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は じ め に 

 

 新居浜工業高等専門学校では，平成 16 年度の国立高等専門学校機構の独立行政法

人化以降，学校の管理運営に関して外部の有識者の皆様からご意見を伺う運営諮問会

議を毎年度一回開催しております。今年度は 11 回目になりますが，平成 28 年 2 月 8

日に開催しました。 

 国立高専機構は，第 3 期中期目標期間の重点課題として，入学志願者の確保，教育

課程の充実，優れた教員の確保，教育の質の向上，学生支援の充実，研究及び社会貢

献活動の活性化，国際交流の推進などを掲げており，本校もこの機構の方針に基づい

て年度計画を立てて，その実施に取り組んでおります。 

 実施にあたりましては，常に活動状況を自己点検しながら進めておりますが，外部

からの視点も非常に重要と考えており，運営諮問会議での外部の有識者の皆様からの

本校の管理運営についての様々なご意見，ご指摘は外部の視点からの評価と位置付け

ております。 

 本年度は，本校の概要をご説明した後，昨年度の計画の達成状況を点検した上での

今年度の活動状況，及び今年度新たに取り組んだ事項等についてご説明し，ご意見を

伺いました。なお，時間の都合から，教育に関する事項，学生支援に関する事項，研

究及び社会貢献活動に関する事項を中心にご説明しました。 

 本校の概要では，本校の目指す姿として「東予地域の高等教育と研究の拠点」を掲

げ，教職員一丸となって諸活動に取り組んでいることをご説明すると共に，学生の確

保及び就職・進学等の状況，高専を取り巻く最近の動きについてもご説明しました。 

また，今回の運営諮問会議では，上記の主な三つの事項に加えて，学生のメンタル

ケアの取組み，男女共同参画の推進の状況についても，時間の都合上概要のみではあ

りますが，初めてご説明しました。 

これらの活動につきまして，運営諮問会議の委員の皆様からたくさんの貴重なご意

見やご提言をいただきました。これらのご助言を今後の新居浜高専の管理運営の参考

にさせていただき，改善・改革に役立てていきたいと考えております。 

最後になりましたが，本校に対して今後とも変わらぬご支援，ご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。 

 

平成 28 年 3 月 

新居浜工業高等専門学校 

                           校長  迫原 修治 
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第 11 回新居浜工業高等専門学校運営諮問会議 次 第 

 
１  日 時    平成２８年２月８日（月）１４：００～１６：４５ 
 
２  場 所    第一会議室 
 
３  日 程 

時 刻 事    項 

 

１４：００ 

 

 

 

 

 

 

１４：０５ 

 

１４：１５ 

１４：３５ 

 

 

 

 

１５：０５ 

 

１５：４０ 

 

１５：５０ 

 

 

 

１６：１５ 

 

 

１６：２５ 

 

１６：３０ 

 

１６：４５ 

 

１６：４５ 

開会 

 校長挨拶 

委員紹介  

学校側出席者紹介  

議長選出  

 

議題 

１．前回会議における委員からの主な意見と 

その対応状況について--------------------  教務主事 

２．学校概要について----------------------------  校長 

３．平成２６年度の活動状況と自己点検に基づく, 

  平成２７年度の新たな取り組みについて 

（１）教育に関する事項------------------  教務主事 

             ものづくり教育支援センター長 

 

（質疑応答） 

（休憩） 

（２）学生支援に関する事項---------------  学生主事 

                      寮務主事 

                    学生相談室長 

 

    （３）研究及び社会貢献活動に関する事項 

--------------  高度技術教育研究センター長 

 

    （４）その他の活動-----------  男女共同参画推進室長 

 

（質疑応答） 

 

４．総評 

 

閉会 
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新居浜工業高等専門学校運営諮問会議委員名簿 

 

任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

（五十音順・敬称略） 

 

任期：平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

氏  名 現      職 

曽我部 雄次 国立大学法人愛媛大学 工学部長 

 

氏  名 現      職 

石川 勝行 新居浜市長 

小野 幸男 新居浜商工会議所 会頭 

栗本  勲 住友化学株式会社 エネルギー・機能材料研究所長 

平田 利實 

新居浜高専技術振興協力会 顧問 

元ユースエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 

（本校電気工学科 昭和 44年卒業生） 

藤田 裕彦 
新居浜市立中萩中学校 校長 

新居浜市教育研究協議会 会長 

三上 喜貴 国立大学法人長岡技術科学大学 副学長 
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学校側出席者名簿 
 

職    名 氏    名 

校     長 迫 原 修 治 

教 務 主 事 早 瀬 伸 樹 

学 生 主 事 大 村   泰 

寮 務 主 事 今 城 英 二 

高度技術教育研究 
センター長 

中 山   享 

ものづくり教育支援 
センター長 

松 田 雄 二 

情報教育センター長 占 部 弘 治 

学生相談室長  安 里 光 裕 

広報推進本部長 福 田 京 也 

国際交流推進室長 
（数理科 主任） 

矢 野   潤 

男女共同参画推進室長 柳 井   忠 

機 械 工 学 科  主任 下 村 信 雄 

電気情報工学科 主任 内 藤   出 

生物応用化学科 主任 桑 田 茂 樹 

一 般 教 養 科 副主任 佐 渡 一 邦 

事 務 部 長 寺 本 栄 二 

総 務 課 長 田 川   隆 

学 生 課 長 村 重 清 司 
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議 事 録 
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議事及び質疑応答の概要 

議事 

１ 前回会議における委員からの主な意見とその対応状況について ･･････ 教務主事 

２ 学校概要について               ･･････ 校  長 

３ 平成２６年度の活動状況と自己点検に基づく， 

平成２７年度の新たな取り組みについて     

（１）教育に関する事項                  ･･････ 教務主事 

･･････  ものづくり教育 

支援センター長 

 

 

【担当者から配付資料に基づき説明】 

 

【曽我部議長】 

 それでは、ここまでの議題１から３－（１）までについて、委員の皆

さんからご意見等ございますか。 

 

【三上委員】 

 まず、前回の意見に対する対応について、非常に丁寧にまとめていただいたことに感謝いたします。 

 私は長岡技科大の中で、国際連携と産学連携を担当しておりますので、その方面から少し良いでしょ

うか。高専機構の３ヶ月の長期海外インターンシップというのは、長野高専、長岡高専で始められてお

り、今度、北九州高専、香川高専でもたしか始められるということです。今、日本企業の海外生産比率が

３割ぐらいです。研究活動の海外展開となると、３割にはならないでしょうけれど、特に高専出身者の場

合、海外に行っている方が多いと思います。そうするとやはり、学生時代に免疫がついているということ

はたいへん大事です。これは、企業のためというより学生にとって非常に大きな成長のチャンスになる

と思います。海外インターンシップについては、引き続きご努力いただきたいと思います。 

先日、３機関の会議で、英語教育に大変熱心な茨城高専の先生がいらっしゃって、その先生がおっしゃ

るには、「高専生は英語が下手だということを、高専の教員自身が言うな。」と。「やればできる。」と。実

際、目標を提出してやらせたら成績が上がったということです。長岡技科大でも今、年に２回 TOEIC を

受験させていて、少しずつ成績が上がっているということもありますので、トライしていただければと

思います。 

 それから、お金の問題です。今、「トビタテ！留学 JAPAN」の地域版（地域人材コース）が広まってお

りまして、我々の地域でも地元の産業界、自治体のご協力を得て、ひとつ作ろうかなと思っています。こ

ういった支援体制ができると学生も（海外に）出やすくなるかな、と思います。ご考慮いただければと思

います。 

 

【曽我部議長】 

 その他にご意見等ありますでしょうか。 
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【小野委員】 

 何点かお聞きしたいのと、お願い事項です。資料１２ページの学科構成につい

てなのですが、新居浜高専の「知恵・行動力・信頼」という基本理念に基づいて

５学科ということですが、今、産業界は非常に人手不足であります。特に中小企

業の、なかでも土木・建築関係の技術者不足が深刻でございます。そういったな

かで、５学科以外に、土木・建築関連の学科を創設していただけないかというお

願いでございます。検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【迫原校長】 

 学科を増やすというのは、なかなか難しいのではないかと思います。今はどちらかというと、統合がど

んどん進んでいる状況なので、新しい学科を創設するということは、なかなか難しいと思います。増やす

のであれば、どこかを無くさない限りは、無理と思います。全体の定員が増やせないという状況であると

思います。確かに、土木・建築関連学科の創設のご希望が強いのかもしれませんが、そういった事情があ

るということをご理解いただければと思います。 

 

【小野委員】 

 校長のおっしゃることはそのとおりでございます。少子化でございますし、そういうことはあるので

すが、新居浜の産業界の代表として、お願いしたい。特に、そういう要望がございます。人数的には少な

くともよろしいかと思いますが、やはり、新居浜高専は実践的な人材を育成する教育機関であるという

ことを認識しているわけでございますから、是非、その辺りも考慮に入れていただきたいという、産業界

からのお願いでございます。 

 

【迫原校長】 

 四国の高専の中には、土木や建築の学科を持っているところもあります。これからは、単独の高専と言

うよりも、ある地域で協力しながら学生を育てていくというような方向も、一つの方向性として、あり得

るのではないかと思います。逆に言うと、新居浜高専は化学・生物系学科を持っているという意味では非

常に注目されています。ですから、四国の中のいろんなところから、それを求めて学生が来る場合もある

わけです。これからは、そういった高専同士が協力しながらいろいろと教育をしていくということも考

えられます。学科を増やすことは難しい状況にありますので、そういう方向にも、今後どんどん進んでい

くのではないかと思っております。ご要望としては、充分理解しておりますので、頭の中に入れておきた

いと思います。 

 

【小野委員】 

 よく分かりました。 

 もう一つは、日本政府がさかんに言っている地方創生ということですが、その一環としても、地方に技

術を移転、あるいは技術を伝承、そういったものを実践する学科があれば良いと思います。それらの関連
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するところなのですが、新居浜高専の７年制への移行というのも考えて欲しいと思います。産業界が求

めております実践的な教育機関ということで、新居浜高専は非常にありがたいと思っているのですが、

やはり、地域に密着したものづくりの実践的な教育訓練ということであれば、地方創生の観点からも７

年制への移行も考えて欲しい。これはもう、高専にお願いするというか、政府か文科省にお願いすること

かもしれませんが、そういったことも、高専全体として考えていただきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

 

【迫原校長】 

 その件につきましては、私の最後のスライド（資料２０ページ）にあります、高等専門学校の充実に関

する調査研究協力者会議の中でも、７年制のことについて少し触れられて審議がされておりますけれど

も、未だ全然、方向性が見えてきておりません。おそらく、２月・３月に報告書がまとまり、そこからま

た新たに議論が進んでいくのではないかと考えています。また、進展等がありましたら、ご報告させてい

ただこうと思っております。 

 

【石川委員】 

 それでは、私の方から、今の７年制の問題につきまして、校長先生から最

後にお話があったのですが、逐次、情報をいただきたい。その時々において、

国の方に要望していかなければならないと思います。新居浜市としては高等

教育機関が新居浜高専だけなので、できれば大学まで上がれば良いな、と思

っております。情報の提供をよろしくお願いいたします。 

 それと、昨年も私の方からお伺いしたのですが、先ほど新居浜市の補助金

を活用した共同研究が実績として１件出てきたという報告をいただきまし

た。手元にも、いろいろなシーズ集を作っていただいて、いろいろ研究をさ

れているのですが、地元企業等との共同研究の件数が伸びない理由というの     

は、何かあるのでしょうか。 

 

【中山高技センター長】 

 伸びていない理由は、一つは本校の PR 不足ということは間違いなくあります。後でご報告させていた

だきますが、今年初めて、愛テクフォーラムで「研究支援及び技術支援のアンケート調査」を実施しまし

た。そうすると、数件の支援依頼のお話が上がってきます。口頭ではなかなか言いにくいけれど、アンケ

ートとして紙に書いてもらうと、書きやすいのかと思います。 

それから、学校と企業との共同研究というと、企業側も、それなりの費用が必要ではないかと考えられ

ているようです。実際に話をすれば、小さな金額から契約できるのだということを分かっていただける

のですが、その辺りの壁のようなものが、ずっと破られてきていないために、なかなか共同研究に結びつ

かないようです。やはり企業との共同研究として研究を進めていく場合は、企業の方からも何か提供し

なければならないとか、いろいろと条件があるので、その辺りの制度も含めて、明確にしていかなければ

ならないというところもあると思います。 
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【石川委員】 

今、PR 不足ということも言われましたけれども、高専のこういったシーズ集等が作られているので、

そういった説明会を行っていただきたいと思います。新居浜市や商工会議所と相談をしながら、企業を

呼んで、高専の研究情報を説明していただく場を設けても良いと思いますので、またご協力をお願いい

たします。 

 

【迫原校長】 

 その件につきましては、私も新居浜高専に来てから PR 不足を感じておりました。いろいろな機会を捕

まえてシーズをどんどん紹介していきたいということで、先般も愛テクフォーラムの総会の後に、発表

会を開催しました。それから、今度３月の「にいはま 6：30 倶楽部」でも、シーズを発表させていただ

くということになっています。私も発表いたしますので、私に共同研究を申し込んでいただいても何と

かします。よろしくお願いします。 

 

【曽我部議長】 

 よろしいでしょうか。 

 高専と企業の共同研究の話題については、次の議題３－（３）でもう一度出

るかと思いますので、またその時、ご意見をお願いいたします。 

 それから、小野委員からの、特に土木系の人材不足の話ですけれども、地域

の産業界が非常に人手不足だということは、大学の方でもよく理解しており

ます。高専の方もですけれど、校長先生からの説明（資料１９ページ高専卒業

後の進路）にあったように、新居浜市内への就職は１７．１％と出ております。

少ないのかどうか、ちょっと評価できないですけれども。大学の方も、現在、

非常に就職が好調です。学生や親御さんも地元に残って貰いたいという方も

多くいて、地域の企業に行っていただきたいのですが、大企業の方も受けると大企業に受かるものです

から、どうしてもそういう状況になります。ただし、少子化の問題があります。私は大学のデータでしか

覚えていないのですが、現在、１８歳人口１２０万人です。平成４３年頃には１００万人になります。も

っと言うと、平成５０年代には６０万人にもなるのですが、徐々に少子化が進んでまいります。また、大

学でもそうですし、高専でもそうでしょうけど、入学して来る層がだんだん変わってきます。現在は大企

業で活躍するような人材が結構混じっているのですけれど、今後、地域で実践的な技術指導をして地域

で活躍していただかないといけないような人材を作るようにシフトしていくのではないかと思います。

資料１４ページに入試の志願状況が出ていますけれども、平成２５年度以降、やや倍率が下がっている

ようで、大学よりも高専は３年早く進んでまいりますので、大学も来年度以降だんだん倍率が減ってく

ると言うことでございます。そういう意味で現在、中央で活躍する、高度に細分化された技術者・研究者

集団は、飽和状態でございます。反面、地域の工業系であるとかその他様々な産業では人材不足と聞いて

おります。大学も高専も、これから教育・研究活動を徐々に地域志向にシフトしていくのではないかと思

いますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。よろしいでしょうか、迫原先生。 
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【迫原校長】 

 ありがとうございます。 

 

【曽我部議長】 

 その他、何かございませんでしょうか。 

 

【小野委員】 

 進路を決定した後に、家庭の事情等で中途退職して新居浜へ帰ってくる場合の人材の受入なのですが、

そのフォローはしているのでしょうか。 

 例えば、我々新居浜商工会議所としても、地元の産業界と、行政とハローワークとが連携して、そうい

った受入窓口の機能を果たしていけるのではないかと思っているのですが。その辺、今までどうされて

いたか、今後どうあるべきかお聞かせ願いたいと思います。 

 

【迫原校長】 

 今のご質問は、本校の卒業生が、という意味でしょうか？ 

 

【小野委員】 

 はい、そうです。 

 

【大村学生主事】 

 就職に関しまして、特に U ターン者に特化した支援窓口というのは設けておりません。卒業生が帰っ

てきたときに随時、U ターン等の希望があれば個々に元の担任等に相談し、紹介等対応しております。U

ターン者に対する無料職業紹介の範囲が広がりましたので、今後はそういった U ターン者に対する PR

活動等についても拡充していこうと検討しております。まだ、学校としてできる範囲の範疇ですけれど

も考えていく所存でございます。 

 

【小野委員】 

 そういった情報は、どこにお伺いすれば聞くことができるでしょうか。U ターンとか、I ターンとか。

まあ、U ターンでしょうけれど、本校を卒業した方が、いろいろな事情で新居浜に帰ってきた場合の受

入窓口。どこへ行けばわかるのでしょうか。 

 

【大村学生主事】 

企業様が、U ターン者の情報を得る窓口と言うことですね。はい。今後、対応できる窓口を検討しま

す。現在は学生係で就職の書類等を受け付けておりますので、現時点では学生係の方に問い合わせをし

ていただきましたら、各就職担当にそういった情報は全て伝わるようになっておりますので、学生係に

ご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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【平田委員】 

