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は じ め に 

 

 新居浜工業高等専門学校では、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平成 16 年度から毎年度一回開催しております。今年度は

13 回目になりますが、平成 30 年 2 月 13 日に開催しました。 

 さて、高専が設置されてから半世紀が過ぎ、設置の目的であります実践的技術者の

育成については社会的に高い評価を得ています。しかしながら、IT 化、グローバル化、

人工知能や IoT の活用など技術者を取り巻く環境は大きく変化しており、実践的な技

術者の育成に加えて、創造的・探求的な人材、新しい技術を牽引する人材などの育成

が求められています。 

また、国立高専機構では、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、研究お

よび社会貢献活動の活性化、国際交流の推進などを掲げてきました。本校もこの方針

に基づいて年度計画を立て、その実施に取り組んで参りましたが、平成 31 年度から

の第 4 期では、各高専がこれまでに培ってきた強みを活かすような特色ある学校づく

りが求められており、29、30 年度はその加速期間としての取り組み“KOSEN（高専）

4.0 イニシアティブ事業”も求められています。 

本校も、このような時代の要請に対応すべく、新しい技術を創造できる探求的な人

材、地域に貢献できる次世代型技術者の育成などにも取り組んでいますが、こうした

取り組みには、定期的な自己点検と外部からの視点に基づく点検が重要と考えていま

す。運営諮問会議では、外部の有識者の皆様から本校の活動について様々なご意見を

伺っていますが、これは貴重な外部の視点からの点検と位置付けています。 

今年度は、本校の概要、及び本校の目指す姿をご説明した後、今年度新たに取り組

んだ事項として KOSEN 4.0 イニシアティブ事業等についてご説明しました。このよ

うな取り組みに対して、委員の皆様から貴重なご意見、ご要望等をいただきました。

これらは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。 

今後とも、本校に対してご支援、ご協力を頂きますようお願い申し上げます。 

 

平成 30 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 13 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３０年２月１３日（火）１４：００～１６：３０ 
 
２  場 所   第一会議室 
 
３  日 程 

時 刻 事    項 

１４：００ 

 

 

 

 

 

１４：１０ 

 

１４：２５ 

 

１４：３０ 

 

 

 

 

 

１４：５５ 

 

１５：１５ 

 

１５：２５ 

 

 

１５：５０ 

 

 

１６：００ 

 

 

１６：１０ 

 

１６：２５ 

 

１６：３０ 

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

２．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--------- 副校長（総務企画担当） 

３．平成２８年度の活動状況と自己点検に基づく, 

  平成２９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 

                     専攻科長 

        エンジニアリングデザイン教育センター長 

                  情報教育センター長 

（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 

                     

    （３）研究及び地域連携活動に関する事項 

--------------  高度技術教育研究センター長 

       

    （４）その他の活動--------------  国際交流推進室長 

                    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２８年４月１日～平成３０年３月３１日 

（五十音順・敬称略） 

 

任期：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

（五十音順・敬称略） 

氏  名 現      職 

小西 裕久 
愛媛県小中学校長会 理事 
新居浜市立泉川中学校 校長 

髙塚 真志 愛媛県東予地方局長 

八尋 秀典 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 

曽我部 謙一 新居浜商工会議所 会頭 

丹 一志 住友化学（株）常務執行役員 愛媛工場長 

平田 利實 元ユースエンジニアリング(株) 代表取締役社長 
（本校電気工学科 昭和 44 年卒業） 
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学校側出席者名簿 

 
職    名 氏    名 

校     長 迫 原 修 治 

副校長（総務企画担当） 早 瀬 伸 樹 

副校長（評価担当） 皆 本 佳 計 

教 務 主 事 福 田 京 也 

学 生 主 事 松 田 雄 二 

寮 務 主 事 今 城 英 二 

専 攻 科 長 衣 笠   巧 

高度技術教育研究センター長

(兼) 研究推進部門長 
中 山   享 

高度技術教育研究センター 
地域連携部門長 

吉 川 貴 士 

エンジニアリングデザイン 
教育センター長 
(兼) 電子制御工学科 主任 

出 口 幹 雄 

情報教育センター長 内 藤   出 

国際交流推進室長 福 光 優一郎 

男女共同参画推進室長 橋 本 千 尋 

機 械 工 学 科  主任 下 村 信 雄 

電気情報工学科 主任 和 田 直 樹 

生物応用化学科 主任(代理) 西 井 靖 博 

環境材料工学科  主任(代理) 志 賀 信 哉 

数理科 主任 矢 野   潤 

一般教養科 主任 森 長   新 

事 務 部 長 寺 本 栄 二 

総 務 課 長 濵 崎 育 代 

学 生 課 長 石 井 直 樹 
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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 学校概要について               ･･････ 校  長 

２ 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 

３ 平成２７年度の活動状況と自己点検に基づく， 

平成２８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 

                        ･･････ 専攻科長 

････  ものづくり教育支援センター長 

                    ･･････ 情報教育センター長 

 

【担当者から配付資料に基づき説明】 

 

【八尋議長】 

それでは、ここまでの説明について、委員の皆さまから何かご意見がありましたら、お願

いします。 

  

【髙塚委員】 

愛媛県が全国の水準を上回るようなスピードで、

本格的な人口減少社会に入ってきている中で、

色々な問題が生じておりますが、大きな問題の一

つが、やはり当地域で深刻化している人手不足、も

のづくり人材の供給が非常に難しくなっていると

いうところで、有効求人倍率も過去最高をずっと

更新しておりますし、この東予東部圏域は２倍に

迫ろうかという状況であります。こうした中で、優

秀なものづくり人材を地域に供給していただく当

校の役割は非常に大きなものと思っております。昨年の諮問会議においても、前任の菅局長

が、当校の地域内就職目標率を現状 35％のところ、４割、さらに 5 割くらいを目指して欲

しいという発言がありました。私も県内就職率の目標値があるのではないかと探しました

ら、2 年ほど前の「愛媛県人口ビジョン」「愛媛県版まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

中で、県内の大学卒業者の県内就職率の目標値がありまして、平成 25 年度に 49.2％のとこ

ろを、平成 31 年度には 58.3％以上にするという、とても高い数値でした。おそらく文化系

とか短大等も含んでいるためこのような数値なのではと思い、愛媛大学も見ましたら、この

直近 3 か年で、工学部が 28.7 で、理学部が 33.4 ということで、大体当校と同じくらいとい

うことがわかりました。資料の 17 ページにもありましたが、その 35％がまた最近下がって
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きているというのは､やはりどうしても大手企業が非常に業績が好調ということを背景に、

県外の大手が新規採用に積極的だからということと思います。そういったところで県内中

小企業も大変就職採用には厳しい状況に置かれているということで、ぜひとも新居浜高専

には、当面は 4 割を超える、さらには 5 割を目指していただきたいと思っております。そ

のための方策の一つとして提案ですが、来年の 4 月から秋にかけまして約半年間、ここ新

居浜・西条・四国中央市と県が一体となりまして、東予東部圏域の振興イベントを実施いた

します。当校にも積極的かつ主体的に参画していただけたければと思っております。学校を

ＰＲする機会でもありますし、学生が地域のものづくり企業の素晴らしさに触れてもらう、

また、文化風土を含めた地域の魅力を知っていただいて、この地域に住み続けたいという思

いを高めていくきっかけにしていただきたいと思っています。それと一点質問ですが、イン

ターンシップについて、県でも 10 年ほど前から実施していますし、今年度から教育委員会

は中学校のインターンシップも一週間、モデル的に始めております。当校でどういった業種

とか、企業に何日間くらい行っているとか、現状とこれからのインターンシップの取組に対

する考え方や方針があれば、お聞かせ願いたいと思います。 

 

【迫原校長】 

どうもありがとうございました。前半の部分につきまして、県内の就職率をぜひ我々も上

げたいと思っているのですが、先ほどありましたように、平成 30 年度の目標として、とり

あえず 40％、なかなかハードルが高いと思っているのですが、できる限り努力をしていき

たいと思っています。それに関連して、本校の卒業生が新居浜あるいは東予地域に戻ってき

たい、というケースが結構あるようです。ところが、そのような卒業生を我々の方で、企業

に繋ぐことがなかなか難しいので、実は新居浜市に色々と協力をさせてもらって、そのよう

な学生を上手く企業に繋ぐために、コーディネーター的な役割をしていただきたいという

ことを以前からお願いしておりまして、来年度からやっていただけそうだということを伺

っております。ぜひこういった形で、帰りたいという卒業生を上手くそちらに繋げていきた

いと思っています。そういった色々な方策を通じて、県内の就職率を上げていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。インターンシップについては、教務主事の方

から説明いたします。 

 

【福田教務主事】 

はい。インターンシップで、どのような業種かというご質問がありましたが、本校の場合、

インターンシップについては、単位を認めています。例えば 5 日間行けば 1 単位、7 日間か

ら 10 日間行けば 2 単位ということで、本校の場合、学生は、エンジニア・技術者等の涵養、

そういった素質を育てるような仕事の内容、そういった業種の会社に行っています。あと、

どのくらいの期間行っているかということで、データがあります。平成 29 年度は、合計で

150 社に行きました。そのうち 6 日以下が 71 社、7 日以上が 79 社ございました。やはり 7
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日、先ほど 2 単位認めるということで、60 時間の学習に相当するものが必要なので、だい

たいみると、半分は 2 単位を認めてるのかなという感じです。また、今後の取組について

は、愛テクフォーラムの企業等から受入があった場合、必ず学生に行くように指導していま

す。新居浜市内のインターンシップ、今年度行った会社の数が 29 社ございましたが、その

中で 5 日間は 5 社だけでした。残りの会社はすべて 7 日以上受け入れてくれています。ぜ

ひそういった会社に行って、単位をもらえたら、その会社の意欲を知ることができるし、就

職に繋がるという指導をしていけば、先ほどの数値目標にも近づいていくのではないか、そ

のような方向で何とか進めたいと考えております。以上です。 

 

【八尋議長】 

よろしいですか。どうぞ。 

 

【髙塚委員】 

ご説明ありがとうございました。150 社のうち新居浜市内は 29 社ということで、県外は

どれくらいあるんですか？ 

 

