚教材約 260 件

であり，毎年図書を追加し充実させている（資料８－２－①－５と８－２－①－６）。図書等の整備は，

学生の意見箱や直接あるいは図書委員を通じての要望，話題性やトピック性，系統性等を配慮して図

書館教職員の判断や各学科の教員の意見をもとに行っている。平成 16 年度の入館者数は 29,884 人で，

貸し出し冊数は 4,301 冊であった（資料８－２－①－７）。 
図書館の運営や利用に関しては，図書館規程が定められており，図書館長が図書館を統轄している

（資料８－２－①－１）。また，学生図書委員会を組織化し，図書の整理・整頓などの活動の他，各委

員はクラスからの要望を汲み上げるパイプ役を担っている（資料８－２－①－８）。この委員会の活動

を基に「図書館だより」を発行している（資料８－２－①－９）。また，図書館主催のイベントとして，

クイズ大会や図書館リレー，読書感想文コンクールなどを企画し，図書の利用促進の取り組みを行っ

ている（資料８－２－①－１０と８－２－①－１１）。さらに，一般市民等学外者の利用や文献複写サ

ービスなども実施している（資料８－２－①－１２と８－２－①－１３）。 
 
（分析結果とその根拠理由）  
学生および教員のニーズに応じて必要な資料が系統的に整備され，活用されている。 
77,000冊以上の蔵書があり，工学や自然科学の他，文学や歴史，社会科学，語学などの図書や学術

雑誌も充実しており，さらに学生の要望や教員の意見などを配慮して図書を整備している。また，イ

ンターネットを利用した蔵書検索や文献検索サービス，学生図書委員会の活動や広報の作成，図書館

イベントなどで図書の利用促進を図っている。 
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資料８－２－①－１

   高知工業高等専門学校図書館規程 
制  定 昭和４０年 ４月 １日

最終改正 平成１６年 ４月 １日

 （趣旨） 

第１条 高知工業高等専門学校内部組織規則第１０条第７項の規定に基づき，高知工業高等専門学校図書館（以下「図

書館」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 図書館は，図書及び図書資料（以下「図書」という。）を収集，管理し，校内一般の利用に供するとともに，

教育及び研究並びに教養の向上に資することを目的とする。 

 （図書館長） 

第３条 図書館長は，図書館を統轄する。 

 （図書） 

第４条 図書館において管理する図書は，次の５種類とする。 

 (１) 一般図書（研究用図書，教養図書） 

 (２) 貴重図書及び図書資料（マイクロフィルム，コンパクトディスク，ビデオテープ等） 

 (３) 辞典及び索引の類 

 (４) 刊行物，雑誌，新聞，その他 

(５) 寄贈，寄託図書 

 （開館日等） 
第５条 図書館の開館，閉館日時及び休館日は，次のとおりとする。ただし，図書館長が必要と認める時は，随時変

更することができる。 

 開館 午前８時３０分から午後７時まで（土曜日は午後１時まで） 

 閉館 日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する日，高知工業高等専門学校学則第６条第

１項第４号から第７号に定める休業期間中の土曜日及び図書館長が必要と認めた日 

 （利用者） 

第６条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は，次の各号に掲げる者とする。 

 (１) 本校の職員及び学生 

(２) 本校以外の者で図書館の利用を申し出た一般の利用者 

 

（以下 省略） 
 （出典 高知高専規則集）
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資料８－２－①－２

図書館 http://lib.kochi-ct.ac.jp/ 

 

蔵書には，学生と教職員の学習や研究等に供するため，各分野の図書・雑誌等を揃えており，地域の皆様にも開放

しています。 

また，インターネットを通じ，学内はもとより学外からも本校図書館の蔵書検索が可能となっています。 

 

開館時間 平 日 ８：３０～１９：００ 

     土曜日 ９：００～１３：００ 

 

閲覧定員 112 席 

 

 蔵書数（平成１６年３月３１日現在） 

図書 雑誌 
区分 

和書 洋書 計 和書 洋書 計 

総  記 4,122 243 4,365 6 0 6 

哲  学 2,641 477 3,118 5 4 9 

歴  史 4,607 386 4,993 4 0 4 

社会科学 4,102 352 4,454 9 1 10 

自然科学 15,692 1,581 17,273 34 6 40 

工  学 21,839 3,655 25,494 56 12 68 

産  業 563 26 589 1 0 1 

芸  術 2,640 44 2,684 14 0 14 

語  学 3,605 591 4,196 7 3 10 

文  学 8,540 818 9,358 9 0 9 

計 68,351 8,173 76,524 145 26 171 

（出典 16 年度高知高専概要 29 頁） 
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資料８－２－①－３

 
（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－５ 

  図 書 の 増 減  2005.4.1 現在 

  和 図 書 洋 図 書 合 計 

区分 15 年度末 16 年度追加 16 年度末 15 年度末 16 年度追加 16 年度末 16 年度末

総記 4,089 20 4,109 243 0 243 4,352 

哲学 2,616 80 2,696 477 22 499 3,195 

歴史 4,539 138 4,677 386 0 386 5,063 

社会科学 4,022 227 4,249 348 7 355 4,604 

自然科学 15,584 212 15,796 1,581 10 1,591 17,387 

工学 21,667 252 21,919 3,655 17 3,672 25,591 

産業 561 19 580 26 0 26 606 

芸術 2,618 55 2,673 44 2 46 2,719 

語学 3,566 59 3,625 511 124 635 4,260 

文学 8,496 153 8,649 818 10 828 9,477 

合計 67,758 1,215 68,973 8,089 192 8,281 77,254 

（出典 図書係資料） 

図書館ホームページ      資料８－２－①－４

 
（出典 図書館 HP http://lib.kochi-ct.ac.jp/ ）
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資料８－２－①－７ 
図書館の利用状況  