 その件ですが、自分の経験からすると、「U ターンをしたい」と思って母校

を訪ねる場合は、自分の所属していた学科や親しかった先生を尋ねていく傾向

があると思います。大学もそうだと思うのですけれど、「先生、いろいろあっ

てね」「こういう理由で僕は U ターンしてきたいのだけど、先生、何かいい話

ないですか」というような、そんな話が多いと思います。だから、学校の方で、

どこかに部署を設けるというよりも、先生方が相談を受けられたら、そういう

情報を吸い上げるような仕組みですね。共有化というか。それから後は、行政

や商工会議所に繋がる仕組み作り、それは確かに要ると思います。先生の所で

話を止めてしまうわけにもいかないし、先生によっても相談されやすい先生と、話しにくい先生もいる

かもしれませんし。いろいろあると思いますが、今後の課題かと思います。 

 

【栗本委員】 

 地元企業になかなか学生さんが就職しないという件ですけれど。企業説明会や企業アンケートなど、

努力されているとは思うのですが、本年度も、弊社の愛媛工場のほうでも学外研修とかあったようなの

ですけれど、それが、果たして本当に学生さんの就職に繋がるのかというと、必ずしも繋がらないのだと

思います。やはり、企業が学生に求めるニーズというか、そういうところをもう少し、特に企業説明会に

参加しないようなところ、それはむしろ採用しないと思われていると思うのですが、そういうところは、

どうして高専卒の学生は採らないのか、そういうところをもう少し、把握された方が良いかと思います。

正直なところを申し上げて、弊社の場合だと、バブルがはじけた後くらいから高専卒の採用というのは

ほぼ無くなっていると思うのですね。その辺に、どういう原因があるのかということ。やはり、会社が求

める専門性にまだちょっと、足りないということがあってですね。先ほど高専の７年制の話など出まし

たが、やはり、もう少し専門性が上がってこないと、我々のところでは採りにくいという事情も出てきて

います。どうして地元の企業が高専の学生さんを採らないのか、その辺をもう少し解析されたら良いの

ではないかと思います。 

 

【迫原校長】 

 非常に貴重なご意見をありがとうございました。先ほども少し言いましたが、専攻科の改組というこ

とを今まで検討してきたのですけれど、やはり、本科を含めた改組が必要だろうという話になった時に、

ちゃんとした企業アンケートを、一回取ろうという話をしました。今お話のあったようなことも、このア

ンケートで是非聞いてみたいと考えております。それから、なかなか大企業で採用していただけないと

いう話でしたが、最近どうも、逆の傾向もあるみたいでして、非常に就職が良くなったせいで、たとえば、

三井とかそういったところからも、今までしばらく高専生を採っていなかったのだけど、高専生を採り

たいという話も出てきているようです。これは、人が足りなくなってきたと言うことが背景にあるかと

は思います。一方で、いまおっしゃられたように、専門的な知識をどこまで持っているのかということが

問われるというのも確かだろうと考えますので、そういうことを、これからアンケート調査等で我々と

しても把握する努力をしたいと思っています。ありがとうございました。 
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【曽我部議長】 

 他にありませんでしょうか。 

 

【藤田委員】 

 先ほど、U ターンの支援のお話が出ていたのですが、実は私の娘も新居浜高

専でお世話になりまして、兵庫のほうで仕事をしているのですが、娘の話を聞

いていますと、同級生などでも、結婚してこちらのほうへ帰ってくるような卒

業生も結構いるのではないかと思います。そういう意味では、一度企業に就職

をして専門性を身につけた人材が地元へ帰ってくるということでもあります

し、その支援の仕組みを作って卒業生に周知をし、コマーシャルしていく。そ

うすれば、その U ターン人材が有効に活用できるのではないかと思います。

そういった仕組みの構築と、後は PR をしていくということ。特に、学生が卒

業する時にその仕組みを示してから卒業させるということをしていくと、いざという時に役立つのでは

ないかと思います。 

 

【迫原校長】 

 貴重なご意見をありがとうございました。そういった仕組み作りをこれから考えます。 

 

【曽我部議長】 

 私の方から二点ほどちょっとお伺いしたいのですが。 

 グローバル化で海外インターンシップに行かれる学生が何名か、いらっしゃいますけれど、経費の捻

出が難しいかと思うのですけど、どうされているのでしょうか。 

 

【早瀬教務主事】 

 経費につきましては、保護者で組織する本校の後援会からいただいて、インターンシップに行った学

生に対して、その一部を補助するという形でご支援をいただいております。企業にインターンシップに

行くと、費用のかなりの部分を企業側で負担していただけますので、その分で海外インターンシップに

行く学生の支援をしています。今のように人数が少ない間は、それでかなり、個人の負担は減らせている

という状況だと思います。 

 

【曽我部議長】 

 これからどんどん、グローバル化で海外インターンシップの件数が増えていくと思いますが…。 

 

【早瀬教務主事】 

 これから件数が増えていくとおそらく、現状のままでは補助できる金額が減っていきますので、学生

の負担はかなり厳しくなると思います。 
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【曽我部議長】 

 新居浜市長もおられますけれど、寄付を募るなどしてやっていかなければならないかと思いますけれ

ど。 

 

【早瀬教務主事】 

 そういうことを含みまして、先ほどの「トビタテ！留学 JAPAN」という制度では、学生支援機構の方

から、奨学金の支援がありますので、そういったものを使ってなるべく行ってもらいたいということで、

いろいろと活動している状況でございます。 

 

【曽我部議長】 

 専攻科を含めて本科の改組の検討が始まったということでしたが、差し支えなければどういった方向

性なのかを可能な範囲でお聞かせください。 

 

【迫原校長】 

 まず、改組そのものが必要なのか、というところからの話なので、方向性についてはまだ、はっきりと

は出ていないのですが、これから、少子化等、様々な問題が出てきますので、そういった問題が出てきた

ときにも、ある程度柔軟に対応できるような組織にする必要があると考えております。いろいろと議論

はしておりますけれども、この場でお伝えできる方向性というものはまだない状況です。 

 

【曽我部議長】 

 どこか他の高専で改組したところはございますか。 

 

【迫原校長】 

 今まで既に、たくさんの高専が改組をしております。たとえば、よくあるパターンとしては、学科を一

つにしてコースに分けるとか、入り口を一つにして対応するとか。それはやはり、入学者の確保という意

味でそういったパターンにされているようです。それから「機械」や「電気」などの、従来型の言葉です

ね。これからも、従来型の言葉で良いのかという議論も様々なところで出てきているようです。そういう

ことも含めていろいろと考えないといけないと思っています。 

 

【曽我部議長】 

 大学の方でも、多くの大学で改組が進んでいるのですが、少子化の問題が大きいのでしょう。複数の学

科を大きな学科にまとめていくというのがトレンドではあるようです。学科で定員管理をしていますの

で、大きくまとめた方が管理がしやすいということと、将来の学生の入学定員減を視野に入れているの

だと思います。大学と高専、同じであろうかと思います。 

 

【曽我部議長】 

 それでは、ここまでの質問、３－（１）までですが、他にどうですか。 
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【三上委員】 

 曽我部議長のおっしゃった海外インターンシップに係る財源の話で少しご

参考までにお話したいと思います。来月、長岡高専では１３人がメキシコに

行きます。全額補助ではないですけれど、補助のための資金を同窓生及び地

元産業界からお集めになったということです。それから、「トビタテ！留学

JAPAN」の地域版。これは、都道府県主催が多いのですけれども、最近では

市単位でも幾つか出てきておりまして、今、私が聞いているところでは奈良

市などです。文科省からの条件は１０社３００万円を集めてきなさい、とい

うことです。そうすると、学生支援機構の方が同額を補助します。それを財

源にして留学支援を、という仕組みです。新居浜市の場合には強力な産業界もありますので、チャレンジ

することも可能なのかな、というような気がしております。 

 

【小野委員】 

そういう意味での資料２５ページの JABEE のことも続けてお話させてください。今、継続するかど

うするか考えているようなお話でしたが、継続して欲しいと思います。 

 

【迫原校長】 

 これについては、先ほどお話しましたように、現在、４つのプログラムで JABEE の認定を受けている

のですが、JABEE という制度はそもそも、教育のシステムをきちんと作り、質の向上を図るというのが

大きな目標であります。そのためにいろいろな体制でありますとか授業内容の整備を行ってきました。

そして、それが整ったということで認定をいただきました。そして、５年経った時に更新を行いました。

更新できたということは、そういう仕組みが維持できていることを認めてもらったということです。裏

を返せば、それは既にそういう仕組みができて、自分たちで運用できるところまで確立できているとい

うことが証明された、と受け取っております。実は JABEE の更新にあたっては、審査料や維持費といっ

た結構な費用がかかります。そういうことを考えますと、JABEE というものを取得して良かったとは思

いますけれども、ある程度、自分たちでできるところまで来ているということで、これからは JABEE に

頼ることなく自分達で教育改善とその点検を行っても良いのではないかと考えております。今、１プロ

グラムだけは違うスケジュールで動いておりますので、これはもうしばらく続くのですが、他の３プロ

グラムについては今年が更新ということになるのですが、今のところ、更新はしないでおこうと思って

います。 

しかし、教育の質を担保しなければなりません。それについては先ほどの説明にもありましたけど、モ

デルコアカリキュラムというものがありまして、これは一方では教育の質をきちんと保つためのカリキ

ュラムでありますので、これを実践していくということ。それから、教育の PDCA を実行しているとい

うことを自分達でレビューを行うこと。それから、外部の目で、運用ができていることを評価していただ

くということも考えております。更新を止めるからといって、活動全体を止めるという訳ではありませ

ん。これからも教育の PDCA というものを回していき、そして外部からも評価していただくということ

を継続していけば、JABEE に頼らなくても良いと思います。また、JABEE 以外にも機関別認証評価と
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いった外部評価も受けており、そういったところで JABEE の代わりに評価もしていただけているとも

思います。総合的に考えますと、そういう結論に、今のところなっております。 

 

【曽我部議長】 

 ここには企業の方の委員が３名おられます。小野委員と、栗本委員、平田委員。大学の方でも JABEE

について、どうしようかと検討をしているのですが、JABEE の修了証をいただいたからといって、現在

のところ、学生側にとってはあまりメリットがないのですが、その点、どういう認識をもっておられます

か。企業の方からも、お伺いしたいと思うのですが。 

 

【小野委員】 

われわれ新居浜商工会議所傘下企業もやはり、日本国内だけではなくて海外研修あるいは海外での仕

事が増えると思います。これから、大企業自身の売り上げ構成は国内では５０％以下になると思われま

す。今後、５０％以上は海外だという傾向も強いのです。そうなった時に本当の意味で教育機関がどうあ

るべきかということを考えた場合、やはり継続をして欲しいと思います。企業としてもそういった人材

を求めていくでしょうし、そういう方向性になるのではないかと思います。 

 

【曽我部議長】 

 栗本委員は、いかがですか。 

 

【栗本委員】 

 実は、JABEE のプログラムを良く知りません。そのため、コメントの

しようがないのです。 

 

【曽我部議長】 

面接をして同程度の学生がいたとして、JABEE 修了生の方の学生を採用するというようなことは、特

にはありませんか。 

 

【栗本委員】 

 そういうことを意識したことがないです。 

 

【曽我部議長】 

 JABEE の認知度があまり高まっていないということでしょうか。もう十数年になるのですが、そうい

う現状なのだろうと思います。 

平田委員は、いかがですか。 

 

【平田委員】 

 JABEE については、私の経験は全て中小企業におけるものなのですが、正直なところあまり関係がな

いです。今日のように高専に来たときくらいしか、JABEE という言葉さえも聞かないです。 
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【曽我部議長】 

 愛媛大学の機械工学科も一度 JABEE に参加しました。ですが、これにはかなりの労力がかかり、教員

の方の負担も多いのです。「何年か続けると JABEE を取っていることで学生の就職とか進学とかにメリ

ットがあるだろう」と思って、頑張ったのですが、意外に何もなくて止めてしまったのです。それから、

小野委員のおっしゃっていた海外展開に関して、JABEE はあまり関係ないかと思います。実は JABEE

では、機械ならこれを教えなさいといったような枠組み、それから教育の改善の仕組みが出来上がって

いるかどうかを重点に見るところなので、海外展開のところはまたちょっと方向性が違うのかな、と思

っております。 

 

【三上委員】 

 長岡技科大の様子もお話します。本学も、４コース受けたのですが、今、建設は継続しており、他は休

止中ということです。土木はやはり、結構海外でも国際的な相互認証の要請が強いので、認知度は高いと

思います。また、ASEAN の市場統合に伴ってエンジニアの越境移動の壁をなくそうという中で、また、

JABEE の話が出ています。一部の国では盛り上がっているところもあります。それもやはり、基本的に

は土木エンジニア、建築エンジニア中心だろうと思います。機械はほとんどないですね。 

 

【曽我部議長】 

 だいぶ時間も迫ってまいりましたので、他にご意見等がなければ次に進めたいと思います。 

 

【藤田委員】 

全く別件になるのですが、ものづくり教育支援センターの取組で、地域貢献として３世代交流の場を広

げていただけるということ、中学生にとっても非常にありがたいことだと思います。さらに、それに加え

て教員同士の交流の場を広げていただけたら、相互理解と資質向上に繋がるのではないかと思います。

よろしくお願いします。 

 

【曽我部議長】 

 ありがとうございました。それでは、ここでいったん休憩ということで、時間も押しているのですが１

０分間休憩します。１５時５０分にまたこの場にお集まりください。 

 

 

 

 

～ 休 憩 ～ 
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議事 

（２）学生支援に関する事項      ･･････ 学生主事 

                       ･･････ 寮務主事 

                       ･･････ 学生相談室長 

（３）研究及び社会貢献活動に関する事項    ･･････ 高度技術教育研究センター長 

（４）その他の活動       ･･････ 男女共同参画推進室長 

 

 

【曽我部議長】 

 それでは、議題の３－（２）、（３）、（４）の３件について、何かご意見があれば頂戴したいと思います。 

 

【平田委員】 

 その３件以外になってしまうのですが、選挙権の問題です。１８歳以上ということで、年齢が下がった

わけですよね。主権者教育について、高専として何かされているのか、何か検討されているのか伺いたい

と思います。 

 

【早瀬教務主事】 

 具体的に始めたところであります。新居浜市の選挙管理委員会事務局の方から、選挙の啓発について、

今回１クラスではありますけれど、一年生のクラスで講演会を実施していただきました。また、今年度の

１１月の国領祭においては、選挙管理委員会事務局から、選挙啓発についてのブースを設け、「みきゃん」

などのキャラクターも来ていただいて、学生向けに色々と展示をしていただきました。来年度の参院選

くらいからということでありますので、そこに向けて、これからも学生への意識の啓発を高めていきた

いと考えております。 

 

【石川委員】 

 後でお願いをしようと思っていたのですが。先ほどお話があったように、選挙権が１８歳以上に引き

下げられたことについては市の方で出前講座を、高専あるいは各高校にさせていただいておりますので、

ご要請があれば出向いて講座を開きたいと思っております。そこでひとつ、ご相談なのですが、呉高専が

期日前投票所を開設する、と伺いました。今度の参院選からですね。新居浜市もできましたら新居浜高専

にお願いをして、今度の国政選挙から期日前投票所を開設させていただきたいと思います。松山市では

愛媛大学と松山大学とが既に開設いたしておりますので PR も兼ねてそういうことを相談させていただ

いたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【早瀬教務主事】 

 先日、選挙管理委員会事務局の方からも、そういうお話をいただきまして、本校でも前向きに設置でき
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るように検討したいと思っております。一週間というわけにはいきませんけれども、何日か、時間を決め

て設置して、本校の寮生も新居浜に住民票を移している学生も結構いますので、そこで「選挙があるよ」

ということを PR しながら意識啓発に努めたいと考えています。 

 

【曽我部議長】 

 他にいかがでしょうか。 

 

【小野委員】 

 先ほど、いろいろと研究成果の情報発信ということで話していただきました。年間業績報告書等々、高

専の HP でいろいろと情報提供をしていただいているのですが、新居浜商工会議所は２６００社あまり

の事業所を抱えており、その会議所の HP 等々でもお知らせする機会があろうかと思いますが、そこで

の情報提供についても考えていただきたいと思います。せっかくの情報を、もっと幅広く報せるために

もそういうことがあった方が良いのではないかと思います。よろしくお願いします。 

 

【中山高技センター長】 

 担当者の方とご相談させていただいて、是非、そういう機会をもらうようにさせていただきます、 

 

【栗本委員】 

 今のことに関連してなのですが、先日、高専で出されている技術シーズを

まとめたような冊子を見せていただいたのですけれど、それを見て初めて「高

専でこういう研究をされているのだ」ということを知りました。そういう意

味で、企業に上手く伝わっていない、宣伝されていないということを少し感

じましたので、せっかくああいう冊子などを作っていらっしゃるのでしたら

それを上手く活用する方法などを、検討されてはいかがかな、と思います。 

 一つ質問なのですが、先ほど論文数の紹介がありましたが、特許とかは出

されていないのでしょうか。その辺りを教えていただければと思います。 

 