【福田教務主事】 

県外は、関東 25、中部 6、近畿 33･･･ということで、四国内が 80 社、愛媛県内が 60 社

くらいです。 

 

【八尋議長】 

愛媛大学も県内就職率 50％を第三期中期目標期

間終了までに目指しております。いま数字を出され

てちょっと頭が痛いのですが、工学部としては

30％を切るという状況で、実は来年度の就職は、も

う少し低下する可能性があります。経済が良くなる

と、工学というフィールドは、全国に広がっていま

すので、先ほどの例にもあるように、愛媛県に定着

するっていうのをなかなか学生には言えないとこ

ろもございます。ただじゃあ何もしないで指をくわ

えて待ってるかというわけでもなくて、我々として

もＣＯＣ事業とか東予地区の産業が見えるような

形で何かを進めていこうと思っていますし、その点、

高専さんの方はここに拠点があるわけだから、もう少し余力があるのかもしれないと思っ

ております。ちょっと補足的に話をさせてもらいました。 
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【石川委員】 

はい。私も人材不足のことは全く同じです。先

ほど校長先生からお話がありましたコーディネ

ーターの件ですが、今回当初予算案の中に一応入

れさせていただいております。具体的には市内の

企業の就職情報、あるいは高専さんのＵターンの

人を含め、高校生などのいわゆる企業が求める人

材のニーズ等をコーディネーターに調査してい

ただいて、ハローワークと連携してマッチングを

していく、そのような事業を始めたいと思ってい

ます。問題は、このコーディネーターを誰にする

か、いまちょっと悩んでいるところですので、また適当な人がおりましたら教えていただけ

たらと思っております。それからやはり、県内あるいは市内の学生さんが多く、県外へ多く

出て行くというのは何とかしたいというのは新居浜市も全く同じでございまして、ただ卒

業生の就職先を見ていると、去年に比べると住友企業さんが増えているのではないかと。こ

れは今日来られている丹工場長が努力して、住友さんが採用をやってくれたのかなという

気はするのですが、できましたら、県内にも大手さんも沢山ございますので、そのような地

元企業に就職をしていただくような対策を考えているのですが。一つ疑問に思うのは、やっ

ぱり都会に憧れるというのは多いのですか？都会、関東方面へ行くというのは、企業的には

こちらの企業もそんなに遜色はないと思うのですが、学生さんの希望としては、やっぱり自

分の求める職種が無いとかそういうことなのか、そのあたり少し分かれば教えていただき

たい。 

 

【迫原校長】 

多分にそういうところはあろうかと思いますが、もう一つ、いま段々と、高専の卒業生も

総合職で採っていただけるようになっているということで、そうしますと、ここにある会社

に勤めても、どこに行くか分からないというようなこともあるのかなという感じはいたし

ます。総合職で採っていただけるということはある意味非常に良いと思うのですが、その分

どこに行ってしまうかわからないというところもあるのかなと思います。あと学生の最近

の気質について、学生主事の方からどうですか。 

 

【松田学生主事】 

はい。学生主事の松田です。学生は就職先で一度は外に出てみたいという冒険心もござい

まして、さらには一つの会社に終身勤めるかどうかというのも、やはり色々なところを見た

いというところもあって、動きも自由にございます。しかし結婚する頃には地元に帰って来

たいとか、そういったところでＵターンの数字も少なからずあるということで、大阪くらい
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までは通える距離という感覚もあったりするので、そういった考えもあるように感じてお

ります。 

 

【八尋議長】 

ちょっとお伺いしたいですけど。女子学生の定着率と男子学生の定着率というのは何か

ありますか？ 

 

【早瀬副校長】 

ちゃんとしたデータを持っているわけではないのですが、女子学生の場合は、結婚等があ

りますので、結婚して相手方のところに移ったり、職を離れたりするということで、女子学

生の方が定着率は低いのかなという個人的な感じは持っております。 

 

【石川委員】 

高専さんではないのですが、市内の高校卒業して大学に行った人の女子と男子ですと、女

子はほとんど帰ってきません。男子はまだ帰ってくる人がいるのですが、女子はほとんど帰

ってこないというのが実態です。 

 

【小西委員】 

いま子どもたちがなかなか新居浜に帰って来

にくいという現状があったのですが、中学校の立

場から言いますと、そうでもないと。保護者も子

どもも、本校 91 名いるのですが、そのうち 10

名、ですから 1 割以上は高専を希望して、今年度

は 6 名優秀な生徒を採っていただいて。生徒達や

保護者と話していたら、特に市内の進学校へ行っ

たら、なかなか地元に帰らない、それよりも、高

専、南高、工業という意識が強いんです。近年特

に、優秀な生徒はそのような希望を持っています。

ということは、学習する間、3 年ないし 5 年の間に、色んな勉強を深めてみたら、ひょっと

したら、自分の可能性を広げたいというふうになったのかなと。ですから、中学校を出る時

点では、結構子どもたちは地元志向が強いのが現状です。ですから、そういった子どもたち

がいかに地元に帰ってこれるか、それが私たち大人の責任じゃないかなと思っています。一

つ、高専 4.0 イニシアティブですか、非常に興味深く参考にさせていただきました。特に、

地域への貢献で新居浜高専さんが取り組まれている、これは非常に素晴らしいと思います。

本校もコミュニティスクールという取組を進めて、私が好きな言葉は、「良い学校は良い地

域にできる」と、「良い学校は良い地域を作る」と、ですから、学校は今まで色んなところ
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から支援してもらう立場だったんだけど、やはり学校もこれから地域貢献が大きな課題だ

と思います。で、その中でいくつか取組をされているんですが、プリントを配っていただい

たのもですね、例えば、西条市や四国中央市は愛媛大学と連携して、長期休業中、小中学生

の学習支援をしています。あの新聞を読んで本当に悔しかったんです。何とかできないかな

と。で、足下を見ますと高専さんという凄い立派な学校があると。逆に大学生はお盆か正月

しか帰らないけど、高専生は夏季休業中も冬季休業中も新居浜にいてくれると、そういうシ

ステムで今年度高専生等の協力をいただいて、小中学生の学習会をしました。特に配付資料

にある山内くんなどは熱心に取り組んでいただきました。で、取材を受けている山内美咲と

いう生徒もその面接指導のおかげで見事推薦に合格することができまして、やはり地元に

ある高専とこういった新居浜市の小中学校の連携が必要かなと。で、お配りいただいたプリ

ントの中に ESD 対応学生主体型出前授業とあるんですが、それも単位の一つなんだけど、

このように小中学生の学習支援となると、単位にはならないけどボランティア活動にはな

ると思うんです。新居浜市が取り組んでいるユネスコスクールでユネスコパスポートとい

うのがありまして、1 時間ボランティア活動をしますと 1 ボランというのがつきまして、30

ボランつくと日本ユネスコ協会から表彰されると。このような取組を是非高専生にも積極

的にしていただいて、ボランティア活動に熱心に取り組む生徒は企業からもきっと優遇さ

れると思うので、単位のみに関わらず、ボランティア活動としても地域支援ということを考

えていただけたら、私ども現場の小中学校もありがたいと思います。以上です。 

 

【迫原校長】 

どうもありがとうございます。先日伺ったときにこの話を聞かせていただいて、本校の学

生が自分の母校に帰って、色々な話をすることは非常に良いなということで、できれば自分

の母校に帰って色んな話をしてくれということは言っているのですが、こういった素晴ら

しい活動をやってくれている学生がいるというのは非常に頼もしいと思います。ちなみに

この山内くんというのはどこの学科か先ほど調べたら、電気情報の 1 年生だということで、

こういった学生がどんどん増えてくれるように、我々も指導していきたいと思います。それ

から先ほど少し出前授業のお話がありましたけれども、本校が考えていることを少し補足

できれば。今度のイニシアティブで出前授業のリーダーをやっています、西井先生から。 

 

【西井教員】 

はい。高専イニシアティブの 3 本柱の一つの ESD 対応学生主体型出前授業のリーダーを

しております西井と申します。出前授業というのは先ほど説明がありましたように、新居浜

高専で 10 年近く学生主体型でずっとやってきております。学生主体型というのは学生が内

容を作ったり、どういうニーズからこういう出前授業をつくったりとか、後は実際に小中学

校に行ったときに先生となって子どもたちを教えるということをすると、この山内くんの

話ではないですが、年の近い学生が教えるというのは凄く子どもたち、小中学生の刺激にな
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りますし、本校の学生にとっても凄く勉強になるということをこの 10 年間でよく実感して

いるところですので、それをどんどん推進していこうというのが、今、お金のことは言いた

くないですが、お金もつきまして、どんどんこれから盛り上げていければと。また、ESD と

いう軸の中で、新居浜市の小中学校がずっと取り組んでこられた ESD の流れがあると思う

ので、もっともっとコーディネーターの方と色々連携しながら、もう少し発展的に作ってい

ければと思っているところです。以上です。 

 

【八尋議長】 

どうもありがとうございます。 

 

【衣笠専攻科長】 

先ほどのお話の中で、この出前授業は単位という話がありましたが、単位ではございませ

ん。これは完全なボランティアです。学生が自分がやりたいというところに手を挙げて行っ

て、そこで小中学生を教えるということなので、これは単位認定しておりませんので、時間

も一回きりの学生もおれば、何回も行く学生もおります。その下の PE と AT いうのが単位

認定という形になっております。ちょっとその辺だけ補足させていただきます。 

 

【八尋議長】 

はい。どうもありがとうございます。 

 

【丹委員】 

質問ではないのですが、教育の基本方針のところ

にございます「未来を切り拓く知恵と行動力」に関

係すると思いますが、これを見て少し思ったのです

が、ご存じのように、最近サステイナブルという言

葉がよく使われるようになっておりますけれども、

今人類はそういう意味で非常に大きな課題に直面

しています。一つの現れが、国連サミットの SDGs

であったり COP21 のパリ協定、そういう歴史的な

合意がされたということで、地球環境問題、温暖化

問題を始めとした様々な問題に、今後ますますそう

いったことが社会的課題として重要性が増してい

くということで、学科を問わず理系技術者の共通のテーマになっていくだろうと思います。

これらの世界がいずれやって来るというのは、我々企業にとっても非常に大きな課題であ

ると捉えております。また、これらはすぐそこにある未来であろうということで、今の学生

が社会へ出て、現役の内に実際身を置く世界になるであろうと思います。この世に間違いな
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くやってくる社会的な課題に対して意識を持って、社会へ出て行くということが非常に重