年度 貸し出し冊数 入館者数 

平成 11 年度 4,121 36,344

平成 12 年度 5,166 32,415

平成 13 年度 5,360 38,361

平成 14 年度 7,684 36,031

平成 15 年度 5,818 36,562

平成 16 年度 4,301 29,884

（出典 図書係資料，平成 16 年度高知高専概要 p.44）） 

資料８－２－①－６  
視聴覚教材の整備状況       

媒体 件数 例           

ビデオ 209 プロジェクト X，街道をゆく，バレーボール教材，テニス・ゴルフ教材   

    メカニカル・ユニバース，コンクリート教材等    

CD-ROM 32 辞典，電子年表，TOEIC 用 CD-ROM 等       

DVD 20 プロジェクト X         

      文献検索ソフト     

JDream （科学技術振興機構文献情報検索システム）   

新外国雑誌目次データーベース（KANON)    

GeNii（Nii 学術コンテンツ・ポータル）       

（出典 図書係資料） 
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 資料８－２－①－８

学生図書委員会の活動 

 
（出典 平成 17 年度図書委員会議事録）
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資料８－２－①－９

 
 （出典 図書館だより Vol.1(2005)）
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資料８－２－①－１０

 
 （出典 図書館 HP http://lib.kochi-ct.ac.jp/ ）

資料８－２－①－１１

 
（出典 図書館資料）
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資料８－２－①－１２

   高知工業高等専門学校図書館学外者利用内規 
制  定 平成 ７年 ３月 ９日

（趣旨〉 

第１条 この内規は，高知工業高等専門学校図書館規程（以下「規程」という。）第５条ただし書きの規定に基づき，

本校の教育研究に支障のない範囲内で，図書館を一般市民等学外者の利用に供するための必要な事項を定める。 

 （利用者） 

第２条 この内規にいう学外者の範囲は，学術にかかわる学習又は研究・調査を目的とする者（以下「利用者」とい

う。）をいう。 

 （利用資料） 

第３条 利用者が利用できる資料は，図書館内所蔵資料（以下「利用資料」という。）とし，研究室備付けのものは，

原則として対象外とする。 

 （利用範囲） 

第４条 利用者は次の各号に掲げる事項について，利用することができる。 

１ 利用資料を館内で閲覧すること。 

２ 利用資料を３冊以内，７日以内の範囲で館外に帯出すること。ただし，規程第８条に定める図書を除く。 

３ 高知工業高等専門学校図書館文献複写規程による文献の複写サービスを受けること。 
 

（以下 省略） 
 （出典 高知高専規則集）

資料８－２－①－１３

   高知工業高等専門学校図書館文献複写規程 
制  定 昭和５０年 ９月 ４日

最終改正  平成 ３年 １月１７日

 （趣旨） 

第１条 高知工業高等専門学校図書館が受託する文献複写は，校内の学科等の依頼で，その経費を移算するものを除

き，この規程の定めるところによる。 

 （受託の要件） 

第２条 前条の文献複写は，教育または研究の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。 

 （申込手続） 

第３条 文献複写を依頼しようとする者はあらかじめ別紙様式による申込書を校長に提出し，その承認を得なければ

ならない。 

 
（以下 省略） 

（出典 高知高専規則集）
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（２）優れた点及び改善を要する点 
（優れた点）  
教室は十分な広さを確保し，さらに専門科の教室にはプロジェクターを完備しており，授業などに

活用されている。また，情報学習のための施設も充実しているほか，無線ＬＡＮにより，教室・実験

室・寄宿舎を含め全ての施設内でネットワークが利用可能であり，学生・教職員ともに有効に活用し

ている。 
 

（改善を要する点）  
 寄宿舎，図書館，実習工場など，古い建物の耐震補強と内外装の改修，および，一部の冷房設備の

ない教室や実験室への冷房設置が必要と思われ，予算要求をしている。 
 
 
（３）基準８の自己評価の概要 
 本校の教育課程に対応して，各専門学科棟や一般科目棟，専攻科棟等の校舎，実習工場（機械工場）

などの実習施設，運動場や体育館などの運動施設，図書館，情報処理センター，寄宿舎，福利厚生施

設等が整備され，有効に活用されている。また，教室や実験室も適切に整備され，教育や実験実習に

必要な設備や装置も適切に配備し，それぞれ有効に活用されている。 
 学内情報ネットワークについては，情報処理センターを中心に高速の校内ＬＡＮが整備されるとと

もに，全ての施設内に無線ＬＡＮのアクセスポイントを設置し，教室や実験室を始め，校内全ての箇

所でネットワークの利用が可能であり，授業や実験など幅広く活用されている。また，情報処理教育

用の施設として，情報処理センター演習室と２室のパソコン室が整備されており，本科・専攻科の情

報関連の授業をはじめ，講習会や研修，学生の自主学習，課外活動等に幅広く利用されている。さら

に，情報セキュリティポリシーの下で運営されており，情報の漏洩や不正アクセスなどの対策や学生

へのネチケット教育も実施している。 
 図書館は，学生および教職員のニーズに応じた図書や資料を系統的に整備しており，教育研究に必

要な図書，学術雑誌，視聴覚資料等が充実した状態で整備され，有効に活用されている。また，イン

ターネットを利用した蔵書検索や文献検索サービスで利便性の向上，および学生図書委員会の活動や

図書館イベントなどで利用促進を図っている。 