【中山高技センター長】 

 では、最後のご質問からお答えします。特許も取得しております。どんな特許があるかと言いますと、

先ほどお話しの出た、本校の HP の年間業績欄のところには掲載しています。また、まとめたものとして

は、四国５高専で出している知財シートというものがあります。今、お手元の資料５５ページにいろんな

報告冊子が写っていますが、その中の一つが四国５高専の知財シートです。今日、その資料はお手元にい

っていないのですが、そういう、まとめたものがあります。ただ、企業と違いまして、特許の数は少ない

のが現状です。それと現在、高専機構が、費用がかかるために、どちらかというと特許出願を絞ってきて

おりますので、今後はさらに数が減ってくるかと思います。 

 

【栗本委員】 

 特許の数を予算的に減らさないといけないという話は、企業も一緒です。やはり、毎年の年金など、費
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用がかかるのですよね。そういう意味で、本当にその特許に意味があるのかどうなのかということの定

期的な維持要否の見直しのようなことはされていますか。 

 

【中山高技センター長】 

 昨年度、高専機構でありました。ある大学関係者から高専は酷いと言われたのですが、かなり費用をか

けておりながら、それに対するロイヤリティが非常に少ないということです。それで、今、見直しをして

います。大学も同じだと思うのですが、出願する場合は、できるだけ企業を付けてということが、決まり

のようになっていますので、逆に企業の方は、高専と一緒に共同研究で出願していくという方向にして

いただければ、本校の出願件数も増えていくとは思っております。 

 

【栗本委員】 

 わかりました。ありがとうございます 

 

【中山高技センター長】 

 それから先ほどの、本校の研究シーズが外に出ていないというお話ですけれど、最初市長からもお話

があったように、確かにあまり出ておりませんが、愛テクフォーラムの会員企業様には、常に情報を送っ

ています。ただし、企業の窓口担当の方へ送っていますので、特に大手の方は末端まで届いていないかも

しれませんが、一応、毎年本校の研究シーズ集を送らさせていただいております。あとは、市役所とか、

商工会議所の方のお力を貸していただければ、もっと本校の研究シーズ広がると思います。また、逆に本

校の研究シーズ集に載っている話を聞きたい、ということを言っていただければ、その教員に行っても

らうこともできます。私どもが選んだ教員で研究シーズ紹介の場を設けても、集まりが非常に悪かった

りします。今までもいろいろと試行錯誤をしてきたのですが、なかなか上手くいっていないのが実状で

す。今日は良いご提案をいただきましたので、是非、担当者の方とお話をして進めていきたいと思ってお

ります。 

 

【小野委員】 

 もうひとつ、最近出来ましたあかがねミュージアムとかあるいは、NHK や愛媛新聞社が入っている市

役所内のあかがねクラブというのがあるのですが、こういうところに情報を出すとそれぞれの新聞社等

も発表するでしょうし、そういう機会もあろうかと思います。 

 

【中山高技センター長】 

 ありがとうございます。是非、活用させていただきたいと思います。 

 

【三上委員】 

 男女共同参画についてですけれども、教員を増やすことだけが男女共同参画ではないですけれど、や

はり一つのメルクマールとして、女性教員が増えていくということがあると思います。ただ、うちの学生

を見ても、ドクターに進む女子学生というのは留学生がほとんどです。日本人学生が来ないのです。です

から、女性教員を採るといっても女性教員のプールが非常に乏しくなっているということですね。その
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辺りのことで、もし何かお考えがあればお伺いしたいということと、我々も高専の方と協力して、女性の

高専教員育成コースのようなものを、協力して作ることができれば、というようなことも考えておりま

すので、また、ご相談する機会があれば良いと思っております。 

 

【迫原校長】 

 教員の話ですけれど、まず女子学生が増えないと教員も増えませんので、学生の話からいたします。 

 

【大村学生主事】 

 現状女子学生は２９５人、ほぼ３割ということで、他の高専と比べると、女子の比率が多い方ではあり

ます。男女共同参画推進室と広報推進室が、高専女子百科 Jr というような冊子を作りまして中学生向け

の広報をしていたり、従来の学校のイベント等で、できるだけ女子学生に対して本校の女子学生をサポ

ートに回らせて、女子が女子を勧誘するようなことをしていたりします。そうして学生の勧誘について

は努めているところではあります。 

 

【迫原校長】 

 実は私も、昨年の３月まで大学の工学にいたのですけれども、全く同じでした。女性教員を採用しよう

にも応募がまずありませんので、なかなかそれができない。今おっしゃったように、女子学生がなかなか

ドクターまで残ってくれないのです。女子学生は入って来るのですが、なかなか、ドクターまで行くとい

うのは難しい。マスターまでは、そこそこの人数が進みます。例えば高専生の場合も、編入学をして、大

学に進むという学生は結構いると思うのですが、そこから先がなかなか増えないということです。特に

工学の中でも機械系とか、どうしてもそういう学科では、そもそも女子学生がいませんから。採用しよう

がないというのが現状じゃないかと思います。生物系の学科などでは割と女性研究者もいますので、そ

ういう分野では採れると思います。では、これに対して何か妙案があるかと言われると、なかなかござい

ません。どこでも書かれていることですけれども、採用するときに同等の能力があれば女性教員を優先

的になんていう文言は出ておりますけれども、そうはいっても、そもそも応募が少ないというのが現状

ではないかと思います。これについては、特に女性教員を増やしていく方策を国レベルで考えてもらわ

ないとどうしようもないという感じはしております。答えになりませんけれども、現状では打開策は全

くないと言ってもいいという程度でございます。 

 

【曽我部議長】 

 先日、工学部長会議というものがありまして、そこでも女性教員の数の問題が出てまいりましたけれ

ども、西日本の大学についてですが、概ね平均５％くらいでした。いろいろな取組みをされていたのです

が、校長先生がおっしゃったとおり、そもそも、女子学生がいない。応募者がいない。そこで、ある大学

ではマスター卒業で優先的に採用して、その後でドクターの取得を積極的に支援するという方策を紹介

されていましたので、ご紹介しておきます。 

 

【曽我部議長】 

 そのほか、何かございませんでしょうか。 
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【曽我部議長】 

 学生のいじめの話が少し出ていましたが、ハラスメント等の、そういう事態が発生したときの仕組み

等はございますか。 

 

【大村学生主事】 

ハラスメントに関しましては、学生相談室を含め、担当教員がおりまして、そこに相談がきた場合に

は、すぐ校長に相談し、委員会を組織するということになっております。現状、ハラスメントに関する学

生からの申し出はありません。それ以前の段階でのいろいろな相談があった場合に、いじめ対応等でき

るだけタイトに対応するようにして解決に努めているところです。 

 

【曽我部議長】 

 いじめなどの学生同士のことだけではなくて、例えば教員が学生に対してパワハラをするとか、女性

学生に対してセクハラをするとかについては、いかがでしょうか。 

 

【大村学生主事】 

 学生と教員。アカハラやパワハラ。そう言った事態の対応についても同様でございまして、相談がきま

したら、まず校長に報告いたしまして、委員会を組織するような体制を整えております。 

 

【曽我部議長】 

 どうもありがとうございました。他にありますか。 

 

【石川委員】 

 ちょっと現実的な話なのですが。以前、食堂を見せていただいたときに、確か市外の業者が入っていた

と思うのですが、今も同じですか。 

 

【大村学生主事】 

 食堂の業者は、昨年度契約を更新しました。入札をしたのですけれども、同じ業者が採用されました。 

 

【石川委員】 

 何年に一度更新ですか。 

 

【大村学生主事】 

 前回は３年だったのですが、昨年度の更新で５年に１回になりました。 

 

【石川委員】 

 かなり洗練された良い感じだったので、いいなあとは思ったのですが、ちょっと、やはり地元ではない
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のが残念です。 

 

【大村学生主事】 

 そうですね。３社ほど応募がございまして、その中でサービス等を全て点数化して選考を行い、引き続

き、同じ業者になりました。 

 

【石川委員】 

 すみません。ありがとうございました。 

 

【曽我部議長】 

 予定の時間も過ぎておりますので、他になければ、これでまとめに入りたいと思いますがよろしいで

しょうか。 

 

【曽我部議長】 

 本日は長時間、どうもありがとうございました。 

 前半の教育関係のところで活発な意見を頂戴いたしまして、グローバル化の推進も是非積極的に行っ

ていただきたいと思います。それから、地域からの要望としては、やはり人材確保。人手が足りないとい

うところで、U ターンであるとか、人材教育の情報をできるだけ開示してほしい。あるいは高専のほう

から積極的に PR をしていただきたい。さらに、地域貢献、研究のシーズについても、積極的に地元企業

に PR 活動を行っていただければと思います。また、１８歳以上の選挙権の話ですとか、特許の状況であ

るとか、いろいろな話題が出てきましたけれども、今後も地域貢献、それからグローバル化にも対応でき

る高専を目指して一層機運を吸収して、発展していただくようお願い申し上げます。 
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第１０回運営諮問会議における委員からの主な意見とその対応について 

平成２８年２月 

 

 

 

 委員からの意見 対応状況 

１ 学外研修について  

 新居浜を中心とした地元企業に就職する

学生が少ないことを危惧している。企業と

学生とのミスマッチを少なくするという意

味でも、学外研修先に新居浜市内の企業も

加えてほしい。 

 

平成２７年度においては、環境材料工学科４年生が「住

友化学 愛媛工場」様において学外研修を実施した。学外

研修については、日程及び研修先の都合もあり、マッチン

グが難しい面もあるが、可能な限り研修先に地元企業も盛

り込むよう努力したい。 

また、地元企業に就職する学生が少ないというご懸念に

対し、本年度の企業説明会（平成２８年３月１日）の実施

にあたっては、新居浜高専技術振興協力会（愛テクフォー

ラム）の会員企業様３９社すべてにご案内し、１８社にご

参加いただけることになっている。学生が、少しでも地元

企業を知る機会になることを期待している。 

２ 海外派遣事業について  

 海外インターンシップ等の海外体験は学

生にとって貴重な経験となると考える。三

機関（長岡技科大・豊橋技科大・国立高専

機構）連携事業で提供する海外インターン

シッププログラムを活用してほしい。 

 

本年度は、本校独自に専攻科生２名がモンゴルと重慶(中

国)において海外インターンシップ研修を実施した。また、

高専機構主催の「海外インターンシッププログラム」 第

２次日程にも専攻科生が 1 名参加予定である。学生には海

外インターンシップへの参加を勧めているが、経費の問題

等もあり、参加者数はあまり増えていない。特に、専攻科

においては国際的に活躍できる技術者の育成を目指して

おり、今後も海外インターンシップを推進していきたい。

上記のように、海外インターンシップを希望する学生数

が少なかったため、三機関連携事業の海外インターンシッ

ププログラムを活用するには至らなかったが、今後経費の

補助方法等についても検討を進め、学生が参加しやすい方

策を検討し、海外インターンシップの促進を図りたい。 
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３ 産官学における地域連携の推進について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東予地域唯一の高等教育機関として、地

元企業との共同研究を新居浜市の補助金制

度も活用するなどして拡充をしてほしい。

特に成果が出た場合は、大々的にＰＲをし

て産学連携の活性化につなげてほしい。 

 

平成２６年度（平成２７年３月まで）に、新居浜市「中

小企業振興助成制度」を利用した地元企業との共同研究 1

件を実施することができた。その成果については、ノウハ

ウが含まれる技術であるため、学会など公式の場での発表

は控えているが、将来的にはＰＲしていきたい。また、当

該企業は、これを機に「愛テクフォーラム」の法人会員と

して入会していただき、担当教員（一般会員）と「愛テク

フォーラム」内に勉強会を立ち上げることを検討中であ

る。 

そのほか、本年度に「愛テクフォーラム」に入会した地

元企業が６名の教員（一般会員）と勉強会を立ち上げ、新

居浜市「中小企業振興助成制度」への申請を視野に入れた

共同研究に向け準備中である。 

 

学生が実際に社会を見て、実感として何

かを感じ取るきっかけを作ってほしい。新

居浜を中心に地元企業とコンタクトを取

り、地元の特色を生かした教育を学生に提

供する機会をつくってほしい。 

 

いただいたご意見をもとに、平成２７年２月に２回、就

職活動を控えた本科４年生の希望者による「愛テクフォー

ラム」会員企業の訪問を３社において実施した。現在、低

学年の学生を対象に会員企業の訪問及び会員企業による

本校での企業ＰＲ会の実施を検討している。 

そのほか、高度技術教育研究センターでは、愛媛県がＨ

Ｐに掲載している「東予地域ものづくり企業見学リストに

ついて」の利用を学内にＰＲしている。 

新居浜や地元工業発展の歴史について知

らないまま卒業する学生もいると思うが、

地元工業の礎を築いた人物や歴史につい

て、学生に教育してほしい。 

また、地元出身のエンジニアやビジネス

リーダーとして活躍した人をロールモデル

として教育に取り入れていくのも必要では

ないかと思う。 

 2 年生の学外研修において、旧別子（別子銅山）を探訪

し、江戸・明治期の別子銅山の遺構を見学しながら新居浜

の発展の歴史を学ぶ機会を設けている。 

また、授業では、本科の「経営工学」、専攻科の「ベン

チャービジネス概論」において、本校 OB で経営者として

活躍している方等に講師をお願いし、将来のキャリア形成

を考えるとともに、ベンチャーマインドの養成に努めてい

る。 
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４ 教員の評価について  

 教員の評価にあたっては、教育業績のほ

か、フィールド分野での活躍についても考

慮することで、産業界との結びつきが強く

なると思う。 

 

 

教員評価については、教員評価検討ワーキングを設置

し、公平で客観的な評価となるよう検討している。評価は、

教育活動、研究活動、外部資金の獲得、学校運営、地域貢

献等の各項目について評価する予定にしている。共同研

究、技術相談、地域産業界の委員活動等の産業界との連携

については、研究活動、外部資金の獲得、地域貢献の分野

で評価を行い、研究費の配分等に反映させていく予定であ

る。 

 

５ 専攻科教育について  

 コース横断型、専攻横断型の授業科目

（PBL 関連科目等）を取り入れることはカ

リキュラム上の大きな工夫が必要だと思わ

れるが、非常に意味のあることだと思うの

で、引き続き検討を進めていただきたい。

 

ＰＢＬ関連科目等を取り入れることは、本校としても重

要な課題として取り組んでおり、今後も引き続き検討を進

めていく。 

６ その他  

 豊かな人間性の涵養のためには、読書が

一つの鍵になると考えている。学生に教員

自身が感銘を受けた本、有益だと思う本を

随時推薦するなど読書の機会を数多く提供

する必要があると思う。 

 

本 校 図 書 館 の 学 内 限 定 ウ ェ ブ サ イ ト （ LIBRARY 

Presents）において、毎月、担当教員が、「わたしが薦め

るこの一書」と題して自身が感銘を受けた本、学生にとっ

て有益だと思う本を紹介している。過去に紹介されたもの

は同ウェブサイト上のバックナンバーで閲覧でき、平成２

８年２月現在で２００冊以上の本を紹介している。 
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(独) 国⽴⾼等専⾨学校機構

新居浜⼯業⾼等専⾨学校の概要

運営諮問会議

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）
校長 迫原 修治

www.***.com

Logo
マーク 教育理念と基本⽅針

知恵・行動力・信頼

教育理念

学びと体験を通じて、未来を切り開く知恵と

⾏動⼒を持った信頼される技術者を育てる

教育の基本⽅針

創⽴：昭和37年（1962年）
国立高等専門学校 一期校（12校）

www.***.com

Logo
マーク 教育⽬標

１） 体験教育を通して、自主性、責任感及び自己学習能力を
養う。

２） 課題発見と問題解決のための確かな知識、豊かな感性
及び実践力を養う。

３） 豊かな教養と技術者としての倫理観を養い、社会に貢献
できる広い視野を育む。

さらに、専攻科の教育目標に次の事項を加える。

４） リーダーとして信頼される資質・能力を高め、国際的な
コミュニケーション能力を伸長する。

５） 創造的な技術開発能力と総合的な判断能力を養う。

www.***.com
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・新居浜市（東予地域の中心）: 住友グループ（住友金属鉱山、住友化学、
住友重機械工業、住友共同電力）および関連中小企業