要なことじゃないかと思いますし、また、企業に就職される学生がほとんど、ということも

ありますが CSR に関してですね。最近我々企業は CSR というのを非常に大事にしている

のですが、その CSR の概念についても企業人となる一員として備えておくべきポリシーで

あろうと思います。このようなことを学ぶ機会もあるのだろうと思いますけれども、ぜひこ

ういうことを学ぶ機会の充実というのをお願いしたいというのと、もし必要であれば我々

も何かお手伝いできることがあるかもわかりませんので、ご相談いただけたらと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

【迫原校長】 

どうもありがとうございます。特にそういった観点で言えば、我々が今イニシアティブ等

でやろうとしている社会実装教育の中でそういったことはこれからもきちっと学生達に伝

えていくというのが必要じゃないかなと考えていますので、また色々と教えていただくこ

とはあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【平田委員】 

先ほどから、U ターンとか転職とか言葉が出

ていますが、本校を卒業し、まさに色々経験し

たものですから、この類の話をしようかと思い

ましたが、別の話にします。今日は知財につい

ての話にします。高専は当然知財についても学

習をしておられるのですけれども、私の提案は、

発明協会の利用についてです。愛媛県にも一般

社団法人愛媛県発明協会というのがあります。

発明協会は全国組織ですので、そちらと組んで

はどうだろうかという提案です。知財に関して

より身近な形で学習することができます。しかしこれについては今でも学習しているので

必要ないかもしれません。実は発明協会が力を入れているものの一つに、「少年少女発明ク

ラブ」というのがあります。これは小学校単位で、いわばクラブ活動のような形で存在する

ものです。このクラブを各都道府県の発明協会が後押しします。子供たちが創意工夫、工作、

を地域の人々の応援のもとで楽しみます。創造性豊かに育った子供たちは理系への憧れを

持つようになるでしょう。全国規模なのですが、チャレンジコンテストというのがあって、

子供たちがアイデアを出し、テーマを決めて工作をします。高専や外部の人や一般企業やま

た、OB たちが応援者となって手伝います。それで子どもたちが全国大会に臨むわけです。

Ｗｅｂ投票などで順位が決まります。愛媛県の場合は、松山周辺は井関さんとか三浦工業さ

んとか色々あるので盛り上がっているんですけど、工業都市である東部地域がですね、全然
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ないんですね。発明クラブもない。小中学生の段階から高専さんが先頭切って子供たちを育

ててやろうくらいの気持ちでやっていただいたら、５～10 年先には理系志向の愛媛になり、

高専や工業高校を目指すことになる。そんなことで、発明協会をもう少し利用してみません

か、という提案です。以上です。 

 

【八尋議長】 

高専側から何かありますか。 

 

【中山高技センター長】 

高技センターの中山といいます。今、平田委員の方から出ました、地元の小中学生の知財

教育という面では殆ど何もできていない状態ですけど、先ほど説明がありました出前授業

の中にも創造性の教育が入っていますので、そういう面では協力させていただけていると

思います。本校の知財活動ですけど、知財教育というのはかなりやっています。本科５年生

では全学生に知財教育をやる授業もありますし、例えば私が所属している生物応用化学科

ですと、1 年生から専攻科の 2 年生まで 7 年一貫の知財教育というのを授業の中に入れて

います。それから、学生の知財に関係する取組としては、本校はパテントコンテストという

特許庁が主催でやっているものでは、平成 20 年くらいからずっと連続で受賞しておりまし

て、全国の高専でも有名でよそから問い合わせがあります。それから、知財の管理検定 3 級

に関しては毎年合格者を数名出していて、これも全国の高専では多いということで、知財教

育を結構やっているのですが、いま言われたように、愛媛県の知財協会等ともう少し連携も

含めて、更に活性化の方に向けて行きたいと思います。良い意見をいただきました。ありが

とうございます。 

 

【八尋議長】 

まだあるかと思いますが、後でご質問やご意見をいただく時間をとりますので、一旦ここ

で休憩をさせていただきたいと思います。15 時 45 分に再開いたします。 

 

 

 

 

～ 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 

（３）研究及び地域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         ･･････ 国際交流推進室長 

                      ･･････ 男女共同参画推進室長 

 

【担当者から配付資料に基づき説明】 

 

【八尋議長】 

それでは、委員の皆さまからご意見をお願いします。何かございますでしょうか。 

 

【八尋議長】 

では私の方から一つだけ。質問というか、どういうふうに考えられているか教えていただ

きたいのですが。高専の先生方は、もちろん授業、教育もあるし研究もあるし、それにクラ

ブ活動まで顧問をされているという中でですね、平成 29年度事業計画の中に、在外研究員、

内地研究員として参加しやすい環境を充実させるという目標項目を挙げられていますけれ

ども、具体的にどういうことを考えられているのかなということを教えていただければと

思います。 

 

【迫原校長】 

私としては学生のグローバル化というのは大事ですけど、教員のグローバル化というの

も非常に大事だと思っているんですね。それでできるだけ行ってほしいということで、実は

平成 29 年度、いま現在は去年の 4 月から今年の 3 月末まで、一般教教科の英語の先生なの

ですが、英語の先生は英語の勉強に行かなくてもいいかなというのはありますけど、もっと

しっかりやりたいということで、いまニューヨークのニューヨーク市立大学クイーンズ校

に行っている先生がいますし、それから平成 30 年度、今年の 4 月からはまた一年間、数理

科の物理の先生が UCLA に行くということになっています。できるだけ出やすい環境を作

りたいということであるんですけれども、先生がおっしゃるように、公務が結構たくさんあ

るわけですね。その中で行くというのはなかなか大変なことなので、これまでは、行った場

合については、高専機構からそれの手当として非常勤講師代を手当てするということがあ

ったんですけれども、だんだん予算が削られてきて、そういうところが削られるようになる

んですけれども、私としてはそれに関わる費用については、校長裁量経費であるとか、そう

いうところから補填しながら、できるだけそういう環境は作っていきたいと考えています。

どんどん行ってほしいという気持ちは、そんなふうにどんどん出てきておるということで、

ある程度、特に若手の先生方は、行きたいという先生も結構おられるということで、そうい
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う意味では楽しみにしているところでございます。 

 

【八尋議長】 

ありがとうございます。大学でもなかなか動けないような状況ではあって、文科省自身が

定員を削減してきますので、人事交流がなかなか難しいと思います。高専の先生方も、おそ

らく動ければ動きたいと思われていると思いますけども、昔に比べて流動性が少なくなっ

ているんじゃないかという気がします。たまたま、私が学生の頃に桑田先生が来られたの知

ってるので、高専の先生が色んなところを動くというのは、できればやっていただきたいと

思います。多分今後の役に立つんじゃないかと思います。研究という意味だけではなく教育

の質の向上という意味もあると思っております。他に何か。石川委員よろしくお願いします。 

 

【石川委員】 

ここに立派な「研究シーズ集 11」ということで、作っていただいているのですが、実は

いま、東予産業創造センターを中心にして、住友各社さん、あるいはクラレさん等に対して、

東予の中小企業が持っている、技術シーズの展示会を各社さんでやらせてもらっているの

ですが、それと同じようなことをこの研究シーズとシーズ展示会というか発表会を東予の

中小企業さんを相手にやっていただいてマッチングできたらいいのではないかなという、

今までも 4 件ほど共同研究をやられているということですけども、もう少しそれを増やし

ていただくためにもそういうことができればいいなとふと思ったんですけれども、また東

産センターにも私の方から言いまして、話してみますので、良かったら是非やっていただき

たい。もし上手くマッチングができれば新居浜市の方で共同研究に対する支援事業もござ

いますので、それを活用していただいて、ぜひ共同研究を増やしていただきたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。 

 

【吉川地域連携部門長】 

はい、ありがとうございます。ぜひ、今おっしゃっていただいた技術展示会の同時開催な

ど、創造センターと連携していきたいと思います。 

 

【石川委員】 

先ほど帰られた曽我部委員の方から発言を頼まれたのですが、インターンシップについ

て、これは受入の企業の方にももちろん問題があるんですけれども、送り出していただく学

校側においても、お互いに事前によく相談をしていただいて、学生さんに目的を持って、こ

の研究をするためにインターンシップに行くんだと、企業の方もこれをしてほしいからこ

ういう人をよこしてくれという事前の打ち合わせを十分やっていただいて送ってほしいと

いうことを言われておりましたので、一つよろしくお願いいたします。 
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【福田教務主事】 

ありがとうございました。事前に研修を１コマとって、行ったらどういう態度をするかと

いうことをやっていますので、それに加えて目的の明確化をしたいと思います。 

 

【平田委員】 

エンジニアリングデザイン教育センターの話なんですが、去年の諮問会議から話題にな

ってたんですよね。今年度から新しく始まりますよと。これでもって企業や一般の方が高専

に対して敷居が低くなる、もしくはなくなるだろうと思っていますので、ものすごく期待し

ていますので、よろしくお願いします。 

 