○ 素材、半導体、造船、飲料、発電、鉄鋼、化学など多岐にわたる製造業

・今治市： 造船業、食品および関連中小企業

・四国中央市： 製紙業および関連中小企業

愛媛県東予地域の特⾊

○ 高等教育機関： 新居浜高専のみ

新居浜高専の目指す姿

東予地域の⾼等教育・研究の拠点

・西条市： 半導体、化学、飲料および関連中小企業

多岐にわたる製造業に対応可能な学科編成

（機械工学科、電気情報工学科、電子制御工学科、
生物応用化学科、環境材料工学科）

新居浜⾼専の⽬指す姿

www.***.com
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マーク 学科構成

 機械工学科

 電気情報工学科 （電気工学コース・情報工学コース）

 電子制御工学科

 生物応用化学科 （応用化学コース・生物工学コース）

 環境材料工学科

（材料関係の学科を持つ高専は全国で４校）

四国唯⼀の５学科で構成される⾼専

www.***.com

Logo
マーク 規 模

学科名 学生定員 在籍学生数 専任教員数等

校 長
機械工学科
電気情報工学科
電子制御工学科
生物応用化学科
環境材料工学科
数理科
一般教養科

小 計

専攻科学生
技術室職員

２００名
２００名
２００名
２００名
２００名

１，０００名

４０名

２１２名
２０５名
２０３名
２２２名
２１２名

１，０５４名
（294名）

５２名（8名）

１名
１１名
１２名
１１名
１２名
１０名
１１名
１４名
８２名
（6名）

１２名（1名）

事務部（総務課・学生課） （３２名）

合 計 １，０４０名 １，１０６名 １２６名

平成２８年２月１日現在

（ ）内は女性
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※校長を含めると教員は８２名

学科
・
科

機械 電気 電子 生物 材料 数理 一般 計

博士 １０ １２ １０ １２ １０ １０ ４ ６９

技術士 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

修士 ０ ０ １ ０ ０ １ ７ ９

他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３

計 １１ １２ １１ １２ １０ １１ １４ ８１

機械：機械工学科 電気：電気情報工学科 電子：電子制御工学科
生物：生物応用化学科 材料：環境材料工学科 数理：数理科
一般：一般教養科

平成２８年１月現在

www.***.com

Logo
マーク 本科⼊学者選抜の状況 (１)

平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度

志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者

機 械 工 学 科 ６５人
４２人

（１）
６５人

４２人

（３）
７０人

４２人

（３）

電 気 情 報 工 学 科 ６５人
４２人

（９）
５６人

４２人

（１４）
６０人

４２人

（１０）

電 子 制 御 工 学 科 ６４人
４１人

（９）
５９人

４２人

（４）
７５人

４１人

（１）

生 物 応 用 化 学 科 ５８人
４３人

（２７）
５７人

４２人

（２５）
８４人

４２人

（２４）

環 境 材 料 工 学 科 ５５人
４２人

（１４）
５９人

４３人

（１７）
７２人

４２人

（１８）

計 ３０７人
２１０人

（６０）
２９６人

２１１人

（６３）
３６１人

２０９人

（５６）

注：（ ）は女子で内数。第２・３志望の学科に合格した者の数は合格した学科の志願者として計上した。

www.***.com

Logo
マーク 本科⼊学者選抜の状況 (２)

推薦志願者数 学⼒志願者数

126
142

123 116

157 157 153 150

252 249

204 215

275 276

207
225

1.67 1.69

1.43
1.52

1.79 1.81

1.48 1.54

0

0.5

1

1.5

2

0

50

100

150

200

250

300

350
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Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ H２６ H２７

志願者倍率と志願者数の推移人 倍
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マーク 在校⽣の出⾝地区別状況

地 域 学生数 割合（％）

新居浜市 ３８７名 ３６．６

西条市 ２１４名 ２０．２

四国中央市 １１８名 １１．１

今治市 １１６名 １１．０

松山市 ５４名 ５．１

その他愛媛県内 ８７名 ８．２

愛媛県外 ７６名 ７．２

外国人留学生 ６名 ０．６

１０５８名 １００．０

東予地域
７９％

平成27年5月1日現在

留学⽣
マレーシア モンゴル カンボジア インドネシア ラオス 計

２名（１名） １名（１名） １名 １名 １名 ６名（２名）

（）内は女子学生
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マーク ⼊学者の確保対策

 校長理事校訪問（4校）

 地区別学校説明会の開催

東予地区 25校、今治地区 5校、徳島西部地区 9校

 中学校訪問（1回目：144校、2回目：68校）

１回目（6月）： 県内 102校、香川 11校、徳島 13校、広島 18校

2回目（11～12月）： 県内 62校、香川 1校、徳島 5校

 中学校開催の進路説明会(47校)

中学校へのPR活動

⼊試広報活動
 入試広報活動として、毎年中学生向けのパンフレット(はばたけ未来へ)、

広報カレンダー（下敷）の作製

 新居浜高専版「高専女子百科Jr.」を作製（平成26年度）

 学校紹介DVDの更新

○ 主な取り組み（平成27年度）
www.***.com

Logo
マーク 広報活動（１）

■ 実施日：平成２７年８月８日（土）、９日（日）

■ 内 容：講座１０テーマ

保護者懇談会

学寮見学

■ 参加人数：９７２名

夏期体験学習
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■ 実施日： 平成２７年８月２１日（金）、２２日（土）

■ 会場： 愛媛大学城北キャンパス

■ 内容： （１）ものづくり体験講座 （対象：小学生・中学生）

（２）新居浜高専紹介コーナー

（３）受験に関する相談会 （対象：中学校教員、保護者）

■ 参加者： １０５名

■ 日時： 平成２７年９月２６日（土） 午前の部 9：30～12：00

午後の部 13：20～15：50

■ 対象： 中学生と保護者

■ 内容： 校内見学（全学科コースと学科別コース）、 学校案内ＤＶＤ上映

学寮見学

■ 参加者： ３４６名（中学生： ２３３名、保護者： １１３名）

ものづくりフェスタin松⼭

学校⾒学会

広報活動（２）
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学園祭（11/7, 8）に、入試情報コーナーを開設し、受験相談、展示、

ビデオ上映、 入試過去問題解説、学科別ミニ見学会を行う。

⼊試情報コーナーの開設

参加者： 中学生 １７３人、保護者 １６９人

入試問題の解説学科の展示

広報活動（３）
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Logo
マーク ⾼専卒業後の進路 (１)

区 分 学 科 就職希望者 就職者数 就職率 求人数 求人倍率

本 科

機械工学科 30 30 100% 533 17.8

電気情報工学科 33 33 100% 561 17.0

電子制御工学科 20 20 100% 536 26.8 

生物応用化学科 19 19 100% 273 14.4

環境材料工学科 22 21 95.5% 340 15.5 

計 124 123 99.2% 2243 18.1

平成26年度 本科卒業⽣の就職状況

就職： 本科⽣の約70％
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マーク ⾼専卒業後の進路 (２)

区 分 専 攻 就職希望者 就職者数 就職率 求人数 求人倍率

専攻科

生産工学専攻 10 10 100% 335 33.5

生物応用化学専攻 1 1 100% 166 166.0 

電子工学専攻 1 1 100% 290 290.0

計 12 12 100% 791 65.9 

平成26年度 専攻科修了⽣の就職状況
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マーク ⾼専卒業後の進路 (３)

平成26年度 本科卒業⽣の主な就職先
旭化成 ㈱ 今治造船 ㈱ 渦潮電機 ㈱ 大塚化学 ㈱

オムロン ㈱ 関西電力 ㈱ キヤノン ㈱ ㈱ クラレ西条事業所

四国電気工業 ㈱ 四国電力 ㈱ シブヤ精機 ㈱

住鉱テクノリサーチ ㈱ 住重試験検査 ㈱ 住友共同電力 ㈱

住友金属鉱山 ㈱ 住友重機械搬送システム ㈱ 大日精化工業 ㈱

東レ ㈱ 日本ケッチェン ㈱ パナソニック ㈱ アプライアンス社

㈱日立ビルシステム 福助工業 ㈱ 富士通 ㈱ フジテック ㈱

マルホ発條工業 ㈱ 三浦工業 ㈱ 三菱電機ビルテクノサービス ㈱

他
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マーク ⾼専卒業後の進路 (４)

平成26年度本科卒業⽣の進学先
長岡技術科学大学 豊橋技術科学大学 東京工業大学

岐阜大学 大阪大学 岡山大学 徳島大学 香川大学

愛媛大学 九州工業大学 佐賀大学 高知工科大学

高崎経済大学

（⼤学編⼊学２６名）
新居浜⾼専専攻科へ２２名

平成26年度専攻科修了⽣の進学先
京都工芸繊維大学大学院

奈良先端科学技術大学大学院

（⼤学院進学者３名）

本科⽣の進学率： 約30％ （全国平均より若干低い）
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地区別就職状況
新居浜市内 愛媛県内 四国 関西 関東 その他 計

本科 ２１名 ４６名 ５４名 ２９名 ３１名 ９名 １２３名

割合（％） １７．１ ３７．４ ４３．９ ２３．６ ２５．２ ７．３ １００．０

専攻科 ３名 ７名 ７名 １名 ２名 ２名 １２名

平成２６年度 卒業生及び修了生

⾼専卒業後の進路 (５)
www.***.com

Logo
マーク 施設・設備の整備等

⼤型機器導⼊（平成25年度）
液体クロマトグラフ質量分析装置

スパッタ装置

多目的Ｘ線測定装置

非破壊方式化学分析システム

デジタルＮＭＲ

エネルギー環境・水理実験装置

炭酸ガスレーザー加工機

立型マシニングセンタ

半導体プロセス実習実験設備

など

第１・第２体育館非構造材耐震補強

（バスケットゴール更新）

第１・第２体育館非構造材耐震補強

（照明器具更新）

合宿研修所改修

プール改修

第一浴室給湯配管更新

雄風寮 寮室天井改修

桜風寮防犯設備

構内光ケーブル更新

営繕⼯事（平成27年度）

課題： 施設・設備の老朽化
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（１）平成26年度 収⼊･⽀出決算額

右図のとおり

（２）教職員のコンプライアンス意識
の向上

平成24年度から毎年１回，全教職
員を対象にコンプライアンス・マニュ
アル（機構本部作成）を基に，セルフ
チェックを実施。教職員の意識向上と
適正な会計処理を実施している。

（学校案内２０１５ p. 44）
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マーク ⾼専を取り巻く環境

⾼等専⾨学校の充実に関する調査研究協⼒者会議

実践的な職業教育を⾏う新たな⾼等教育機関の制度化

⾃⺠党・⾼等専⾨学校を考える議員連盟

高等専門学校本科卒業生の6割が就職，4割が進学している状況の
中で，学士相当を目指す教育をどのように位置づけるか

高等専門学校の有する力をより発揮するために，規模や配置，法人
の組織形態をどう考えるか

有識者会議の審議のまとめ（論点整理）：平成27年3月

中教審 特別部会で制度化の議論

取りまとめ： 平成28年1月末を目途

高等専門学校の今後のあり方について 提言（平成27年9月）
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教育の質の向上と改善

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

教務主事 早瀬 伸樹
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マーク １．教育課程の編成等

１．専攻科において、平成29年度に現在の３専攻２コース制から１専
攻５コース制へ改組することを目指し、教育課程の設計等を進め
る。

専攻科において、平成29年度に現在の３専攻２コース制から１専攻
５コース制へ改組を計画し、高専機構と情報交換を実施してきたが、
産業構造の急速な変化、グローバル化等へ対応できる技術者を養
成するためには、本科を含めた改組について検討する必要がある
と判断し、改組のためのWGを設置した。

２．今後の高専のあり方について、中国・四国地区の高専と協働して
検討をする（ブロック会議）。

中国・四国地区の校長会議、校長・教務主事会議等で、教育・ＦＤ
等についての協働のあり方について検討を行った。本校では、化
学系の化学工学の協働共有の幹事校として協働授業等を進める
予定である。
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４．企業アンケート等を実施し、企業の求める人材、高専卒業生の評
価等について調査を実施し、教育課程の編成等の資料とする。

・企業説明会において企業の求める人材、高専卒業生の評価等
を実施した。

・専攻科生産工学専攻環境材料工学コース においては、「学習･
教育目標の達成度に対するアンケート調査」を実施し、その結
果を解析中である。

・学科及び専攻科の改組を検討する資料とするため、アンケート
の実施を計画している。

３．セメスター制の評価を行い、来年度の行事予定作成に活かす。

概ね良好な評価であったが、前期中間試験の日程等を変更（H27
年度）。H27年度の評価を基に、平成28年度の行事予定を作成中。
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マーク ２．教育の質の向上及び改善等

１．学習到達度試験「数学」、「物理」の結果を、各科目の担当教員
が分析し、ＦＤに役立てる。

数学、物理の各担当教員が、試験結果について解析を行い、今
後の指導計画等も含めて、教員会で報告した。また、四国地区統
一試験を実施している「化学」についても担当の教員が教員会で
報告した。

２．本校においてTOEIC-IPを年２回実施し、これらの受験結果を参
考に、英語力の向上を図る。

結果を教員会で報告して、情報共有を図っている。また、第１回目
の試験の未受験者への対策、低得点者への対策を講じている。さ
らに、専攻科学生の低得点者対象のTOEIC補習も行っている。
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３．「勉学アンケート」、「授業アンケート」、 「担任アンケート」を実施
し、その結果を分析し、学生及び教員等にフィードバックする。

・授業アンケート、勉学アンケートを実施し、その結果を分析し、教
員にフィードバックし、授業改善に活かした。

・担任アンケートを実施し、その結果を担任にフィードバックし、最
優秀担任を選出するとともに、評価の低い担任については改善
を求めた。

４．地域産業との連携を図る授業の実施

・企業技術者等活用プログラムに「企業との協働による分野横断
的能力の養成」、「経営工学という授業への企業技術者の活用」、
「福祉現場における実践的課題解決教育プログラム」を実施。

→企業技術者等活用プログラムのプログラムは終了するが、
授業等は継続の予定。

www.***.com
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５．モデルコアカリキュラム導入の促進

平成26年度まで
・モデルコアカリキュラムと本校開講科目の対応表を作成
・本校教職員対象のモデルコアカリキュラム説明会
・モデルコアカリキュラムに適合するよう授業内容の見直し

平成27年度
・シラバスを改訂し、ルーブリック評価(学習・教育に関する到達目標
の合否および到達レベルを示す基準による評価)の導入を決定

平成28年度以降
・ルーブリックによる評価項目と基準に従って学生の到達度を評価し、
学生自身の学習改善及び教員の授業改善等に繋げていく予定

モデルコアカリキュラムとは？：
高専卒業生・専攻科修了生が共通に到達すべき目標（最低限の到達目標：ミニ
マム・スタンダード）で、平成30年度までに全国の高専に導入することを決定。
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６．JABEE認定プログラムで継続的な教育の質の向上を図る。

各JABEEプログラムで教育改善に取り組んだ。平成27年度末に有
効期間が終了する3つのプログラムについて、継続審査受審の必
要性について検討を開始した。

７．本科４年生及び専攻科１年生全員がインターンシップを実施で
きるよう支援する。また、海外インターンシップへの参加につい
ても支援する。

本科４年生及び専攻科１年生全員がインターンシップに参加した。
本校独自の海外インターンシップとして、専攻科生がモンゴルと重
慶(中国)で研修を実施した。また、高専機構主催の平成２７年度「海
外インターンシッププログラム」 第２次日程に参加予定である。
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８．FDなどの教員の能力向上を目的とした研修を実施

・四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）－FDプログラ
ムを実施（「今すぐ役立つ授業Ｔｉｐｓ アクティブ・ラーニングのス
タート」）

・新たな教育手法への取り組み、最優秀担任の学生指導法等につ
いて教員会で報告

・授業能力を高める必要性から、FDとしての公開授業を積極的に
行うため、今年度より各学科・科で年間最低1人の公開授業を実
施
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マーク ３．新たに取り組もうとしている事項

１．教育の質を落とすことなく教員の負担軽減

教育の質を落とすことなく教員の負担軽減
●大人数授業の導入を予定

→平成28年度に化学１で試行（補講等を取り入れ学生の到達度
の低下を防ぐ）

●学修単位（大学と同じ単位カウント）の検討
→学生の主体的な学習の促進

２．質(到達度)の保証及び学生の主体的学びの推進

教育の質を落とすことなく教員の負担軽減
●高専機構教育改革推進本部プロジェクト「到達度試験に関する
課題整理と実践評価」への参加（電気・情報分野、化学生物分野）

→質の保証や学生の主体的学びを推進するために，CBT
（Computer Based Testing,）の導入を目指す。

→学生の学習到達度の確認用，学習用，教員FD 用として活用
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Logo
マーク ４．グローバル教育の推進について

教務委員会

専攻科教育委員会

国際交流推進室 学生課総務課

交流協定締結

海外インターンシップ
研修旅行
海外留学
留学生受入れ
留学生指導
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１．海外の教育機関等との学術交流協定の締結を進める。

徳州工業職業技術学院との学術交流協定の締結は協定文書等も
作成し、準備中である。インドネシアのスラバヤ工科大学との協定
について検討中である。

２．在外研究員として教員１名をオーストラリアに派遣する。また、来
年度以降の在外研究員派遣についても学内での調整を進める。

在外研究員として教員１名をオーストラリアのサザンクロス大学に
派遣中である。「国立高等専門学校教員グローバル人材育成力強
化プログラム」に申請を行った。
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３．高専機構主催の海外インターンシップへの参加を推奨するとと
もに本校独自の海外インターンシップ実施を検討する。

高専機構主催の平成２７年度「海外インターンシッププログラム」 第
２次日程に参加予定である。また、本校独自の海外インターンシッ
プとしてモンゴルと重慶(中国)で研修を実施した。

４．全学生を募集対象とした海外研修を実施する。

全学生を募集対象とした海外研修として、学術交流協定校である
オーストラリアのサザンクロス大学において語学研修プログラムを
実施する。
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５．海外留学支援制度について、学生への周知を図る。

留学エージェントと協力し、本科１・２年生を対象に「トビタテ！留学
JAPAN 日本代表プログラム（高校生コース）」海外留学説明会を開
催した。現在、国際交流推進室で申請書作成などのサポートを行
なっている。

www.***.com

Logo
マーク ５．情報教育について

１．情報 リテラシー・セキュリティ 教育の実施

全学科の1年生で実施する「情報リテラシー」
・ コンピュータ操作の基本やワープロ・表計算ソフトの使い方
・ インターネットを利用する上でのモラルや危険性
・ 高度情報化社会における法律

２．インターネットを利用した学習支援

学習マネジメントシステム WebClass
・ 授業資料の電子ファイルによる配布
・ 電子ファイルによるレポート提出
・ オンラインテスト
・ アンケートの実施

（新入生、勉学、授業 など ）
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Microsoft Visual Studio（プログラミング言語）
MATLAB（数値解析）
LabVIEW（計測制御プログラミング）
MicrowaveOffice （マイクロ波回路設計）
Pro/Engineer（3D CAD）
ANSYS（構造解析）

３．専門科目 や 研究支援

②学生用電子メールの配布
高専機構の包括ライセンスによって
Microsoft のオンライングループウェア Office365 が
教職員と学生の利用が可能に
学生用メールアカウントが利用可能に

（ユーザID） @niihama.kosen-ac.jp
また、このライセンスにより、私物PCへのMicrosoft Office のインス
トールが可能に

①演習室に導入されているアプリケーション

www.***.com

Logo
マーク
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ものづくり教育支援センター

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

ものづくり教育支援センター長 松田 雄二

www.***.com

Logo
マーク ものづくり教育支援センター

教育の質の向上には、アクティブ・ラーニング導入など、

「経験すること」により「～ができるようになる」という、

教育デザインは欠かせない。

その教育デザインには、「現場」、「現物」、「現実」が整った

【教育支援環境】が必要である。

【教育支援環境】＝人材・設備・技術（ひと・もの・わざ）

・センターの概要と業務

・センターの施設・設備

・ものづくり教育支援例

・将来構想
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ものづくり教育支援センター長
（技術室長）

技術室
１２名（技術長１、技術専門職員７、技術職員４）

第一部門
（機械系）

５

副センター長：４名

第三部門
（化学・材料系）

４

第二部門
（電気・電子系）

３

ものづくり教育支援センター
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・各学科の実験・実習および卒業研究等の教育研究支援に関すること。

・ものづくり課外活動の支援に関すること。

・地域連携による技術交流・支援に関すること。

・機械及び材料実習工場の管理運営に関すること。

・アイデア通り工房の管理・運営に関すること。

・技術室の業務目標・計画及び評価に関すること。

・技術職員の研修計画に関すること。

・その他、ものづくり教育及び地域との技術交流の推進に関すること。

ものづくり教育支援センター
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ものづくり教育支援センター・技術室

「ものづくり、困ったときには、技術室」
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センターの施設・設備
・旋盤（汎用、CNC）、ボール盤、フライス盤、コンタマシン
・鍛造（コークス炉、エアハンマー）、鋳造（溶解炉）、溶接（アーク、ガス、Tig)
・炭酸ガスレーザー加工機
・5軸マシニングセンタ など
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ものづくり教育活動支援例
・ロボコン
・エコラン
・鳥人間コンテスト
・数学教材
・化学教材 など
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鳥人間コンテスト機体製作支援

エコランプロジェクト製作支援
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将来構想

・改修計画（ものづくり工房、あかがね工房）

・エンジニアリングデザイン教育センター
（EDEC）構想
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ものづくり（学内外）
・教育
・研究
・課外活動
・地域貢献（地域交流）
【三世代交流の場】

センター長、副センター長：5名、技術室12名

ものづくり教育支援センター
（エンジニアリングデザイン教育支援センター）

（EDEC）

機械実習工場

材料実習工場

ものづくり工房

あかがね工房

三世代：①小中学生と本校学生、②社会人、③社会人OB

www.***.com
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学生支援に関する事項
（目指すところ）

・安心・安全・快適 なキャンパス作り

・自主性・自立心・協調性の涵養

寮
生活

学校
生活

学生
相談
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学校生活

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

学生主事 大村 泰

www.***.com

Logo
マーク 登校指導

・委員による4月，９月，１月の長期休暇明け１週間指導
・毎週１回，学生会による挨拶運動

（目的） 挨拶の励行，通学時の安全指導

（問題点） 見ていない時の傘さし運転横行（苦情）、自転
車マナーの悪さ

（対策） H25より雨天時の登校指導開始 → 改善

0

50

100
傘さし運転指導数

H25 H26

（今年度の取組）
自転車ヘルメットの義務化
10月より、本科生1~5年全員

（新対策） 毎日登校指導
月２回の路上指導

安全・安心学校生活
www.***.com

Logo
マーク 巡回指導

・教員交替による毎日の周辺巡回 → 一定の効果

（目的） 喫煙、ごみの散らかし、迷惑駐車など近隣への
迷惑防止 と 抜け出し注意

（問題点） 教員の負担増、ペア教員の時間調整

（今年度の取組）
近所のコンビニ閉店で学生の外出減により、巡回頻
度を10月より半減 → 現時点で特に問題なし

学校生活 安全・快適

www.***.com

Logo
マーク 車両指導

・委員による週１回程度の巡回

（目的） 無許可・未登録の防止、校内駐車秩序の維持

（問題点） 無許可バイク・自転車の乗入れ、指定
場所以外への駐輪・はみ出し

（対策） H25~車両ロックによる指導の徹底
違反履歴データーベース化による累進指導
H26ステッカー変更 → 解決

（今年度の取組）
近隣契約駐車場等を利用し、無許可
で車両通学する学生への指導

（新対策） 学校周辺の朝巡回

学校生活 安全・快適
www.***.com

Logo
マーク いじめ対策

（目的） いじめ・いやがらせ根絶による過ごしやすい学校
環境づくり
・H25ハラスメントの防止等に関する規程
・H25ハラスメントに関する苦情相談の取扱要項
・H26いじめ防止基本方針策定

（問題点） 問題の早期発見と早期対応

（対策） いじめアンケートの実施、心と体の健康調査
（共に年２回実施）

（今年度の取組） ： Webを利用したアンケート形式
・回答をし易く（いつでもスマホで回答）
・自動集計で手間の軽減
・IDによる本人特定可で対応が容易

学校生活 安心・快適

36



www.***.com

Logo
マーク 服装指導

（問題点） 標準服という曖昧さから、勝手な判断による
逸脱したバリエーションと指導の難しさ
２年生までと言う短さと他校との不整合

（今年度の取組）
・来年度（H28）より標準服を制服とすることを決定
・来年度（H28）入学生より、着用年限を３年生までと
することを決定
・再来年度（H29）より新制服に変更予定
（制服WGを立上げ、学生と共に新モデルを検討中）

（目的） 制服を着ることにより学校の一員としての誇りと
連帯感、目的に立ち向かう意欲、規律を高める

学校生活 協調・自立
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（目的） OBの知識と経験を生かした人的資源の活用と

愛校心の涵養

（問題点） 学生のニーズとOBのシーズのマッチング

（対策） H25~課外活動奨励賞（奨励金とOB会で発表）
H26~学生会長とOB会長との懇談
H26~就職に関する相談会

（今年度の取組） ： 上記活動の他に
7月：若手OBと学生との交流懇談会（超・交流会）

開催（30名参加）
11月：学園祭でのOBルームにおいて第２回（超・交流

会） と 高専に興味がある中学生・保護者への
（超・相談会）を開催

学校生活 キャリア支援
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マーク 企業説明会

（目的） 学生が企業をより深く知ること。企業が学生
に自社をアピールすること

（対策） H26~午前・午後の２部制による参加企業
数の増加（80→103社）

（今年度の取組）

・愛テクフォーラム会員企業への呼びかけと事前準
備による企業数の増加（14８社を予定）

・４年担任会、専攻主任との連携による円滑な運営

学校生活

（問題点） 参加企業数の制限（断る企業あり）、就職協
定による混乱

キャリア支援
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マーク 各種講演会

４月，６月 １・２年生対象 別子銅山と住友・新居浜の歴史講話

６月５日 １年生対象 性教育講話（学生相談室）

７月３日 ２年生対象 ネット詐欺に関する講話（情報教育センター）

１年生対象 キャリア教育講話

７月２４日 ２年生対象 喫煙防止講話

９月２５日 ２年生対象 キャリアデザイン講話（男女共同参画推進室）

１０月２ １年生対象 メンタルヘルスに関する講話（学生相談室）

１０月９日 １年生対象 ＤＶに関する講話（男女共同参画推進室）

１０月１６日 １・２年生対象 主事講話、着こなしセミナー

１１月１３日 １・２年生対象 卒業生講話

１２月１８日 ５年生対象 学生向け知的財産セミナー（中級）

１月１５日 １年生対象 税金に関する講話

１月２９日 ２年生対象 「命」と生き方に関する講話

学校生活 キャリア支援
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全４0団体：（部２７，愛好会等１3）
（運動系２２，文化系１8）

（問題点） 教員の負担軽減

管理指導体制（全員顧問制）
平日１７：００～１９：１５ ：教員の輪番
土日 ９：００～１６：００ ：外部指導員
他の時間帯練習と引率は指導教員

（課題） ・労働関係法への対応（休暇、勤務時間）
・各種大会予算削減に伴う規模の縮小

学校生活 自主・協調
www.***.com
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マーク

（目的） 学生大会、クラスマッチ、学園祭、高専ソコヂカ
ラ等各種イベントの運営
クラブ活動予算決定、各部局・委員会の活動

（問題点） 課外活動の活性化、各種イベントへの参加率
の向上

（対策） H26~クラブリーダー研修会開催
月１回，活動，清掃，管理運営上の話し合い

（今年度の取組）
・文化祭50周年記念イベントとして

中村修二教授講演会を企画・開催
・七夕まつりイベントを新たに実施

学生会活動学校生活 自主・自立
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高専ソコヂカラ

特色ある取組

文化部学生の企画運営による学外発表会（夏・
春２回）：H1８年度～10年目

チャレンジプロジェクト
高専の特徴を生かしたものづくり活動，ボランティア
活動，地域貢献，コンテスト参加などへの経済支援

（本年度は６件を支援）

学校生活 自主・自立
www.***.com
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（毎年挑戦）
・全国高専プログラミングコンテストスト
・全国高専ロボットコンテスト
・全国高専デザインコンぺティション
・全国高専英語プレゼンテーションコンテスト

コンテスト

（今年度の挑戦）
・鳥人間コンテスト
（H26まで５回の出場、H27は選考落ち）

・ＨＯＮＤＡ エコ マイレッジ チャレンジ2015
全国大会出場
（85チーム中，52完走、本校49位）
来年度（H28）：新居浜高専にて四国地区高専ロボコン
開催

学校生活 自主・自立
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・高校化学グランドコンテスト

学生２名が 優秀の

文部科学大臣賞を受賞

その他の活躍学校生活

・大学･高専テクニカルアカデミー
研究発表コンテスト
高専で唯一特別賞を受賞

・いよぎんビジネスプランコンテスト２０１４
専攻科生が奨励賞を受賞

・高専スペースキャンプ・缶サット大会
学生３名のチームが優秀賞を受賞

・第１３回日本語学習者による日本語スピーチコンテスト
留学生２名が上級の部２位、中上級の部１位

・第４４回学生書道コンクール
書道愛好会の学生が２年連続で受賞

自主・自立
www.***.com

Logo
マーク

38



www.***.com

Logo
マーク

寮⽣活

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

寮務主事 今城 英二
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― 共に支えあい成長する ―

協調 ・ 友愛 ・ ⾃⽴

○ 互いに譲り合って調和をはかっていく協調性を養おう

○ 互いに尊重し合いながら、友情を深めよう

○ 先輩や⽬上の⼈に対する敬愛の念と後輩や弱者をいたわるやさしさを養おう

○ ⾃らを律しながら、未来を切り拓いていく⼒を養おう

○ 何事にも積極的に挑戦するチャレンジ精神を養おう

○ 不正・不具合に勇気を持って⽴ち向かう正義感を養おう

寮⽣としての⼼構え

学寮
理念
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1年⽣ 2年⽣ 3年⽣ 4年⽣ 5年⽣ 専攻科⽣ 合計

64 68 58 58 48 12 308

9 16 9 12 10 0 56
（⼥⼦内数）

学寮の現状

○ 寮⽣数（308）／学⽣総数（1106）・・・・27.8％

○ ⼥⼦寮⽣数（56）／⼥⼦学⽣数（302）・・ 18.5％

○ ⼥⼦学⽣数（302）／学⽣総数（1106）・・27.3％

www.***.com
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• 寮⽣数について、男⼦寮⽣は減少傾向。

• ⼥⼦寮⽣については増加傾向であり、特に平成

２６年度は定員をオーバーした。苦⾁の策とし

て２⼈部屋を３⼈部屋として運⽤することで対

応した。平成２７年度より⼥⼦寮を２棟（清⾵

寮・桜⾵寮）に したことにより余裕ができた。
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寮務委員会
寮務主事 主事補（3名） 委員（4名） 学⽣課⻑

寮事務室 （8：30〜17：00）
常勤 1名 ⾮常勤 2名

寮⽣会 20名
寮⽣会⻑ ⾵紀委員会、⽂化委員会、体育委員会

⽣活委員会、環境衛⽣委員会

指導寮⽣会
指導寮⽣ 10名 指導寮⽣補佐 23名

宿直 2名 原則全教員が担当

指 導 体 制 www.***.com

Logo
マーク

⾏ 事

寮内外大掃除（周辺溝浚え） 寮内外大掃除

◆ １年を通して多くの⾏事を開催することで、企画・⽴案・
運営⼒を

養成している。
◆ 学年学科を越えた交流の場として、他者との関わりや奉仕
の

精神を養っている。
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リーダー研修

ハロウィンパーティー
仮装コンテスト

クリスマスバイキング
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４⽉新⼊寮⽣荷物搬⼊（リーダーがお⼿伝いしています）

新⼊寮⽣オリエンテーション
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⼥⼦寮換気扇の掃除 寮内外⼤掃除（池の掃除）

寮内外⼤掃除（学校周辺） ⼥⼦寮⾵呂掃除
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寮務委員による居室訪問

⾼学年（個室）居室 低学年（３⼈部屋）居室

www.***.com
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朝の協同課業（点呼・ラジオ体操）

⾷事の様⼦
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寮マッチ（球技⼤会）

テーブルマナー講習
５年⽣・専攻科２年⽣
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学寮シェイクアウトえひめ

プラス1 （夜間避難訓練）
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• 寮生数を増やす

魅力ある活気あふれた寮

• 寮生会が掲げる「明るく楽しい寮」

実現に向けた寮運営の在り方を模索

現代の学生気質に応じた対応が必要

• 寮生の日々の生活の保障

施設設備の充実（改修、修繕、物品補充等）

課題

www.***.com
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• 寮⽣活は、規律ある共同⽣活を通して、
⾃主⾃⽴の精神を養い、協調性のある⼈
間に成⻑することができる環境である。

• 魅⼒ある寮⽣活を送ることができるよう、
寮⽣のために学校としてできる⽀援を、
⽇々考えていきたいと思います。

最後に www.***.com

Logo
マーク
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学⽣相談

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

学生相談室長 安里 光裕

www.***.com
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マーク 学⽣相談に関する主な⽀援体制

特別⽀援教育推進室
【障がい学⽣⽀援】

学⽣相談室
【⼼理相談・メンタルヘルス】

保健室
【健康相談・⽀援】
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学⽣相談室
【⼼理相談・メンタルヘルス】

（組織）学⽣相談室⻑
相談員（教員)７名
看護師２名(常勤１名、⾮常勤１名）
学外カウンセラー４名

（精神科医１名、臨床⼼理⼠３名）

（⽬的）本校学⽣および教職員の持つ個⼈的問題について
の相談に応じ、その解決のための適切な助⾔及び
指導を⾏い、より良い⽣活が送れることを⽬的と
する。
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特別⽀援教育推進室
【障がい学⽣⽀援】

（組織）教務主事（室⻑）
学⽣相談室⻑、
特別⽀援教育コーディネーター、看護師など

（⽬的）推進室は、⼼⾝に障がいをもつ学⽣や発達に
課題を有する学⽣などの教育や⽀援について
審議し、その修学環境の改善と向上を図るこ
とを⽬的とする。
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保健室
常勤1名
⾮常勤1名