【出口Ｅデザインセンター長】 

これからの課題として取り組んでいきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

【八尋議長】 

はい、どうもありがとうございます。他によろしいでしょうか。それでは、意見も出尽く

しましたので、最後、総評ということで。それでは、運営諮問会議総評ということで私が代

表して述べさせていただければと思います。今日、委員の色々なご意見をいただけたと思い

ます。例えば、石川委員、髙塚委員からは人手不足をどのように解消していくか、もちろん

高等教育機関として、人材育成に期待されているというのがよく伝わったと思います。もち

ろん高専さんは今までずっと取り組まれているんですけど、いま以上にまた就職率をアッ

プさせるための取組をぜひやっていただければということだと思います。それから丹委員、

曽我部委員、平田委員の方から、社会実装の教育やインターンシップの充実、それから発明

ということを踏まえて、社会が要請していることをきちっと教育していただければという

ことだと思います。それは今までやられていることだと思いますけれども、更に充実させて

もらえればということだと思います。それから高専 4.0 イニシアティブ事業という中で、出

前授業の話がちょっと出て、西井教員の方からは取組として続けていただきたいというこ

と、中学生もそういうふうに願っている、期待している、色々な目で見ているということで

すので、そういう授業は続けていくとともに、技術者育成をサステイナブルに続けていただ

ければと思っております。それがまた社会の、新居浜地区あるいは東予地区の技術者として

育っていただければ、地域が活性化するんじゃないかと私も思っております。もちろん大学

としましても、良い意味で、高専さんとはライバル関係であり、協力できるところはずっと

協力させていただければと常々思っておりますので、これからもよろしくお願いいたしま

す。 
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○情報セキュリティ人材育成事業（K-SEC） 
○学生支援 
○寮生活 
○研究及び地域連携活動 
○国際交流推進 
○男女共同参画推進 
○平成２９年度 年度計画 
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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２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）
校長 迫原 修治
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10 ha

学生寮

新居浜駅
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Logo
マーク 沿 ⾰
昭和37年 高専制度第１期校として設置 （機械工学科、電気工学科、工業化学科）

昭和41年 金属工学科を増設

昭和53年 公害教育研究センターを設置

昭和62年 金属工学科を材料工学科に改組

昭和63年 電子制御工学科を増設

平成 4年 全国に先駆け専攻科設置 （生産工学専攻、電子工学専攻）

平成 9年 工業化学科を生物応用化学科に改組

平成11年 公害教育研究センターを高度技術教育研究センターに改組

平成15年 電気工学科を電気情報工学科に改組、情報教育センターを設置

平成17年 ものづくり教育支援センターを設置

平成19年 材料工学科から環境材料工学科に改組

平成24年 創立50周年記念式典

平成16年 独立行政法人国立高等専門学校機構新居浜工業高等専門学校へ移行
生産工学専攻を生産工学専攻及び生物応用化学専攻に改組

12校でスタート、現在は51高専

新居浜高専と奈良高専の2校

平成29年 ものづくり教育支援センターをエンジニアリングデザイン教育センター
に改名、保健管理センターを設置

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

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

Logo
マーク 三つの⽅針（ポリシー）

平成２９年４月 ホームページ、学生募集要項等で公開

新居浜工業高等専門学校本科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

卒業認定の方針 （ディプロマ・ポリシー）

教育課程編成・実施の方針 （カリキュラム・ポリシー）

新居浜工業高等専門学校専攻科の入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）

専攻科修了認定の方針 （ディプロマ・ポリシー）

専攻科教育課程編成・実施の方針 （カリキュラム・ポリシー）

本科

専攻科
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 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）

本科（準学⼠）：四国唯⼀の５学科で構成される⾼専

 生産工学専攻

 生物応用化学専攻

 電子工学専攻

専攻科（学⼠）

特例適用認定専攻

多岐にわたる製造業に対応可能な学科編成

（詳細は後程説明）

www.***.com
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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

２０８名
２０９名
２０２名
２１５名
２１０名

１，０４４名
（２８６名）

４６名（８名）

１名
１０名
１２名
１１名
１３名
１０名
１２名
１４名
８３名
（6名）

１２名（1名）

事務部（総務課・学生課） ３０名（1２名）

合 計 １，０４０名
１，０９０名
（２９４名）

１２５名
（１９名）

平成２９年１２月１日現在

（ ）内は女性（内数）

www.***.com

Logo
マーク 新居浜⾼専の教員内訳

学科
・
科

機械 電気 電子 生物 材料 数理 一般 計

博士 ９ １２ １１ １３ １０ １１ ５ ７０

技術士 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

修士 ０ ０ ０ ０ ０ １ ６ ７

他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３

計 １０ １２ １１ １３ １０ １２ １４ ８２

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３０年１月現在
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マーク 本科⼊学者選抜の状況 (１)

平成２７年度 平成２８年度 平成２９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

（１）
５２人

４２人

（４）

電 気 情 報 工 学 科 ６５人
４２人

（９）
６０人

４２人

（８）
５３人

４２人

（５）

電 子 制 御 工 学 科 ６４人
４１人

（９）
６０人

４１人

（５）
５６人

４１人

（４）

生 物 応 用 化 学 科 ５８人
４３人

（２７）
６４人

４３人

（２７）
４７人

４２人

（３０）

環 境 材 料 工 学 科 ５５人
４２人

（１４）
５９人

４１人

（１５）
５０人

４２人

（１３）

計 ３０７人
２１０人

（６０）
３０８人

２０９人

（５６）
２５８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。
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人数

21



www.***.com

Logo
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 ４２０名 ３６．８

西条市 １９８名 １８．３

四国中央市 １２２名 １１．８

今治市 １０７名 １０．６

松山市 ６５名 ５．６

その他愛媛県内 ９８名 ８．２

愛媛県外 ７８名 ７．２

外国人留学生 ７名 ０．６

１０９５名 １００．０

東予地域
７７．４％

平成29年5月1日現在

留学⽣
マレーシア インドネシア ラオス 計

４名（２名） ２名 １名 ７名（２名）

（ ）内は女子学生（内数）
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Logo
マーク ⼊学者の確保対策

 校長 愛媛県小中学校長会 新理事訪問（４校）、松山市中学校長会訪問

 地区別学校説明会の開催

東予地区 ２５校、今治地区 ８校、徳島西部地区 ９校、

福山・尾道地区 １校

 中学校訪問（１回目：１４０校、２回目：６９校）

１回目（６月）： 県内 ９８校、香川 １１校、徳島 １３校、広島 １８校

２回目（１１～１２月）： 県内 ６３校、徳島 ６校

 中学校開催の進路説明会(４４校)

中学校へのPR活動

⼊試広報活動
 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2９年度）
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■ 実施日：平成２９年８月１０日（木）、１１日（金）

■ 内 容：講座１０テーマ

保護者懇談会

学寮見学

■ 参加人数：８８８名

夏季体験学習
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■ 実施日： 平成２９年８月２５日（金）、２６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）受検に関する相談会 （対象：中学校教員、保護者）

■ 参加者： １５４名

■ 日時： 平成２９年９月２３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： ３９７名（中学生： ２５７名、保護者： １４０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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国領祭（学園祭）（１１月４日、５日）に、入試情報コーナー開設（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。

⼊試情報コーナーの開設

参加者： 中学生 ２１７人、保護者 １４８人

入試問題の解説学科の展示

広報活動（３）
www.***.com

Logo
マーク ⾼専卒業後の進路 (１)

学 科 卒業 進学 就職希望 就職 就職率 求人 倍率

機械工学科 38 (0) 10 (0) 28 (0) 28 (0) 100% 631 22.5

電気情報工学科 39 (8) 12 (0) 27 (8) 27 (8) 100% 520 19.3

電子制御工学科 42 (3) 11 (0) 30 (3) 30 (3) 100% 530 17.7 

生物応用化学科 44 (29) 10 (5) 33 (24) 33 (24) 100% 504 15.3

環境材料工学科 38 (18) 9 (4) 29 (14) 29 (14) 100% 360 12.4 

計 201 (58) 52 (9) 147 (49) 147 (49) 100% 2545 17.3

平成2８年度 本科卒業⽣の就職状況
就職： 本科⽣の約75％

（ ）は女子学生 内数
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専 攻 修了 進学 就職希望 就職 就職率 求人 倍率

生産工学専攻 7 (1) 1 (0) 6 (1) 6 (1) 100% 244 40.7

生物応用化学専攻 2 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 100% 218 109.0 

電子工学専攻 11 (1) 3 (0) 8 (1) 8 (1) 100% 317 39.6

計 20 (4) 4 (0) 16 (4) 16 (4) 100% 779 48.7 

平成2８年度 専攻科修了⽣の就職状況

（ ）は女子学生 内数
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平成2８年度 卒業⽣・修了⽣の主な就職先
アイム ㈱、 ㈱ アイワ技研、 旭化成 ㈱、 ㈱ 一宮工務店エンジニアリング本

部、渦潮電機 ㈱、 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)、 愛媛小林製薬 ㈱、 ㈱ 大

塚製薬工場、 オムロン ㈱、 花王 ㈱、 花王サニタリープロダクツ愛媛 ㈱、 川

重テクノロジー ㈱、 関西電力 ㈱、 ㈱ カンセツ、 ㈱ クラレ西条事業所、 ㈱ コ

スにじゅういち、 コスモ松山石油 ㈱、 ㈱ 資生堂、 ㈱ シークス、 四国電気工

業 ㈱、 四国電力 ㈱、 住重試験検査 ㈱、 住友化学 ㈱、 住友共同電力 ㈱、

住友金属鉱山 ㈱、 住友ケミカルエンジニアリング ㈱、 ㈱ 曽我部鐵工所、 大

王製紙 ㈱、 ダイキン工業 ㈱、 太陽石油 ㈱、 大日精化工業 ㈱、 ㈱ タマ

ディック、 中国電力 ㈱、 東レ ㈱、 日本エイアンドエル ㈱、 日本食研ホール

ディングス ㈱、 ㈱ 日立ビルシステム、 福助工業 ㈱、 フジケンエンジニアリン

グ ㈱、不二精機 ㈱、 フジテック ㈱、 ㈱ 前川製作所、 マルホ発條工業 ㈱、

三浦工業 ㈱、 ㈱ 三好鉄工所、 三菱電機ビルテクノサービス ㈱、 ユースエン

ジニアリング ㈱ 他
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平成2８年度本科卒業⽣の進学先
新居浜⾼専専攻科：２６名

大学編入学：２６名

長岡技術科学大学（２）、 豊橋技術科学大学（４）、 愛媛大学（６）、

岡山大学（３）、 徳島大学（２）、 静岡大学（１）、 佐賀大学（１）、

千葉大学（１）、 筑波大学（１）、 高知大学（１）、 熊本大学（１）、

日本文理大学（１）、 東海大学（１）

平成2８年度専攻科修了⽣の⼤学院進学先
東京工業大学（１） 奈良先端科学技術大学院大学（２）

北陸先端科学技術大学院大学（１）

（⼤学院進学者４名）

本科卒業⽣の進学率： 約25％ （全国平均４０％より低い）
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平成28年度卒業⽣及び修了⽣の地区別就職状況
（新居浜市内） （愛媛県内） 四国 関西 関東 その他 計