学⽣相談室

保健所

若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

特別⽀援教育推進室

担当教員
（担任・授業・寮）

発達⽀援ｾﾝﾀｰ外部医療機関

相
談

情報共有

配慮の要請
（工夫）

情報共有

情報共有

情報共有

情報共有

学⽣相談室における各種機関との連携学⽣相談室における各種機関との連携
www.***.com
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学⽣相談室の取組
（従来からの取組）

・学⽣・教職員からの相談への対応
・学⽣相談室だよりの発⾏
・⼊学前相談
・本科⼊学⽣への学⽣相談室案内（本科⽣）
・専攻科⼊学⽣へのメンタルヘルス講話

（学外カウンセラー）
・教職員向けメンタルヘルス講演会の実施
・1学年特別活動での学⽣相談室講話
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学⽣相談室の近年の主な取組
（平成２５年度後期〜）
・⾃殺防⽌アンケートとそのフォロー（こころと⾝体の健康調査）
・Q-U調査による学級⽣活満⾜度調査（１・２年⽣）
・看護師２名体制（１⽇４時間、週３⽇）

（平成２６年度〜）
・始業式における学⽣相談室案内
・学⽣相談室だよりへ相談室体制と関連情報を掲載

（平成２７年度〜）
・1学年全クラスこころのスキルアップ教育（⻄条保健所との連携）
・看護師２名体制の強化（後期より毎⽇）
・休学中の学⽣との定期的連絡と⾯談による状況把握と⽀援
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「こころのスキルアップ教育」
（⽬的）認知⾏動療法の基本を学んでもらい、感情のセルフコン

トロール⼒を⾼め、⼼の健康づくりを図る。
教員については各⾃の授業（特活等）で実践できるよう
にする。

「若者のメンタルヘルス⽀援対策事業」
（⻄条保健所との連携：新居浜⾼専がモデル校）

１年⽣全クラスへ実施
１０⽉ ２⽇ １年５組実施（講師：⻄条保健所保健師）
１０⽉３０⽇ １年１組実施（講師：⻄条保健所保健師）
１２⽉１８⽇ １年３組実施（講師：⻄条保健所保健師）
１⽉ ８⽇ １年４組実施（本校教員による授業実践）
２⽉ ５⽇ １年２組実施（本校教員による授業実践）

www.***.com

Logo
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研究活動及び社会貢献活動

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

高度技術教育研究センター長 中山 享
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① 科学研究費補助金等申請の説明および推奨を行う。
・外部講師を迎えて、採択され易い申請書の書き方についての講習会を実施する。
・教員の研究活動促進のため、平成24年度から実施している校長裁量経費特別

奨励研究（科研枠）公募制度を継続する。

② 年間業績報告書を作成する。

③ 本校の高度技術教育研究センターが中心となって、四国地区高専イノベーション
センターと共に大都市圏で開催される展示会等での研究成果発表を推奨する。

④ 新技術説明会への参加を推奨する。

⑤ 高度技術教育研究センターが中心となって、教員の研究を支援（奨励）し、その
研究成果の知的財産化を推進する。教員の研究成果の知的財産資産化促進の
ため、校長裁量経費特別奨励研究（知財枠）公募制度を新たに実施する。

⑥ 知的財産に関する講演会を開催する。

⑦ 産学官連携コーディネーターを活用し、研究の活性化・促進を図る。

⑧ 新居浜高専研究シーズ集、高度技術教育研究センターHP／最近の研究成果、
地域紙／新居浜高専技術シーズ紹介などの充実を図る。

⑨ 四国地区研究教育シーズ検索システムの再構築を行う。

研究活動：平成26年度 年度計画
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① 愛媛大学大学院教授を講師に迎え申請書の書き方のポイントについて講習会を実施。
本校事務職員が申請に係る手続き等について説明会を実施。校長裁量経費特別奨励
研究費（科研枠）を2名の教員に支援。

② 年間業績報告書を作成し本校図書館のウェブサイトに掲載・公表。

③ 東京ビックサイトにおいて開催された3つの展示会に各1名の教員が参加、研究成果の
発表。（フォトニクス 、TECHNO-FRONTIER 、グリーン・イノベーション）

④ 高専機構新技術説明会で1名の教員が研究成果発表。

⑤ 校長裁量経費特別奨励研究費(知財枠)を1名の教員に支援。

⑥ 企業の知的財産部門で活躍された弁理士を講師に迎え知的財産講演会を開催。

⑦ 四国地区産学連携コーディネーターとの活動成果は、本校、弓削商船高専及び企業2
社の共同研究の継続、知的財産講演会及び四国5高専のシーズ発表の開催、JST／
A-STEP探索タイプに四国地区高専で唯一採択。

⑧ 「新居浜高専研究シーズ集-9」を作成・配付、高度技術教育研究センターのウェブサイ
トに「最近の研究成果」を掲載・公表。

⑨ 「四国地区研究教育シーズ検索システム」の再構築、高専機構データベースを利活用
するため運用中止決定。

研究活動：平成26年度 達成状況
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① 市役所での教育研究関連展示を実施する。

② 新居浜高専技術振興協力会「愛テクフォーラム」と連携して企業との
共同研究を推進する。

③ 本校で開催している「新居浜高専工業技術懇談会」にて本校の教員
だけでなく、四国地区高専の教員を招いて研究シーズ紹介を実施する。

④ 出前講座でアンケート実施と確認を行い、改善に努める。

⑤ 小中学校向け出前講座に新規内容を増やし、充実を図る。

⑥ 新居浜市と連携した新居浜生涯学習大学「新居浜高専市民講座」にお
いて、新居浜高専独自のアンケートを実施する。

社会貢献活動：平成26年度 年度計画

www.***.com

Logo
マーク

① 新居浜市役所玄関ロビーに高専ロボコン出場ロボットと紹介パネル
を展示。

② 「愛テクフォーラム」法人会員企業への研究費支援公募を実施したが共
同研究には至らなかったが、新居浜市「中小企業振興助成制度（共同研
究事業）」を活用した共同研究を１件初めて実施。（その企業は「愛テク
フォーラム」法人会員企業に入会。）

③ 香川高専から講師に迎え、「第53回新居浜高専工業技術懇談会」で
研究シーズ紹介。

④ 小中学校向け出前講座を地域小中学生に18回の出前講座を実施、
満足度等のアンケート調査も実施。

⑤ 小中学校向け出前講座に新規テーマ4件追加、既存テーマ2件修正。

⑥ 新居浜生涯学習大学「新居浜高専市民講座」を全8回開催、本校独
自の満足度等のアンケート調査も実施。

社会貢献活動：平成26年度 達成状況
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平成27年度 強化した取り組み

・ 科研費採択率アップのための、校長による全教員に対し個別に申請の
働きかけを行い、全申請書について内容および書き方の詳細まで複数
回添削を行った。平成27年度分の申請率（教員）55%から平成28年度分
は、70％へ向上した。

・ 科研費採択率アップのための、長岡技術科学大学で行われている少
人数グループによる相互申請内容のブラッシュアップの試みを初めて取
り入れた。

・ 大都市圏での展示会への研究シーズ出展を積極的に行い、これまでの
年2、3件から6件に増えた。（2015NEW環境展（東京、5月）、次世代もの
づくり基盤技術産業展－TECH Biz EXPO 2015－（名古屋、11月）、シス
テムコントロールフェア2015（東京、12月）、えひめビジネスマッチング
（大阪、1月）2件、協創マッチングフォーラム（川崎、2月）
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査読付き論⽂数

『年間業績報告』(本校･図書館HP掲載)から算出

平成18～23年度（6年間） 教員1名当たり・ 年間 0.62報

平成24～26年度（3年間） 教員1名当たり・ 年間 0.62報

機械
工学科

電気情報
工学科

電子制御
工学科

生物応用
化学科

環境材料
工学科

数理科
一般

教養科
計

平成26年度
(2014)

2 5 15 8 9 7 2 48

（2名） （5名） （8名） （5名） （5名） （4名） （2名）

平成25年度
(2013)

4 1 11 8 12 11 3 50

（4名） （1名） （4名） （4名） （5名） （6名） （2名）

平成24年度
(2012)

4 0 14 16 9 8 3 54

（4名） （3名） （9名） （3名） （2名） （2名）

他高専の状況（3年間）
東北：0.52報／年、 関東：0.41報／年、 近畿：0.33報／年
四国（2校）：0.55報／年、0.29報／年
九州（2校）：0.42報／年、0.34報／年
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教員の表彰事例

『2015年国際薄膜会議（台湾）、ポスター賞』
数理科 矢野 潤 教授
電子的アクセプタ存在下におけるポリアニリンの電解酸化
および得られたポリアニリンの磁気的性質

『化学工学会／教育奨励賞』
生物応用化学科 西井靖博 准教授
「出前授業」や「Project-Based learning型」における教育

『エレキテル尾崎財団／第22回源内賞』
電子制御工学科 出口幹雄 教授
水／セラミック電極の原理によるアスベストの溶解無害化

文部科学大臣表彰
平成２５年度 ： 科学技術賞・研究部門：１件

科学技術賞・理解増進部門：1件（2名）
平成２４年度 ： 科学技術賞・若手科学者賞：１件

科学技術賞・理解増進部門：1件
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「2015 NEW環境展」
５月２６日（火）～２９日（金）／東京ビッグサイト

高専機構
＜13高専の環境に関する研究＞
電子制御工学科 出口幹雄 教授

水／セラミック電極の原理によるアスベストの
その場溶融無害化技術

教員全国規模展⽰会への参加事例
「第5回 次世代ものづくり基盤技術産業展－

TECH Biz EXPO 2015－ 」
１１月１８日（水）～２０日（金）／名古屋・吹上ホール

四国地区高専
＜東海北陸四国地区13高専の優れた研究シーズ紹介＞

機械工学科 平田傑之 准教授

ATG法による石英チャンバーの球面加工

「えひめビジネスマッチング」
１月２５日（月）／マイドーム大阪

四国地区高専
＜四国地区5高専の保有知財紹介＞

生物応用化学科 中川克彦 教授

生分解性ポリマーフィルムおよびその製造方法
生物応用化学科 堤主計 准教授

環境にやさしい「徐放剤」の開発

「協創マッチングフォーラム」
２月４日（木）／かながわサイエンスパーク

四国地区高専
＜独創的な技術紹介・商談会形式イベント＞

生物応用化学科 堤主計 准教授

加水分解性ポリマーに薬剤を含浸させた
長期間（２ヵ月）徐放性材料の医療への活用

「システムコントロールフェア2015」
１２月２日（水）～４日（金）／東京ビッグサイト

高専機構
電子制御工学科 出口幹雄 教授

専攻科電子工学専攻１年 田尾 夏美

マイコンによる計測・制御を応用した
学校教材の開発

大学・高専テクニカルアカデミー
研究発表コンテストにて【特別賞】

平成26年度
3件出展

平成27年度
6件出展
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平成27年度 強化した取り組み

・「愛テクフォーラム」総会（12月）および新居浜高専工業技術懇談会
（3月）で6名の教員の研究シーズ紹介の実施。

・新居浜高専研究シーズ集-10に平成25年度導入・大型教育研究設備
13件を掲載・紹介を行った。

・「愛テクフォーラム」法人会員企業に対して、本校への要望アンケート
を実施した。（年2、3回実施予定）5社から技術支援の要望があり、対
応した。

・小中学校向け出前サイエンス講座に新しいテーマ1件を追加と復活
テーマ1件を加えて充実を図った。また、「愛テクフォーラム」活動報告
書に初めて掲載し、法人会員企業へ紹介を行った。
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⼩中学⽣向け&⼀般市⺠向け出前講座
（平成16年度〜／⽀援：愛テクフォーラム）

平成27年度は「⼩中学⽣向け出前サイエンス講座」 33講座
「市⺠対象の講座」 13講座を開設

実施状況
平成27年度 19件

平成26年度 18件

平成25年度 16件

平成24年度 25件

平成23年度 18件

平成22年度 24件

小中学校向け

平成26年度

平成27年度
新規：1テーマ
復活：1テーマ
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中学校技術教員実技研修会
＆ ⼩中学校理科教員実技研修会

（平成16年度〜／ものづくり教育⽀援センター）
目 的 ： 児童生徒の理科や科学技術に対する興味関心を高め

知的探求心を育成する

中学校技術科教員 夏季実技研修会
（後援：新居浜市教育委員会）

8月17日（月）／14名
「ものづくり体験、機械加工実習編」
「ペーパークラフトで作る遊星歯車」

小・中学校理科教員 夏季実技研修会
（後援：新居浜市教育委員会）

8月18日（火）／19名
「見て、聞いて、作って楽しい！

授業でできるかんたん理科実験」
「生徒の興味を引くのに役立つ？かもしれない

小ネタ集partⅡ」
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・長期シニアインターンシップ（平成20年度～）／ 機械工学科

・生産現場改善技術者養成研修（平成22年度～）／ 機械工学科

・ものづくり体験講座 （平成24年度～）／ 機械工学科

・新居浜生涯学習大学「新居浜高専市民講座」 （平成5年度～）

・地域各種イベント企画・参加

そ の 他
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新居浜⾼専 技術振興協⼒会『愛テクフォーラム』①
（平成17年7⽉7⽇設⽴）

・地域産業界との人的交流及び情報の交流
・共同研究など技術研究開発の連携推進
・リフレッシュ教育等技術者育成支援
・新居浜 高専の教育研究の振興 など。

学生の愛テクフォーラム法人会員企業訪問
平成27年2月19日（木）、24日（火）16:10～

就職活動を控えた本科４年希望者
㈱三好鉄工所、西機電装㈱、丸重商事㈱

愛テクフォーラム学生会員
による

法人会員企業紹介の作成
（平成26年度～）

愛テクフォーラム」法人会員企業への
「本校への要望アンケート」実施

（平成17年12月～）
研究、技術支援、教育など、年2、3回実施予定
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4部会体制

・企画部会

・制御･メカトロ部会

・環境・エネルギー部会

・シップリサイクル部会

えひめ東予
シップリサイクル研究会

（平成23年～）
『瀬戸内シップリサイクルセミナー』

（平成26年7月18日）

介護工学研究会
（平成8年～）

『 200回記念定例会』
（平成26年12月6日）

環境・エネルギー部会
＜平成24年度～取り組み＞

『身近な自然を利用した小水力発電』

＜平成25年度～取り組み＞
『水道事業の啓蒙活動』
＜新居浜市水道局と共同＞

新居浜⾼専 技術振興協⼒会『愛テクフォーラム』②

一層の活性化に向けて

「勉強会」へ変更！
（随時立ち上げ、解散）

「3Dプリンタ勉強会」など
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新居浜⾼専 技術振興協⼒会『愛テクフォーラム』③

勉強会立ち上げ準備中

「ファインバブル勉強会」
法人会員企業：2社

一般会員(本校教員)：6名

地域企業との連携例
平成27年度ふるさと名物応援事業

補助金（中小企業庁）
「電極を小型化したプラズマ処理装置」

平成28年1月28日（木）
プラズマ処理した材料表面の物理化学的評価

法人会員企業：1社
一般会員(本校
教職員)：3名

「膜の分析・評価での
技術支援」で従来から
公的研究助成金へ
共同申請実績あり
（ロールツーロール式真空成膜
装置など）

・愛テクフォーラムの「共同研究」及び「萌芽研究」の
テーマとしても始動

･科研費及びＪＳＴ／マッチングプランナープログラム
企業ニーズ解決試験などに応募中及び予定

・新居浜市「中小企業振興助成制度（共同研究事業）」
へ応募予定
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高度技術教育研究センター・本館
（生物応用化学棟1階部分）

高度技術教育研究センター・別館
（インキュベーション・ラボラトリー ）
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男⼥共同参画推進
（その他の活動）

平成２７年度運営諮問会議（平成２８年２月８日）

男女共同参画推進室長 柳井 忠
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マーク 男⼥共同参画推進室

平成24年10月に発足

推進体制

室長，教員６名，総務課長，学生課長

推進目標

学生及び教職員の意識啓発

ワーク・ライフ・バランスのための環境整備

校内のニーズの把握などに取り組む

www.***.com

Logo
マーク 平成２７年度の主な取り組み

ニーズ・実態把握，環境整備

・ワーク・ライフ・バランスの実態調査

（平成２６年度実施）のまとめと公表 【５月】

・校長と女性教職員の懇談（１４名参加）【１月】

学生への意識啓発

・男女共同参画キャリア支援講演（２年生対象）【９月】

・DVについての講演（１年生対象） 【１０月】

・DV根絶プロジェクトワークショップ
（１年生５名参加） 【１２月】
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教職員への意識啓発

・教職員向け研修会の開催 【１２月】

・各種研修会，講演会，シンポジウムへの

室員の参加と教員会での報告

平成２７年度の主な取り組み
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 平成２６年度 「男女共同参画はじめの一歩」

平成２６年１２月１日実施

参加２７名

アンケート結果 大変有意義 １

有意義 １８

ふつう 7

よくなかった 0
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 平成２７年度 「ワーク・ライフ・バランス入門」

平成２７年１２月３日実施

参加３１名

アンケート結果 大変有意義 １１

有意義 １３

ふつう １

よくなかった 0

教職員向け研修会
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取組みの検証を行いながら，推進活動を継続する

ワーク・ライフ・バランスに関する各種制度の周知

研修会を実施し，男女共同参画意識の浸透を図る

地域との連携体制の維持

計画的に調査を行い，ニーズを把握する
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（１）入学者の確保
① 全日本中学校長会、地域における中学校長会などへの広報
活動を行い、国立高等専門学校（以下「高専」という）への理解を
促進するとともに、メディア等を通じ広く社会に向けて高専のＰＲ
活動を行う。

１ 教育に関する事項

（1）入学者の確保

・愛媛県内の中学校長会の新規理事校及び校長が交代した理事校を校
長と副校長が訪問し、教育・入試・進路等の概要を説明する。
・イベントや研修会などの開催案内をホームページに掲載するとともに、
地元ケーブルテレビや記者クラブに情報を発信する。
・定期的にメールマガジンを発行する。学校訪問や各種イベント等、機会
あるごとにメールマガジンの案内を行い、登録者の増加を図る。
・入学志願者数が前年度実績を上回ることを目標に、広報推進本部が中
心となり中学校訪問等の広報活動を有効的かつ効率的に実施する。

② 各高専における入学説明会、体験入学、オープンキャンパス、
学校説明会等の取組について調査し、その結果を共有する。
　また、高専を卒業し産業界等で活躍する女性の情報等を盛り込
んだ女子中学生向けのパンフレットの利活用を行うとともに、各高
専における女子中学生対象の取組状況を調査し、その結果を共
有する。

・中学校長、進路指導主事等を対象に地区別学校説明会を開催する。
・夏季体験学習、学校見学会（オープンキャンパス）、学園祭における入試
問題解説コーナー、ミニキャンパスツアー等を実施する。
・中学生向け新居浜高専紹介冊子「はばたけ！未来へ」には、女子学生、
女性の卒業生の活躍の様子を多く掲載し、女子中学生への広報を行う。
・昨年度作成した、高専女子百科Ｊｒ.を各中学校へ配布し、女子志願者確
保のＰＲを行う。

③広報パンフレット等については、ステークホルダーを意識した、
各高専が広く利用出来るものとなるよう作成に向けた検討を行
う。

・ステークホルダーを意識した広報パンフレット等の作成を行う。

④ 高専教育にふさわしい人材を的確に選抜できるよう、中学校
教育の内容を十分に踏まえたうえで良質な試験問題を作成し、な
おかつ正確で公正な試験を実施する。また、必要に応じ入学選抜
方法の改善について検討する。

・アドミッションポリシーにふさわしい人材を選抜できるよう推薦選抜及び
学力検査を適切に実施する。
・正確公正な入試を実施する。

⑤ 各高専・学科における学力水準の維持及び女子学生等の受
入れを推進するための取組及び志願者確保のための取組を調査
し、その事例を各高専に周知する。

・「入学者の学力把握状況調査」及び「入学志願者確保対策取組調査」に
協力するとともに、他高専の事例等を参考にして今後の対策を検討する。
・現在進行中のトイレ改善整備計画に基づき、平成27年度も引き続きトイ
レの整備を進める。
・女子用施設のニーズ調査を実施し、整備計画を策定の上、緊急度等に
応じ整備を推進する。

・専攻科において、平成29年度に現在の３専攻２コース制から１専
攻５コース制へ改組することを目指し、教育課程の設計等を進め
る。
・教育改善システム等を利用し、継続的に教育課程の改善・充実を
進める。
・今後の高専のあり方（７年制を含む）について、中国・四国地区
の高専と協働して検討をする（ブロック会議）。

①-2 学科や専攻科の改組について、社会・産業・地域ニーズ等
の把握に当たっては、法人本部がイニシアティブを取ってニーズ
把握の統一的な手法を示し、各高専と検討する。

・運営諮問会議を開催し、地域のニーズ等について外部有識者から
意見を伺い、本校の運営に活かす。
・企業アンケートを実施し、企業の求める人材、高専卒業生の評価
等について調査を実施し、教育課程の編成等の資料とする。

② 教育の改善に資するため、基幹的な科目である「数学」、「物
理」に関し、学生の学習到達度を測定するための各高専共通の
「学習到達度試験」を実施する。また、その試験結果について公
表を行う。「英語」については、各高専におけるTOEIC の活用状
況を調査し、その事例を各高専に周知する。

・学習到達度試験「数学」、「物理」の結果を、各科目の担当教員
が分析し、ＦＤに役立てるとともに、教員会において報告を行う。
・本校においてTOEIC-IPを年２回実施し、第１回目については３年
生以上は全員受験させる。また、１、２年生は全員TOEIC-Bridgeを
受験させ、これらの受験結果を参考に、英語力の向上を図る。
・四国地区高専英語主任会議を設け、四国地区での英語統一試験の
実施について検討を行う。
・英語プレゼンテーションコンテストに参加する。

③ 教育活動の改善・充実に資するため、在学生による授業評価
の調査を実施し、教員にフィードバックする。

・「勉学アンケート」及び「授業アンケート」を継続し、その結果
を分析し、学生及び教員にフィードバックする。
・「担任アンケート」を実施し、その結果を分析し、教員にフィー
ドバックする。

平成２７年度　年度計画

高専機構　年度計画 新居浜高専　年度計画

（２）教育課程の編成等
①-1 産業構造の変化や技術の高度化、少子化の進行、社会・産
業・地域ニーズ等を踏まえ、本法人本部がイニシアティブを取っ
て、51校の国立高等専門学校の配置の在り方の見直しや学科再
編、専攻科の充実等を検討する。またその際、個々の高等専門
学校の地域の特性を踏まえ、教育研究の個性化、活性化、高度
化がより一層進展するよう配慮する。
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高専機構　年度計画 新居浜高専　年度計画

④ 公私立高等専門学校と協力して、学生の意欲向上や高専のイ
メージの向上に資する「全国高等専門学校体育大会」や、「全国
高等専門学校ロボットコンテスト」、「全国高等専門学校プログラミ
ングコンテスト」、「全国高等専門学校デザインコンペティション」
「全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト」等の全国
的な競技会やコンテストを実施する。

・高専機構が主催・共催する全てのコンテストに参加するととも
に、その他の高校生及び高専生対象とするコンテスト等にも参加を
推奨し、支援をする。
・学内において「ものづくりコンテスト」を継続して開催する。

⑤ 各高専におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動や自
然体験活動などの様々な体験活動のうち、特色ある取組およびコ
ンテンツを総合データベースを活用して各高専に周知する。

・新居浜市や社会福祉協議会と連携し、ボランティア機会の周知、
推奨を行う。
・本校学生会と新居浜市との里親契約に基づき、定期的に本校周辺
の清掃を実施する。
・課外活動でのボランティア参加も積極的に推進する。

（３）優れた教員の確保
① 各高専の教員の選考方法及び採用状況を踏まえ、高専にお
ける多様な背景を持つ教員の割合が６０％を下回らないようにす
る。

・教員の採用については、すべて公募形式で行っているが、更に、
選考委員会や人事委員会において、優れた教員確保に努めるととも
に、教員の採用に際し、高専教育に有用な種々の経歴を持つ人材に
も留意する。

② 長岡・豊橋両技術科学大学との連携を図りつつ、「高専・両技
科大間教員交流制度」を実施する。
　また、大学、企業等との任期を付した人事交流を実施する。

・「高専・両技科大間教員交流制度」を活用し、教員の受入・派遣
を推進する。

③ 各高専に対して、専門科目（理系の一般科目を含む）について
は、博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を
持つ者、一般科目については、修士以上の学位を持つ者や民間
企業等における経験を通して高度な実務能力を持つ者など優れ
た教育能力を有する者の採用の促進を図り、専門科目担当の教
員については全体として７０％、理系以外の一般科目担当の教員
については全体として８０％をそれぞれ下回らないようにする。

・多様な背景を持つ優れた教員を採用するために、人事委員会にお
いて、教員採用の公募条件について綿密に検討を行う。

④ 女性教員の積極的な採用・登用を推進するとともに、女性教
員の働きやすい環境の整備を進める。

・女性限定公募、女性優先公募等により女性教員を積極的に採用す
る。
・「校長と女性教職員との懇談会」を継続して開催し、育児と仕事
の両立支援策、女性教員のキャリア形成及び就業環境改善等につい
て意見交換を行う機会を設ける。

⑤ 教員の能力向上を目的とした各種研修について、研修講師へ
の高等学校教員経験者や優れた取組を実践している者の活用
や、ネットワークの活用などを図りつつ、企画・開催する。
　また、地元教育委員会等が実施する高等学校の教員を対象と
する研修や近隣大学等が実施するＦＤセミナー等への各高専の
参加状況を把握し、派遣を推進する。

・四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）－FDプログラ
ム「今すぐ役立つ授業Tips アクティブ・ラーニングのスタート」
を本校で開催する。
・同ネットワークの主催するFDセミナー等への積極的な参加を促
す。
・高専機構が主催する研修会には、必ず１名以上が参加し、また、
その内容については、教員会等で報告する。
・昨年度に引き続き、学生相談に関するFD講習会を開催する。

⑥ 教育活動や生活指導などにおいて、顕著な功績が認められる
教員や教員グループを表彰する。

・高専機構の顕彰制度に加えて、学内顕彰（優秀教員、優秀担任）
も継続して実施する。

⑦ 60名の教員に長期短期を問わず国内外の大学等で研究・研
修する機会を充実するとともに、教員の国際学会への参加を促進
する。

・国内外研究員として参加しやすい環境（支援体制）を充実させ、
教員の国内外派遣を推進する。

（４）教育の質の向上及び改善のためのシステム
①-1　高専教育の質保証を推進するため、モデルコアカリキュラ
ムの導入に基づく到達目標に対し、授業スキルの向上に伴うアク
ティブラーニングによる主体的な学修を推進し、ルーブリック評価
等による到達目標を評価する体制の構築を目指す。

・全国高専フォーラム等でモデルコアカリキュラムについての情報
を収集しながらモデルコアカリキュラムの導入促進を図る。
・アクティブラーニングに関する研修や到達度評価のためのルーブ
リック評価研修等に参加し、授業内容・方法改善を促進する。
・学生の予習・復習や自学自習をサポートするため、eラーニング
システムとしてWebClassを活用する。
・科目間調整連絡会を継続し、専門基礎科目と専門科目の一層の連
携を図る。

①-2　「高専学生情報統合システム」整備に向けて、統合データ
ベースの自主開発、教務アプリ、入試アプリ等各種アプリの調達
に着手する。

・高専機構からの統合システム関係調査に協力する。
・統合システムに関して必要と思われる情報を、取りまとめ校を通
じて迅速に高専機構に提供する。
・新システムの導入に向けて受け入れ態勢を整える。

② ＪＡＢＥＥ認定プログラム等の更新を行うとともに、教育の質の
向上に努める。
　また、在学中の資格取得について調査し、各高専に周知する。

・JABEE推進室を中心とし、４つの認定プログラムで継続的な教育
の質の向上を図る。
・それぞれの専攻に適した資格取得を学生に奨励する。
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高専機構　年度計画 新居浜高専　年度計画

③ サマースクールや国内留学等の高専の枠を超えた学生の交
流活動を促進するため、特色ある取組を各高専に周知する。

・四国地区高専間の学生会交流会、全国高専学生会交流会、中国四
国地区専攻科生研究交流会に参加する。
・四国地区高専との連携・交流事業に参加する。

④ 高専教育における特色ある優れた教育実践例や取組事例を、
総合データベースを活用して収集・公表することで、各高専におけ
る教育方法の改善を促進する。

・総合データベースで公表された教育実践例や取組例を参考にし
て、教育方法の改善を促進する。

⑤ 高等専門学校機関別認証評価を計画的に進める。
　また、各高専の教育の質を保つために、評価結果及び改善の
取組事例について総合データベースで共有する。

・昨年度受審した高等専門学校機関別認証評価の評価結果をホーム
ページ等において公表するとともに、評価結果に基づく改善等に取
り組む。

⑥ 各高専におけるインターンシップへの取り組みを産学官連携
活動と組織的に連動することで、より効果的なインターンシップの
実施を推進する。
　また、企業と連携した教育コンテンツの開発を推進しつつ「共同
教育」を実施し、その取組事例を取りまとめ、周知する。

・本科４年生及び専攻科１年生全員がインターンシップを実施でき
るよう支援する。また、海外インターンシップへの参加についても
支援する。
・新居浜工業高等専門学校技術振興協力会（以下、「愛テクフォー
ラム」という。）の会員企業と連携して、現職企業人による講義の
充実を図る。
・愛媛大学との包括協定により、非常勤講師の推薦（斡旋）やイン
ターンシップ、ものづくりフェスタの開催などを実施する。
・各種コンテストへの参加や地域との連携(企業技術者等活用プロ
グラム)によりエンジニアデザイン能力を涵養する。

⑦ 企業技術者や外部の専門家と協働した教育を実施するととも
に、これらの教育のうち特色ある事例について各高専に周知す
る。

・「企業との協働による分野的横断能力の養成」の企業技術者等活
用プログラムを継続して実施する。
・５年生全員が受講する授業科目「経営工学」の中で知的財産教育
（90分×4コマ、外部講師）を継続して実施する。
・知的財産管理技能検定３級合格を目指した「知的財産管理技能検
定受験講座」（90分×5回、外部講師）を継続して実施する。

⑧ 理工系大学、とりわけ長岡・豊橋両技術科学大学との協議の
場を設け、教員の研修、教育課程の改善、高専卒業生の継続教
育などについて連携して推進する。また、長岡・豊橋両技術科学
大学と連携・協働して「三機関が連携・協働した教育改革」を推進
する。

・昨年度、豊橋技術科学大学で内地研究を行った教員による豊橋技
術科学大学の教員研修や教育課程の改善の取組などについての報告
会開催や情報提供の場を設ける。
・ＩＳＴＳ及びＩＳＡＴＥに、教員または学生を参加させ発表を行
う。
・三機関連携事業への積極的な参加を推進する。

⑨ 高専教育の特性を活かす、ICTを活用した教材や教育方法の
開発を推進するとともに、開発した教材や教育方法を収集し、各
高専において利活用を推進する。
　また、ＩＣＴ活用教育に必要となる各高専の校内ネットワークシス
テムなどの情報基盤について、 現状調査、分析及び課題抽出、
施策の検討、移行及び調達計画の検討を行い、具体的な整備計
画を策定する。

・情報教育センター情報教育部門を中心に、ＩＣＴを活用した教育
の導入を推進する。
・機構が導入する Office 365 を全学で利用できるように整備す
る。また、機構が導入する高専機構統一LMSについて、来年度から
利用できるよう整備を進める。
・教育用電子計算機システムの調達を実施する。
・新外部インターネット回線（SINET5）の共同調達について対応す
る。
・学校内ネットワーク機器、学校内通信ケーブルの再敷設の共同調
達について対応する。

（５）学生支援・生活支援等
① 各高専の学生支援を担当する教職員を対象とした学生のメン
タルヘルスに関する講習会を開催するとともに、経済情勢等を踏
まえたうえで、学生に対する就学支援・生活支援を推進する。

（５）学生支援・生活支援等

・メンタルヘルスに関する講習会には、必ず教員１名以上が参加
し、教員会等で報告するなど他の教職員へも周知を図る。
・メンタルヘルスに関する教職員向けの学内研修会を開催する。
・１、２年生を対象に不登校学生、いじめ被害の予防対応のために
ＱＵテスト及びいじめアンケート、心と体の健康調査を実施する。
・「特別支援教育推進室」及び「学生相談室」が中心となり、より
一層の学生ケアに努める

② 各高専の寄宿舎などの学生支援施設の実態調査とニーズ調
査を実施し、その結果を踏まえた整備計画の見直しを実施する。
当該整備計画に基づき、整備を推進する。

・寄宿舎をはじめとする学生支援施設の実態調査と学生に対して
ニーズ調査を実施し、整備方針・計画を策定する。
・整備方針・整備計画に基づき、平成２７年度の寄宿舎等の施設整
備計画を策定し、緊急度・必要度に応じ計画的に改修等整備を実施
する。

③ 各高専に対して各種奨学金制度の積極的な活用を促進する
ため、高専機構ＨＰに学生を対象とした奨学団体への情報を掲示
する。
　また、産業界等の支援による奨学金を適切に運用し、制度の充
実を図る。

・各種奨学金制度（財団法人三浦教育振興財団、財団法人中西奨学
会、財団法人ウシオ財団、天野工業技術研究所奨学基金、愛媛県奨
学生、公益信託武智義加ものづくり奨学基金、財団法人関育英奨学
会など）については、教室への掲示や担任等を通じて、学生への周
知（案内）を行う。
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④ 各高専における企業情報、就職・進学情報などの提供・相談
方法を含めたキャリア形成支援に係る体制、また高い就職率を確
保するための取組を調査し、各高専における取組状況を把握し、
その事例を各高専に周知する。