本科 （１９名） （３７名） ４７名 ３２名 ５２名 １６名 １４７名

割合（％） （１２．９） （２５．２） ３２．０ ２１．８ ３５．３ １０．９ １００．０

専攻科 （１名） （３名） ５名 ６名 ４名 １名 １６名

⾼専卒業後の進路 (５)

平成27年度卒業⽣及び修了⽣の地区別就職状況
（新居浜市内） （愛媛県内） 四国 関西 関東 その他 計

本科 （２２名） （４４名） ５７名 ３１名 ３７名 １３名 １３８名

割合（％） （１５．９） （３１．９） ４１．３ ２２．５ ２６．８ ９．４ １００．０

専攻科 （２名） （５名） ７名 ５名 ８名 ２名 ２２名
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KOSEN（高専）4.0イニシアティブ採択事業

「社会実装教育を基盤とする地域の次世代型技術者（人財）の育成」

えひめ東予産業創造センターと協力協定締結

地域企業等との連携の推進

新居浜高専の強みを活かした新しい教育システムの構築

情報セキュリティ人材育成実践校に採択

情報教育の推進

保健管理センターの設置

メンタルヘルス教育の推進

学生支援の充実

（保健室、学生相談室、特別支援教育推進室、メンタルヘルス教育推進室）

ものづくり教育の充実

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センター

www.***.com

Logo
マーク ⾼専を取り巻く環境 (1)

⾼等専⾨学校の充実に関する調査研究協⼒者会議

（１）今後の高等専門学校教育の在り方と充実方策

取りまとめ： 「⾼等専⾨学校の充実について」（平成28年3月）

（２）地域・産業界との連携

（３）国際化への対応

・本科5年の修業年限の維持

・医療・農業など他分野との連携強化など新分野の人材育成

・教員の研究能力向上 など

・地域の特色ある産業・地域課題に高専の工学的な知識・技術・知見を活用

・地域産業を支える人材の育成 など

・グローバルエンジニアとして必要な能力の涵養

・実践的な英語運用能力の向上 など

KOSEN（⾼専）4.0イニシアティブ
（⼤学のミッションの再定義と同様）
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マーク ⾼専を取り巻く環境 (2)

⾼等教育システムの海外展開
リエゾンオフィス： モンゴル、タイ

教育支援： ベトナム

新聞、雑誌等における⾼専の紹介
日本経済新聞

（平成29年12月26日：特集記事）

日経産業新聞
（平成29年12月5日：高専生向け特別版）
（「高専に任せろ」連載中：7月6日に本校の記事）

サンデー毎日
（平成29年4月23日：「高専から難関大、人気企業へ！」）

新たな留学生の受入れ： プリンセス・チュラポーン・サイエンス・
ハイスクールから毎年12名、1年生に受入れ

www.***.com

Logo
マーク

・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

○ 四国随一の工業地帯（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

○ 工業系高等教育機関： 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

新居浜⾼専の⽬指す姿

産学官の連携および地域貢献の推進

学生の主体的な学びの支援

（共同研究、地域の若手技術者育成、地域への人財供給）

（新居浜高専版出前授業、エンジニアリングデザイン教育、国際交流）

KOSEN（⾼専）4.0イニシアティブ事業の推進

www.***.com
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第１2 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 30 年 2 月 13 日 

 

 委員からの意見 対応状況 

１ 地元企業への就職について  

 地域の産業界では、非常に人手不足が深

刻化しており、大きな課題となっている。

東予地域の第２次産業の底上げには、優秀

な人材の確保が不可欠であるため、今後具

体的な数値目標を設定した上で、引き続き

地域に根付く人材を新居浜・西条地区へ供

給してほしい。 

第 4 期中期目標期間を見据えた各高専の強みを伸長す

る事業として「社会実装教育を基盤とする地域の次世代型

技術者（人財）育成」を実施する。本事業では、地域の基

幹産業を支える「次世代型プラント技術者」、近年重要視

され地域でも期待感のある「アシスティブテクノロジー技

術者」の養成課程を柱とし、地域で活躍する次世代型技術

者（人財）の育成を目指している。本事業への取り組みに

おいて、地元企業への就職者率については、最近 5 年間の

平均 35％を、H30 年度卒業生は 40％以上にすることを

目標に掲げている。 

また、学生に地元企業を知ってもらうために、愛テクフ

ォーラム会員の地元企業 8 社と懇談会を実施する予定に

している。 

２ ソーシャルメディアの活用について  

 今 後 は ホ ー ム ペ ー ジ だ け で な く

Facebook 等の双方向ツールも活用しな

がら、地元企業や一般市民との交流を進め

てほしい。今後、エンジニアリングデザイ

ン教育センターが窓口となって、その役割

を果たしていくことを大いに期待してい

る。 

Facebook 等の SNS の活用については、現段階ではま

だ十分に取り組めていない。今後、広報推進室で活用を検

討したい。 

エンジニアリングデザイン教育センターとしては、新居

浜市の“RCC（Re Create Community）新居浜”の計画

の中で進められようとしているファブラボの整備に協力

し、地元企業や一般市民とものづくり活動を通じて交流を

図る場を構築していくよう検討を進めている。 

３ 学修単位の導入について  

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度入学生から導入予定の学修単位

について、自学自習をどのように評価する

か、引き続き検討を進めてほしい。 

本校は H32 年度 4 年生から学修単位科目（半期授業

15 回 2 単位科目）の受講が開始される。講義時間と自学

自習時間を合わせて 90 時間の学修を必要とするが、学生

の自学自習をどのように評価するか、教務委員会を中心に

検討を進めている。具体的には、本校の LMS（ラーニン

グマネージメントシステム）や市販の e ラーニングシステ

ム、機構本部で整備を進めている CBT（コンピュータベ

ースドテスティング）の活用を検討している。先行して学
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修単位を導入している他高専や大学等の他機関の状況も

調査し、H30 年度を準備期間、H31 年度を試行期間とす

る予定である。 

４ 地元企業との共同研究の推進について  

 周辺に産業が集積している地域の特性

を生かし、大手企業だけでなく地元企業と

の共同研究を推進してほしい。また可能な

範囲で、共同研究や技術相談の内容につい

て、情報開示を検討してほしい。 

 

地元企業との連携を深めるため、「新居浜高専研究シー

ズ集１１」を発刊し、「新居浜市役所ロビー展示」にてシ

ーズ紹介（H30.2.26～3.2）を予定している。その他、

「新居浜高専工業技術懇談会」及び「愛テクフォーラム総

会」にて延べ８名の教職員の研究シーズ発表会等を実施し

た。（3 月 9 日にも実施予定） 

H2９年度は、共同研究については地元企業と 4 件、技

術相談は「装置開発について、特殊センサーの改良、産業

廃棄物の有効利用、素材の材質同定、製造技術に関する情

報、破損原因の見解など」１０件の技術相談を受け対応し

た。 

５ コンピテンシーについて  

 企業では、コンピテンシーが一つの重要

な評価軸になってきている。今後はチャレ

ンジ精神やリーダーシップなどの能力も

育成できるよう、教育の手法等で工夫をお

願いしたい。 

H30 年度より運用するモデルコアカリキュラムでは、

「知識・技能」の単なる習得から、身に付けた「知識・技

能」を適用する能力を身に付けることを基本とし、更に 

開講されている科目やその他の教育活動等を通じ、コミュ

ニケーションスキルや合意形成等の汎用的技能及び主体

性やチームワーク力等の態度・志向性を身に付けることを

求めている。特に、後者の汎用的技能や態度・志向性を身

に付けることはコンピテンシーを高めることにつながる

と考えられ、実験・実習科目や特別活動で涵養することを

計画している。成果の上がる教育方法については、引き続

き検討を行いたい。 
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教育に関する事項

www.***.com
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マーク

教育の質の向上と改善

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

教務主事 福田 京也

www.***.com

Logo
マーク

１．教育に関する恒常的な取り組み
１） 教育の質の向上及び改善のための取り組み

２．教育に関する今年度のトピックス

２） 教員の教育能力向上の取り組み

報告内容
www.***.com

Logo
マーク １．教育に関する恒常的な取り組み
１） 教育の質の向上及び改善のための取り組み

授業アンケート、担任アンケートの実施と分析、フィードバック
英語力向上のための対策（TOEIC-IP試験を年2回学内で実施）
学習到達度試験（数学・物理）の解析、フィードバック
原級留置率、退学率を下げるための対策（追認補習、ＴＡ補習）
第4ブロック協働授業（化学工学）の実施
LMSやeラーニングを用いた自学自習教材の活用
H29年度入学生から学修単位の本格導入
大人数授業（化学・物理）の試行継続
本科4年生及び専攻科1年生のインターンシップ（H29全員参加）
本科5年生経営工学の講師に企業技術者（愛テク・本校OB等）
企業説明会参加企業に対するアンケートの実施
特例認定専攻科審査対応
ICTを活用した教育のためネットワーク及び演習室の環境整備
エンジニアリングデザイン教育センターの活用

www.***.com
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教員の授業姿勢

H25 H27 H28

１．教育に関する恒常的な取り組み
授業アンケートの実施と分析、フィードバック

分析結果の例と教員同士の意見交換例

教員へのフィードバック
（教員1）我々がいう「授業改善」とは、「達成度を
上げる」ことなのか、「教員の授業姿勢を良くす
る」ことなのだろうか…
（教員2）「授業改善＝教員の授業姿勢を良くす
る」に賛成です．熱意はある程度自然に伝わる
と思われます．
（教員3）ここで言ってる「達成度」とは、あくまで
学生の自己評価なので注意が要ると思います。
教員の姿勢に不満があれば、授業から得られ
たものが多いと感じることは無いでしょう。プロッ
トが原点から遠い科目、つまり、学生と教員との
交流が上手く行っている科目の担当の教員は、
そういういう結果が得られるためにどういう工夫
や努力をされたのか…
（教員4）教え方の工夫点を評価してもらった結
果かなと思っています．必要性＋分かりやすい
事実を話題導入時にしています…
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1, 2年 3年 4,5年

①病気・ケガ ②③④メンタル ⑤専門ミスマッチ

⑥勉学意欲減退 ⑦出席不良 ⑧専門基礎科目能力

⑨専門科目能力 ⑩成績不振(その他)

百
分

率
[%

] 12名 13名 15名

メンタル

勉学意欲
減退

専門基礎
科目能力

１．教育に関する恒常的な取り組み
原級留置率・退学率を下げるための対策

原因
H28年度留年原因分析結果

・メンタル
・勉学意欲減退
・専門基礎科目能力

・メンタルヘルス室設置
・数学・物理の補習（教員）
・ＴＡ講師による補習実施（学生）

対策
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マーク １．教育に関する恒常的な取り組み
H29年度入学生から学修単位の本格導入

課題
・自学自習時間をどう評価するか
・エビデンスをどう残すか

●履修単位(30単位時間（１単位時間は，標準50分とする。）)を学修
単位（大学と同じ単位カウント：15時間講義＋30時間の自学自習）へ
①受け身の学習から自ら学ぶ学修へ
②授業量（時間数）の削減
③授業の協働共有化の促進
④大学編入学生の単位認定の不利益解消

対策（H32年度までに）
・LMSやCBTの活用
・情報収集継続 等を行う

www.***.com

Logo
マーク １．教育に関する恒常的な取り組み
専攻科・・・本科５年教育を基礎とし、より専門的・高度な技術
能力を養成するための２年間の課程

生物応用化学専攻

電 子 工 学 専 攻

生 産 工 学 専 攻
機械工学コース
環境材料工学コース

生物応用化学科

電気情報工学科

機 械 工 学 科

環境材料工学科

本科４年・５年＋専攻科１年・２年

・・・学士の学位に相当する教育課程かどうか

電子制御工学科

学
位
授
与
機
構
に
よ
る
審
査

学
士
号

特例認定専攻科

www.***.com

Logo
マーク １．教育に関する恒常的な取り組み
学位授与申請（特例認定専攻科審査対応）

学位授与機構による審査

専攻科には学位授与権がないことから、大学改革支援・学位

授与機構による審査を受審 （従来審査：成果論文提出・試験）

学士の学位授与に係る特例

円滑な学位の審査と授与が行われるような運用の改善を図る

従来審査に対する特例を設置 （特例審査：計画書・成果要旨）

特例適用認定のための審査

学士課程に相当する４年間の学修を総括する「学修総まとめ科
目」を設定し、その指導体制、評価方法などを審査

平成28年度に全専攻が特例適用に認定

（平成29年度「特例適用専攻科における教育の実施状況等の審査」受審）
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２） 教員の教育能力向上の取り組み

１．教育に関する恒常的な取り組み

・各種研修（新任・中堅・管理職、FD・AL、IT、特別支援教育等）
・高専フォーラムでの発表
・公開授業

FD・AL研修会

「アクティブラーニング実践（試験紙法）」研修会、授業への活用例

TBL（チーム基盤型学習）授業

活用

www.***.com

Logo
マーク ２．教育に関する今年度のトピックス

・MCC&Webシラバス、CBT本格運用に向けた取り組み
・KOSEN（高専）4.0イニシアティブ事業の紹介
・情報セキュリティ人材育成事業の紹介
・エンジニアリングデザイン教育センターの紹介

⾼専教育プラットフォームへ進化

Web
シラバス

MCC準拠カリキュラム

CBT AL PBL
新教育

体制整備…

イニシアティブ特別課程の設置

次世代型プラント技術者育成(PE)
アシスティブテクノロジー技術者育成(AT)

「社会実装教育を基盤とする地域の次世代型
技術者(人財)の育成」事業

ものづくり工房 あかがね工房

実習・研究
ものづくり支援

実習・研究・課外活動
ものづくり活動・地域交流活動

エンジニアリングデザイン教育センター情報セキュリティ人材育成事業

◆突出した能力を持つ情報セキュリティ人材の
輩出（質的向上）

◆体系的にセキュリティ知識を身につけた人材
の育成（量的拡大）

www.***.com
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モデルコアカリキュラム（MCC）導入の促進

平成28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)を導入

平成29年度
・WebシラバスへH30年度シラバスの入力、モデルコアカリキュラム

対応確認
平成30年度以降

・H30年度入学生からモデルコアカリキュラム対応
・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る

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

MCC&Webシラバスへの対応
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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を軽減
●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,）の本格導入（H30年度より）

→学生の学習到達度の確認用，学習用，教員FD 用として活用

CBTの本格運⽤に向けた取り組み

以降、
・KOSEN（高専）4.0イニシアティブ事業
・情報セキュリティ人材育成事業
・エンジニアリングデザイン教育センター

の紹介を各担当責任者から
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"KOSEN(⾼専)4.0"
イニシアティブ事業

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）
プロジェクトリーダー

専攻科長 衣笠 巧
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１．"KOSEN(高専)4.0"イニシアティブとは
www.***.com

Logo
マーク

◆ 管理運営の更なる効率化を図るとともに、①高専教育を支え

る基盤の充実、②各高専がその特色を強化し地域産業の振
興や日本の経済成長への貢献に自らプレゼンスを発揮して

いく取組を支援

◆ 各学校は、各種提言を踏まえつつ、「新産業を牽引する人

材育成」、「地域への貢献」、「国際化の加速・推進」を軸に、

第４期中期目標期間（平成31年度から５年間）に向けたカリ

キュラムの改訂や組織改編などを伴う取組を通じて、それぞ
れの特色を伸長

◆ 複数の高専、大学、企業、地方公共団体等との連携を強め
つつ、取組とその成果は社会に広く発信・還元

【⾼専教育の新たな展開に向けて】
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各学校において、「日本再興戦略2016」や「高等専門学校の充実に関する調査
研究協力者会議」における提言等を踏まえつつ、「新産業を牽引する人材育成」
「地域への貢献」「国際化の加速・推進」を軸に、それぞれの特徴の伸長を目指
すとともに、カリキュラムの改訂や組織改編などに取り組む。

・情報セキュリティ・IoTなど超スマート社
会の社会実装を担うエンジニアの養成

・小中学生など将来の技術者の裾野拡
大（海事への理解促進等）など

・農林水産・医療介護・航空・海
洋等地域の特色ある産業を踏
まえ、地域を支える人材育成
の充実・定着の取組 など

・海外の大学・ポリテク等教育機関
や日本企業の現地法人など企業
との連携の強化

・長期インターン等の海外におけ
る教育研究活動充実 など

地域への貢献 国際化の加速・推進

新産業を牽引する⼈材育成

高専からのイノベーション挑戦

“Kosen（⾼専）4.0”イニシアティブ【新規】

www.***.com
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２．新居浜高専の採択事業
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実施体制

新居浜高専

外部評価委員会内部評価委員会

教務委員会
専攻科教育委員会
高度技術教育研究
センター地域連携部門

新居浜市教育委員会

新居浜市内小中学校 など

ESD対応学生主体型出前授業

地域連携コーディネータ

えひめ東予産業創造センター

地元プラント企業 など

次世代型プラント技術者育成特別課程

地域連携コーディネータ

松山リハビリテーション病院

県立特別支援学校 など

地域連携コーディネータ

アシスティブテクノロジー技術者育成特別課程

小中学校

地元企業 福祉団体

フィードバック学生

フィードバック

学生

フィードバック

学生

次世代型技術者（人財）育成
プロジェクト委員会

AT技術者
育成担当

PE技術者
育成担当

DeMaE授業担当
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特別課程カリキュラム

PE課程

・プラント設計基礎 （4年前期・1単位）

・プラントメンテナンス （4年後期・1単位）

・プラントメンテナンス実習 （5年前期・1単位）

・プラント管理人材育成 （5年後期・1単位）

・プラントエンジニア・コーオプ実習 （5年長期休業中・2単位）

AT課程

・アシスティブテクノロジー基礎 （4年前期・1単位）

・アシスティブデザイン演習 （4年後期・1単位）

・臨床支援機器開発演習 （5年前期・1単位）

・医療福祉工学概論 （5年後期・1単位）

・アシスティブテクノロジー・コーオプ演習 （5年長期休業中・2単位）

www.***.com
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３．これまでの状況と今後の予定

• PE課程・AT課程のカリキュラム設計 （6月～）

• 地域連携コーディネータ委嘱 （7月～）

• えひめ東予産業創造センターとの連携協定書締結 （11月6日）

• DeMaE授業試行実施 （11月～）

• PE課程・AT課程の試行授業実施 （PE：12月～、AT：9月～）

• PE課程・AT課程 合同説明会 （12月14, 15日）

• DeMaE授業参加者募集 （合同説明会およびSHR：1月～）

• PE課程に関する住友化学との契約書締結 （12月21日）

• ホームページ開設 （1月29日）

• 2月28日 内部評価委員会開催

• 3月9日 外部評価委員会開催

• 4月以降 本格実施
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エンジニアリングデザイン教育センター

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

エンジニアリングデザイン教育センター長 出口幹雄

www.***.com
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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名

副センター長：5名
（専門5学科の教員）

第三部門
（化学・材料系）

４名

第二部門
（電気・電子系）

３名

センター組織図

エンジニアリングデザイン教育センター
www.***.com
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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

・各種ものづくり活動の支援

・地域連携による技術交流・支援

・実習工場の管理運営

・技術室の業務目標・計画及び評価

・技術職員の研修計画

・その他、ものづくり教育及び地域との技術交流の推進

センター業務

エンジニアリングデザイン教育センター
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実習工場2棟の改修

機械実習工場 ものづくり工房

材料実習工場 あかがね工房

実習、研究、ものづくり支援

実習、研究、課外活動、
ものづくり活動、地域交流活動

エンジニアリングデザイン教育センター
www.***.com

Logo
マーク

ものづくり工房

E-Square（仮称）

あかがね工房

インキュベーション・ラボ
（高度技術教育研究センター）

リエゾンルーム
（総務課）

エンジニアリングデザイン教育センター
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房

●あかがね工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●ものづくり工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●あかがね工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●あかがね工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●あかがね工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●あかがね工房
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エンジニアリングデザイン教育センター