・キャリア教育を推進するため、「愛テクフォーラム」等とも連携
し、学生と地域産業界との情報交換の場を設ける。
・校内に設置している「キャリア教育プラザ」の有効利用を図る。
・学内での企業説明会を継続して開催する。
・１～４年において工場見学等の研修旅行を実施する。
・本校同窓会と協力した学生への支援活動として、本校卒業の企業
ＯＢによる就職相談会を開催する。

（６）教育環境の整備・活用
①-1　施設・設備についての実態調査や施設管理に係るコスト等
の調査を継続的に実施し、全学的な視点に立った施設マネジメン
トに基づいた整備計画の見直しを定期的に行う。
　当該整備計画に基づき、産業構造の変化や技術の進展に対応
した教育環境の確保、安全・安心対策や環境に配慮した老朽施
設設備の改善を計画的に推進する。

・今後の施設整備の方向性と具体的方策等を盛り込んだキャンパス
マスタープランを作成する。
・施設マネジメントにより学内全体の整備需要・要望を調査の上、
平成27年度の施設整備計画を策定し、緊急度・必要度に応じた計画
的な改善整備を行う。
・施工規模の大小にかかわらず、省エネ型器具、再生材料や木材等
の自然資源を積極的に取り入れ、ランニングコスト低減と地球環境
に配慮した設計・施工を推進する。

①-2　施設の耐震化については、計画的に整備を推進する。 ・弓道場（射場）の構造体耐震化を完了させ、本校施設の耐震化率
を100％とする。
・第１、第２体育館のバスケットゴール及び照明器具等の更新を実
施し、本校の非構造材耐震化を完了させる。

①-3　PCB廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正
な処理の推進に関する特別措置法等に基づき、適切な保管に努
めるとともに、計画的に処理を実施する。

・ＰＣＢ廃棄物の処理は、平成38年度末までの完了を目指し、計画
的に実施する。当面は特別措置法等に基づいた適切な保管に努めな
がら、処理予算の確保策等を計画する。

② 学生及び教職員を対象に、常時携帯用の「実験実習安全必
携」を配付するとともに、安全衛生管理のための各種講習会を実
施する。

・大学病院の放射線技師を招き、放射線業務従事者研修を実施す
る。
・大学から講師を招き、安全衛生管理講習会を実施する。
・新入生及び新規採用教職員に高専機構作成の「実験実習安全必
携」を配付する。

③　男女共同参画に関する情報を適切に提供するとともに、ワー
ク・ライフ・バランスを推進するための意識醸成等環境整備に努
める。

・他高専の男女共同参画に関する取り組みについて、ホームページ
等を参照し調査するとともに、効果的な取り組みについて、本校で
の実施を検討する。

２ 研究や社会連携に関する事項
① 各種新技術説明会等の開催により、各高専における研究成果
を発信する機会を設ける。また、各高専での科学研究費助成事
業等の外部資金獲得に関する調査を実施し、好事例の共有と活
用を行うことなどにより外部資金を獲得する。

２． 研究や社会連携に関する事項

・全国高専フォーラムに参加する。
・科学研究費の申請・採択率の向上を図るため､外部講師による採
択され易い申請書の書き方についての講習会を実施するとともに校
長による研究計画調書のブラッシュアップを行う。
・教員の研究活動促進のため、平成24年度から実施している校長裁
量経費特別奨励研究（科研枠）公募制度を継続する。

② 研究成果を発表する各種機会を活用し、高専の研究成果につ
いて広く社会に公表する。また、地域共同テクノセンターや産学官
連携コーディネーター等を活用し、産業界や地方公共団体との新
たな共同研究・受託研究の受入れを促進するとともに、効果的技
術マッチングを推進する。

・教員の年間業績報告書を作成し、ホームページで公開をする。
・「愛テクフォーラム」と連携して企業との共同研究を推進する。
・本校が開催している「新居浜高専工業技術懇談会」において、本
校教員だけでなく、四国地区高専の教員を招いて研究シーズ紹介を
実施する。
・市役所での教育研究関連展示を実施する。
・高専機構主導で行う大都市圏での研究シーズ展示会出展、四国地
区高専イノベーションセンター主導で行う大都市圏での研究シーズ
展示会出展への参加を奨励する。

③ 知的財産講習会の開催や知的財産コーディネーターを活用す
ることで、各高専の研究成果の円滑な知的資産化及び活用に向
けた取り組みを促進する。

・教員の研究を支援（奨励）し、その研究成果の知的財産化を推進
する。
・知的財産に関する講演会を開催する。
・教員の研究成果の知的財産資産化促進のため、校長裁量経費特別
奨励研究（知財枠）公募制度を継続して実施する。
・新技術説明会への参加を推奨する。

④ 産学官連携コーディネーターを活用し、高専のもつ技術シーズ
を地域社会に広く紹介するとともに、「国立高専研究情報ポータ
ル」や産学連携広報誌等を用いた情報発信を行う。

・産学官連携コーディネーターを活用し、研究の活性化・促進を図
る。
・新居浜高専研究シーズ集、大型研究設備紹介等を冊子として発行
する。
・高度技術教育研究センターホームページに掲載の最近の研究成果
など充実を図る。
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⑤ 公開講座（理科教育支援を含む）の参加者に対する満足度の
アンケート調査を行うとともに、特色ある取組およびコンテンツに
ついては総合データベースを活用して各高専に周知する。

・出前講座の実施にあたっては、参加者に対して満足度等について
アンケートを実施し、その結果を改善充実に反映させる。
・小中学校向け出前サイエンス講座については、新たなテーマ加え
るなど内容の充実を図る。
・新居浜市と連携した新居浜生涯学習大学「新居浜高専市民講座」
において、本校独自のアンケートを実施する。
・地域で従来から推進してきているものづくり人材育成事業、さら
に地域が新たに取り組む事業や協議会等に積極的に協力する。

３ 国際交流等に関する事項
①－１ 公私立高等専門学校や長岡・豊橋両技術科学大学との連
携を図りつつ、海外の教育機関との学術交流を推進し　また、在
外研究員制度を活用し、教員の学術交流協定校への派遣を積極
的に推奨することで交流活動の活性化を促すとともに、長岡・豊
橋両技術科学大学と連携・協働して取り組む「三機関が連携・協
働した教育改革」の一環として教員を海外の高等教育機関等に
派遣し、教員のＦＤ研修に取り組む。
　さらに、国際協力機構の教育分野の案件への協力を進める。

３ 国際交流等に関する事項

・ＩＳＡＴＥ及びＩＳＩＳに教員または学生を参加させ発表を行わ
せる。
・愛媛大学と連携して、高雄第一科技大学との短期学生交流、イン
ターンシップの実施を検討する。
・木更津高専、香川高専等と連携して「日台交流プログラム」の活
性化を促す。
・学術交流協定校である重慶工業職業技術学院に海外インターン
シップとして学生を派遣する。また交換事業として、重慶工業職業
技術学院の学生を本校に短期研修させる。さらに教員の重慶工業職
業技術学院への派遣についても検討する。
・徳州工業職業技術学院との学術交流協定の締結を進める。
・在外研究員として教員１名をオーストラリアに派遣する。また、
来年度以降の在外研究員派遣についても学内での調整を進める。

①－２ 海外への留学を希望する学生を支援するため、日本学生
支援機構の奨学金制度を積極的に活用できるよう情報収集を行
い各高専に提供する。また、全高専を対象に派遣学生を募集し、
安全面に十分配慮した上で海外インターンシップを実施するとと
もに滞在期間を長くするなどの質的向上も目指す。

・海外留学支援制度について、学生への周知を図る。
・昨年度に２回実施した海外研修（中国およびオーストラリア）と
同様に、全学生を募集対象とした海外研修を引き続き実施する。
・高専機構主催の海外インターンシップへの参加を推奨するととも
に本校独自の海外インターンシップ実施を検討する。

② 全高専による外国人学生対象の３年次編入学試験を共同で
実施する。日本学生支援機構及び国際協力機構が実施する国内
外の外国人対象の留学フェア等を活用した広報活動を行うととも
に、留学生の受入れに必要となる環境整備や私費外国人留学生
のための奨学金確保等の受入体制強化に向けた取組を推進す
る。
　さらに留学生教育プログラムの企画を行うとともに留学生指導
に関する研究会等を更に充実させる。

・高専機構の「外国人学生対象の３年次編入学試験」に継続して参
加する。
・昨年度は高専機構の要請により、遠隔テレビ会議システム（スカ
イプ）を用いて留学生受入試験を本校において実施したが、同様の
要請があれば可能な限り協力する。
・国際交流推進室が中心となって、一層の留学生指導を行うととも
に、高専機構が開催する留学生指導に関する研究会等に参加する。

③ 各地区において、外国人留学生に対する研修等を企画し、実
施する。

・留学生の研修旅行を実施する。
・四国地区総合文化祭における留学生交流行事に参加する。

４ 管理運営に関する事項
① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに、
そのスケールメリットを生かし、戦略的かつ計画的な資源配分を
行う。

４ 管理運営に関する事項

・高専機構の年度計画に基づき、効果的・戦略的に予算を再配分
し、適正な執行に努めるとともに執行後は内容等を検証し、その結
果を次年度以降の配分に反映させる。

② 各地区校長会などにおいて高専の管理運営の在り方につい
て検討を進めるとともに、主事クラスを対象とした学校運営、教育
課題等に関する教員研修「管理職研修」を実施する。

・管理職研修に主事を必ず参加させる。
・四国地区高専校長・事務部長会議において、管理運営の在り方等
について情報を共有する。

③ 更なる管理業務の集約化やアウトソーシングの活用などを検
討する。

・業務負担軽減の取り組みとして、学生寮日直業務、クラブ活動安
全管理指導業務及び学寮指導業務の外部委託を継続して実施し、教
員の負担軽減に努める。

④－１ 機構本部が作成した、コンプライアンス・マニュアル及びコ
ンプライアンスに関するセルフチェックリストを活用して、教職員の
コンプライアンスの向上を行う。

④－２　各高専の教職員を対象とした階層別研修等においてコン
プライアンス意識向上に関する研修を実施する。

・教職員全員を対象に高専機構作成のコンプライアンス・マニュア
ルに基づいてセルフチェックを実施し、コンプライアンス意識の向
上を図る。
・物品の納品検収体制については、発注者と納品検収者が同一人に
ならないよう現在の事務体制を維持継続する。
・会計事務担当者のスキルアップを図ることを目的に高専機構の会
計規則や会計処理等に関する研修会を実施する。
・会計事務担当者は、日頃から教員とのコミュニケーションを密に
し、教員にも会計事務を理解してもらうことに努める。
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⑤ 常勤監事の配置や監査体制の充実等、内部統制の充実・強
化を推進する。また、時宜を踏まえた内部監査項目の見直しを行
い、発見した課題については情報を共有し、速やかに対応を行う
とともに、監事監査報告について中間報告を行う。また、各高専
の相互監査を見直し、一層の強化を行う。

・高専相互監査において効率的かつ効果的な監査を実施するため、
会計担当職員研修時において監査のマニュアル等に基づき、監査事
項、チェック項目の内容を中心に自己点検と相互チェックを行う。
・本校での内部監査等が適切に実施できるよう、学内マニュアル・
研修等を見直し、充実させる。
・高専機構から情報提供される監事監査・内部監査等における課題
については、学内で情報共有するとともに未対応事項については速
やかに対応措置をとる。
・今年度予定されている監事監査・内部監査には適切に対応するこ
ととし、指摘事項については速やかに改善措置をとる。

⑥ 「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」及び「公的
研究費の管理・監査のガイドライン（平成26年2月18日改正）」を
踏まえた各高専での取り組み状況を定期的にフォローアップする
ことにより、公的研究費等に関する不適正経理を防止する。
　また、継続的に再発防止策等の見直しを行う。

・高専機構の不正防止計画等における取組状況について定期的に報
告を行うほか、別途、適正な会計処理に向けた対応策を定め、再発
防止策等の見直しを継続的に実施する。
・本校の適正な会計処理に向けた対応策及び高専機構の不正防止計
画の周知徹底を図り、不正防止に努める。

⑦ 事務職員や技術職員の能力向上を図るための研修会を計画
的に実施するとともに、国、地方自治体、国立大学法人、一般社
団法人国立大学協会などが主催する研修会に参加させる。
　また、職務に関して、特に高く評価できる成果が認められる事務
職員や技術職員の表彰を行う。

・四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）が主催するSD
研修会への事務職員の参加を検討する。
・事務職員による事務職員のためのワークショップ形式の研修会を
企画・実施する。
・近隣大学及び近隣高専が主催する技術職員対象の研修会に参加さ
せる。

⑧ 事務職員及び技術職員については、国立大学や高専間など
の人事交流を積極的に推進する。

・近隣国立大学法人との積極的な人事交流を推進する。

⑨ 各高専の校内ネットワークシステムシステムや高専統一の各
種システムなどの情報基盤について、時宜を踏まえた情報セキュ
リティ対策の見直しを進める。
　また、教職員の情報セキュリティ意識向上のため、必要な研修
を計画的に実施する。

・ｅラーニングを活用した教職員対象の情報セキュリティ教育につ
いては、全教職員の受講を徹底させ、情報セキュリティ意識の向上
を図る。
・IT人材育成研修会及び情報担当者研修会には担当者を必ず参加さ
せ、各種情報基盤の円滑的な運用の確保に努める。

⑩　各国立高等専門学校において、機構の中期計画および年度
計画を踏まえ、個別の年度計画を定める。また、その際には、各
国立高等専門学校及び各学科の特性に応じた具体的な成果指
標を設定する。

・就職率（就職者数／就職希望者数）については、100％を目標と
し、少なくとも前年度実績は維持する。
・より丁寧な教育指導に努め、留年学生数を前年度より減少させ
る。

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措
置
　運営費交付金を充当して行う業務については、業務の効率化を
進め、高等専門学校設置基準により必要とされる最低限の教員
の給与費相当額及び当年度特別に措置しなければならない経費
を除き、一般管理費（人件費相当額を除く。）については３％、そ
の他は１％の業務の効率化を行う。
　また、各高専がそれぞれの特色を活かした運営を行うことがで
きるよう戦略的かつ計画的な経費配分を行うとともに、更なる共
同調達の推進や一般管理業務の外部委託の導入等により、一層
のコスト削減を図る。
　業務遂行の一層の効率化を図るため、財務内容・予算執行状
況等の分析手法を検討する。
　随意契約の見直し計画については、フォローアップを適宜実施
する。

５　業務運営の効率化に関する事項

○一般管理費の縮減取組計画
　・一般管理費の縮減に向け予算の計画的な執行と適正な物品管理
により、効率的な管理業務に努め、事業・行事等の実施にあたって
は、関係機関等と連携を密にし効率的に運営する。

○随意契約の見直し状況
　・少額随契基準額を超える契約について、一般競争契約とする。
　・物品調達にあたっては、契約の適正化を図るため、一括契約が
できるよう計画的に進める。
　・また、平成26年度末に本校独自の財務会計マニュアルを作成し
た。契約の適正な実施についても掲載しており、引き続き整備・更
新を行う。

○効果的・戦略的な資源配分
　機構本部からの予算配分に基づき、学内において最適な予算配分
を行う。
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新居浜工業高等専門学校運営諮問会議規程 

 

　平成17年２月８日規程第２号 

（設置） 

第１条 新居浜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，地域のニーズ及び時代の変化

に即応し，効率的かつ効果的な学校運営を確保するため，運営諮問会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 会議は次に掲げる事項について，校長の求めに応じ意見を述べるものとする。 

 (1) 本校の運営基本方針及び教育研究計画に関すること。 

 (2) 本校の教育研究活動及び地域連携活動等の評価に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は，本校の教職員以外の者で，高専に関し広くかつ高い見識を有する者のうちか

ら，校長が委嘱した若干名の委員をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし，再任することを妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 

（議長） 

第５条 会議の議長は，委員の互選により選出する。 

２ 議長は，会議の会務を総括する。 

（運営） 

第６条 会議は，校長が招集する。 

２ 会議は，必要に応じて委員以外の者に出席を求め, 意見を聴くことができる。 

（報告） 

第７条 校長は，運営諮問会議での審議事項について，運営会議に報告するものとする。 

（事務） 

第８条 会議の事務は，総務課において行う。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，校長が別に定める。 

   附 則 

１ この規程は，平成17年２月８日から施行する。 

２ 新居浜工業高等専門学校外部評価委員会規程（平成13年８月29日規程第８号）は，廃止

する。 

附 則 

 この規程は，平成24年11月27日から施行する。 
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平成 27 年度（第 11 回） 

運営諮問会議報告書 

平成 28 年 3 月 

新居浜工業高等専門学校総務課 

〒792-8580 愛媛県新居浜市八雲町 7 番 1 号 

TEL: (0897)37-7700 

FAX：(0897)37-7842 

H P：www.niihama-nct.ac.jp 
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