●課 題

・プロジェクトエリアの全学的有効活用

・学外からの利用を可能にするシステムづくり
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情報セキュリティ⼈材育成事業
（K-SEC）

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

情報教育センター長 内藤 出
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■背景
・ICTの発展・普及による利便性向上と引き換えに、日常生活でも
情報セキュリティ・リスクが深刻化
- 世界規模のランサムウェア「WannaCry」攻撃（平成 29年5月）

・深刻な情報セキュリティ人材不足
- 8万人不足（平成25年6月10日情報セキュリティ政策会議決定）

■目的
15歳からの早期情報セキュリティ教育による

１．突出した能力を持つ情報セキュリティ人材の輩出
（質的向上）

２．体系的にセキュリティ知識を身につけた人材の育成
（量的拡大）

１．背景・⽬的
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■活動期間
平成27年度～30年度

■活動内容
(1) 教育プログラムの作成
(2) 教員養成
(3) 教材作成
(4) イベント・他機関連携

■体制
・拠点校（全国で5高専、中核拠点校：高知高専）
・実践校（全国で13高専）

←平成29年度より新居浜高専 参画

２．事業概要
www.***.com

Logo
マーク ３．本事業での作成教材

No 教材名称 内容

① 情報モラル教材 e-Learning教材、
グループワーク演習用教材（スライド＆ワークシート）、
事前・事後の意識調査項目

② 低学年共通教材 講義用PPT(音声ガイド付)、確認テスト、シラバス案、
e-Learning教材、演習実施手順書

③ 高学年共通教材 講義用PPT(音声ガイド付)、演習実施手順書、
確認テスト、重要語句解説書、到達度試験、
シラバス案

④ 高学年分野別教材 PPT、e-Learning教材、ワークシート(一部のみ)
分野別の内訳は、次の通り。

共通(2ケース)、機械分野(6ケース)、建築分野(6ケース)、

材料分野(6ケース)、情報分野(5ケース)、
生命科学分野(4ケース)、電子電気分野(6ケース)、
土木分野(6ケース)

本事業の「情報セキュリティ人材育成に関する教材のご紹介」（2017年9月）資料より引用
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■授業等における取り組み
・「特別活動」での情報モラル・情報セキュリティに関する講話

（講師派遣の希望受付中）

・作成教材を活用した情報系科目における
セキュリティ教育の強化

■授業以外の取り組み
・情報セキュリティ資格取得を目指した勉強会

- 11月～2月の放課後に、1時間程度を10回程度
- 目標：情報セキュリティマネジメント試験

■他機関連携
・県警から講師を招いた教職員向け講演会の開催

- 11/29、『青少年を取り巻くサイバー犯罪の現状』

・本校教員が「県サイバーテロ対策協議会」アドバイザーに就任

４．本校における取り組み（１）
www.***.com
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■その他（イベント参加等）

・県警「サイバー攻撃対処セミナー」に教員が参加

・サイバーセキュリティシンポジウム道後（SEC道後）2018に
教員が参加予定

・本事業の学生向け情報セキュリティ講座
「情報セキュリティ高度人材育成 夏休み合宿」に参加

・本事業のメンター講習会に教員が参加

４．本校における取り組み（２）
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学生支援に関する事項

学生支援

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

学生主事 松田雄二
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学生支援の目指すところ

・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

学寮生活課外活動

学生相談、就学・キャリア支援
キャンパスライフ

学生支援

www.***.com

Logo
マーク

学生支援

キャンパスライフ

学生相談
就学・キャリア支援

www.***.com

Logo
マーク 新・制服デザイン
（目的） 新居浜高専の学生としての誇り、連帯感を強め、

それに伴う責任感や規範意識を高める。
（対応） H29年度から1年生より「新制服」を導入

（現在移行期、H31年度に完全制服化）

学生支援

www.***.com

Logo
マーク

学生支援

保健管理センター
・特別支援教育推進室
・学生相談室
・メンタルヘルス教育推進室
・保健室

www.***.com
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障がいのある学生支援
支援計画（配慮）の策定

教職員の理解促進
環境調整・教育改善

日常の悩み・精神面の
問題解決

進路相談・キャリア支援
自殺予防・こころの健康

調査

健康相談
健康診断

特別支援教育
推進室

教務主事（室長）
該当学科主任

特別支援教育コーディ
ネーター

該当する学級担任・
専攻主任

学生相談室長
看護師

学生課長
寮務主事

学生相談室

学生相談室長
学生相談員（教員）

看護師
非常勤看護師

学外カウンセラー

保健室

看護師
非常勤看護師

内科医
歯科医

メンタルヘルス
教育推進室

室長
学生相談員（教員）

学級担任

西条保健所

こころの健康教育
自殺予防啓発活動

教職員のスキルアップ

学生支援
保健管理センター
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こころのスキルアップ授業（特活）

本年度の取り組み

認知に働きかけて、こころのストレスを軽くしていく
治療法を授業に応用

・１年生対象：認知行動療法

相手を尊重しながらも自分を大切にする摩擦の少
ない表現技法を授業で展開

・２年生対象：アサーション

学生支援
保健管理センター
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大きな特徴
○ 外部機関（西条保健所）との連携

ひきこもり・自殺対策の一環・・・授業組立、資料提供、
打ち合わせ、アンケート、事後評価、学生及び教員への
聴き取り調査など情報を共有

○ 教員が授業を実施

外部講師による講演ではなく、専門家支援により本校
教員が講義を展開、低学年担任全員が担当することに
よる学校としてのスキルアップを図る

（１年生→H27：試行授業、H28～本格導入）
（２年生→H2８：一括講話、H29～本格導入）

こころのスキルアップ授業

学生支援
保健管理センター
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各種教員研修会へ参加の推進

全国高等教育障害学生支援協議会第３回大会

平成29年度 障害学生支援実務者育成研修会

平成29年度引きこもり支援担当者連絡会

全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修 実践
事例（ＧＰ）発表

全国障害学⽣⽀援セミナー「体制整備⽀援セミナー」

平成29年度 学生生活にかかるリスクの把握と対応に関す
るセミナー

"【LD・ADHD等の心理的疑似体験プログラム】

児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会

etc･･･

学生支援保健管理センター www.***.com
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日時：平成２９年８月３日（木）
内容：「発達障害の学生に対する支援について」
講師：田中 輝和 氏

愛媛県高機能自閉症・アスペルガー症候群親の会「ダンボクラブ」
会長、日本発達障害ネットワーク(JDDnet）愛媛 代表

学内教員研修会の開催

学生相談室だよりの発行

学生相談室と連携 ： 相談員によるこころの問題
に関する話題発信（毎月発行）

学生支援
保健管理センター
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今後の課題

 高学年におけるメンタルヘルス教育の在り方
発達段階に応じた心理教育プログラムの開発

 高学年を担当する専門学科教員の意識向上と
スキルアップ

 外部専門機関との更なる連携
ノウハウの蓄積と組織としての能力向上

 機構予算削減に伴う事業規模の維持・発展

学生支援
保健管理センター
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学生への意識啓発（外部講師による講演）

1年生： DV未然防止講座、性教育講話

2年生：男女共同参画キャリア支援講座１

「性別にとらわれない将来設計」 愛媛県科捜研研究員

3年生：男女共同参画キャリア支援講座２

「高専卒業後のキャリア形成男女別調査」 香川高専教授

4年生：男女共同参画キャリア支援講座３

「就職活動に向けて」 県内キャリアコンサルタント

キャリア支援 ２
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OBとの交流
（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
（方法） ・学園祭でのOBルーム開設（H１７~）

・課外活動奨励賞（奨励金： H25~）
・学生会長とOB会会長との懇談（H26~）
・就職に関する相談会（H26~）
・若手OBと学生との交流懇談会（超・交流会）（H2７~）
・学園祭で中学生・保護者へのOBによる相談会

（現状） ・参加学生には好評（特に超・交流会）
（課題） ・学生への周知方法と日程の設定

学生支援 www.***.com
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企業説明会
（目的） 学生が、企業内容と企業が求める人材像を

より深く知ることで、自分の就職活動への展望を
より具現化できること。

（内容） ・３/１（木）終日、午前・午後の入替制
・参加企業（188社）によるブースを開設、

本科４年生と専攻科１年生の約240名が
各社のブースを訪問する。

（その他） メディア総研等の外部団体による企業説明会
への引率など

学生支援
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学生支援

キャンパスライフ

課外活動
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全40団体
（部：30，愛好会：10）（体育局：１９，文化局：21）

・体育局
四国地区高専大会、全国高専大会
高専間交流試合
高校体育連盟主催の大会
（東予地区予選、県大会、インターハイ）

国民体育大会、等
・文化局

四国地区総合文化祭
高専ソコヂカラ

課外活動
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指導・管理体制
・全員顧問制
・クラブ顧問会（年3回程度）
・クラブ安全管理指導員

（平日１７時～１９時１５分 ：教員輪番）

・休日指導員（土日祝９時～１６時：外部委託指導員）

・それ以外の練習と引率はクラブ顧問指導

課題
・教員の負担軽減
・外部指導員の検討
・各種設備の老朽化

課外活動 www.***.com

Logo
マーク

活動 ・各種イベントの企画・運営
学生大会、クラスマッチ
高専ソコヂカラ、学園祭、総合文化祭

七夕祭、ハロウィン、クリスマスイベント等

・クラブリーダー研修会（毎月開催）
・環境、図書、風紀等各部局の活動
・代議委員会の開催
・クラブ活動予算の運用

課題 ・学生会行事への参加率の向上
・学生の自主的な企画・運営における、
学校側との関わり方と情報共有（見える化）

学生会活動
課外活動
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課外活動

１１月１６日（木）、電気情報工学科及び電子制御工学科の
学生６名が講師となり、新居浜市立金子小学校において、
プログラミングの出前講座を行いました。

「SCRATCHによるプログラミング」

６年生９名
講座の様子１

講座の様子２

www.***.com

Logo
マーク 国領祭

学生会活動

『八朔（はっさく）』 国領祭において厚い友情や固い絆を築こうとする

意思を、厚くて硬い果皮とじょうのうを持った八朔に例えたもの。

www.***.com

Logo
マーク 四国地区高専総合文化祭

課外活動

１２月９日（土）、１０日（日）、 於：本校・市民文化センター
四国地区５高専（６キャンパス）から約1,000名の学生が参加

www.***.com

Logo
マーク 特色のある取組 １

高専ソコヂカラ
文化局学生の企画運営による学外発表会（夏・春２回）
H1８年度～（12年目）

課外活動

www.***.com

Logo
マーク 特色のある取組 ２

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支援

課外活動

（本年度は6件を支援）
・独語スピーチコンテスト
・英語アクティビティを通した英語3能力向上プロジェクト
・エコランプロジェクト２０１７ （１人乗りＧｒ．Ⅲ）
・エコランプロジェクト２０１７ （２人乗りクラス）
・High-Performance Computing Project
・ＩＨを活用した新製品開発

www.***.com

Logo
マーク 継続したチャレンジ １

課外活動

・全国高専プログラミングコンテスト

・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

・四国地区高専ロボットコンテスト

38



www.***.com

Logo
マーク 継続したチャレンジ ２

課外活動

鳥人間コンテスト（3年ぶり6回目の出場）

www.***.com

Logo
マーク 継続したチャレンジ ３

課外活動

本田宗一郎杯

Honda エコ マイレッジ チャレンジ
於：ツインリンクもてぎ

ガソリン１リットルで、何km走れるか？

www.***.com

Logo
マーク その他の活躍

・高校化学グランドコンテスト
生物応用化学3年の2名がポスター賞を受賞

・優良青少年団体及び青少年知事表彰
奇術部が受賞

・第２回高専生サミットon KOSEN Science and Technology

環境材料工学科4年の5名が優秀賞を受賞

・日本福祉工学会九州支部大会
機械工学科2年生4名がポスター講演優秀賞を受賞

学生支援 www.***.com

Logo
マーク

寮生活

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３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

www.***.com

Logo
マーク

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 専攻科生 合計

59 73 53 65 55 7 312/492
入居率63.4％

12 24 10 15 9 1
71/60

（女子内数）
入居率118.3％

学寮の現状

○ 寮生数（312）／学生総数（1090）・・・・28.62％

○ 女子寮生数（71）／女子学生数（294）・・24.15％
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愛媛県（248名）

新居浜市 今治市 松山市 西条市 大洲市 東温市 宇和島市 伊予郡

7（2） 59（18） 61（8） 18（4） 16（4） 17（2） 17（3） 10（2）

西予市 南宇和郡 伊予市 四国中央市 喜多郡 八幡浜市 北宇和郡 越智郡

8（1） 10（0） 6（2） 10（3） 3（1） 4（1） 1（0） 1（0）

香川県(16名)

丸亀市 坂出市 観音寺市 三豊市 善通寺市

6（3） 3（1） 2（0） 3（1） 2（1）

徳島県（36名）

三好市 美馬郡 三好郡 美馬市 阿波市 板野郡

17（2） 5（3） 9（4） 3（3） 1（0） 1（1）

高知県（1名）

宿毛市

1（0）

四国外(20名)

福山市 岡山市 倉敷市 玉野市 府中市 神石郡 福岡市 大分市

4（1） 1（1） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 1（0）

神戸市 泉大津市 奈良市 留学生

1（1） 1（0） 1（0） 6（2）

地域別入寮数 （Ｈ２９．４.１現在）

www.***.com
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• 寮生数について、男子寮生は横這い傾向。

• 女子寮生については増加傾向であり、特に平成２６年度以降は定員（６０

名）をオーバーしている。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年度より男子寮１棟を急遽女子寮とし、２棟（清風寮・桜風寮）体

制にしたことにより入寮希望者全員が入寮できている。

• 現在は７１名が入寮している。

• 地域別では愛媛県内（248名）79.49％

香川、徳島、高知（53名）16.99％

四国外（20名、留学生含む）6.4％ となっている。

www.***.com
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寮務委員会 （９名）
寮務主事 主事補（3名） 委員（4名） 学生課長

寮事務室 （8：30～17：00）
常勤 1名 非常勤 2名

寮生会 20名
寮生会長 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（4・5年生）14名 指導寮生補佐（2・3年生）24名

宿直 2名 原則全教員が担当

女子寮指導員（19：00～22：00） 非常勤女性2名

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。

www.***.com

Logo
マーク

リーダー研修

寮祭

クリスマスバイキング

活動の様子
www.***.com

Logo
マーク

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

５月寮内外大掃除 www.***.com
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中学生学寮見学会

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）

学寮野外活動（BBQ）の様子

www.***.com
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寮マッチ(球技大会)

テーブルマナー講習
５年生対象
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学寮防災訓練・シェイクアウトえひめプラス1（夜間避難訓練）
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• 寮生会が掲げる「明るく楽しい寮」

寮生主体の寮運営の在り方を模索
学生の企画・運営力の向上

• 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）
さまざまな交流（留学生、上級生と下級生、男子
寮生と女子寮生、通学生等）や学習を可能にする
アクティブラーニングスペース確保

課題
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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
長することができる環境である。

• これからも、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。

後に
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研究及び地域連携活動に関する事項

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

高度技術教育研究センター長
中山 享

www.***.com
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研究推進活動 ①

平成28年度 主な活動状況

① 科学研究費の申請・採択件数の増加を目的として、審査員の経験もある講師を迎え、新たな
試みとして２分野（機械・制御系、電気・電子・情報系）に分かれて、科学研究費助成事業の
仕組みや申請書の書き方のポイントについて、講習会を実施した。また、校長による全教員に
対し個別に申請の働きかけ、全申請書について内容及び書き方の詳細まで複数回添削を
行った。→申請率（教員）が前年度の55%から70％へ向上した。

② 前年度における教員及び技術職員の年間業績を報告書としてとりまとめ、本校図書館の
ウェブサイトに掲載し、広く公表した。「最近の研究成果」をHPに継続掲載した。（2007年度～）

③ 大都市圏での研究シーズ発表として、次の展示会等に8件参加し、研究成果発表を行った。
2016NEW環境展、イノベーション・ジャパン2016、 Disわぁるどin四国 たかまつ、
愛媛農林水産業スゴ技マッチング交流会、知財ビジネスマッチング2016、
第２回 四国オープンイノベーションワークショップin 松山

④ 新たな試みとして、「新居浜高専－産総研・交流会」（中国センター）を開催した。

⑤ ５年連続（平成２４～２８年度）で、「ひらめき☆ときめきサイエンスプログラム」（ＫＡＫＥＮＨＩ：
研究成果の社会還元・普及事業）を実施した。→平成２９年度も実施

www.***.com
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平成29年度 強化した取り組み

・ 昨年度に引き続き、科研費採択率アップのため、校長による全教員に対し個別に
申請の働きかけ、全申請書について内容及び書き方の詳細まで複数回添削を行った。

申請率（教員）が前年度の７０％から７５％へ向上した。

・ 積極的な外部資金獲得活動として、数名の教員で構成する３つの
『外部資金獲得グループ』（電子技術応用、マシンラーニング応用ラボ、新技術開発

・文理融合検討）にて科研費採択率アップのため相互申請内容のブラッシュアップを
実施した。

・ 「教員研究テーマ紹介」及び「保有特許紹介」をHPに掲載した。

・ 昨年度引き続き、「第２回 新居浜高専－産総研・交流会」（四国センター）を開催した。

・ 新たな試みとして、「新居浜高専－愛媛大学工学部・研究交流会」を開催した。
（第１回／９月１１日、第２回／３月９日（予定））

www.***.com
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※『年間業績報告』(本校･図書館HP掲載)から算出

平成21～25年度（5年間） 教員1名当たり・ 年間 0.66報

平成26～28年度（3年間） 教員1名当たり・ 年間 0.73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

H26年度
2 5 15 8 9 7 2 48

（2名） （5名） （8名） （5名） （5名） （4名） （2名）

H27年度
7 2 23 11 8 7 3 61

（2名） （2名） （5名） （6名） （3名） （3名） （3名）

H28年度
2 5 29 13 10 5 2 66

（2名） （5名） （6名） （6名） （4名） （5名） （2名）

他高専の状況（平成24～26年度・3年間）※平成27年調査

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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財団助成金など
H24年度 340万円 JST A-step（※2件）

H25年度 370万円

パワーアカデミー研究助成

京都技術科学センター
JST A-step

H26年度 356万円

日本溶接協会／次世代を担う研究者助成事業研究

愛媛県「三浦保」愛基金 環境保全・自然保護分野公募事業
エレキテル尾崎財団 第22回源内賞

JST A-step

H27年度 100万円 大倉和親記念財団研究助成

H28年度 － －

H29年度 710万円

愛媛県／大学発起業化シーズ育成支援補助事業

鉄鋼環境基金

電気科学技術奨励賞
天田財団

鉄鋼研究振興助成

大倉和親記念財団研究助成
伊予銀行環境基金 「エバーグリーン」

（採択率：42％）
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H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

共同研究
13件 11件 9件 13件 16件

522万円 262万円 251万円 525万円 806万円

受託研究
受託事業

3件 6件 4件 4件 3件
292万円 336万円 124万円 125万円 89万円

共同研究＆受託研究･受託事業

科学研究費

申請件数 採択件数 金額
H25年度 36件 + 継続2件 6件 + 継続2件 1,105万円
H26年度 35件 + 継続5件 2件 + 継続5件 832万円
H27年度 41件 + 継続6件 2件 + 継続5件 1,040万円
H28年度 52件 + 継続4件 8件 + 継続5件 1,976万円
H29年度 46件 + 継続11件 3件 + 継続12件 2,250万円
H30年度 50件 + 継続10件 - -
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ひらめき☆ときめきサイエンスプログラム
（ＫＡＫＥＮＨＩ：研究成果の社会還元・普及事業）

Ｈ24年度 自然エネルギーだけでも途切れない発電を！
－風力発電を助ける燃料電池技術－

Ｈ25年度 未来の博士を募集します！
－医用生体磁性材料の合成と磁石の実験－

Ｈ26年度 磁界が見えるメガネがあったら？！
－体験！！磁石とモータの世界－

Ｈ27年度 見えないものを見てみよう
－体験！！可視化とAR技術の世界－

Ｈ28年度 体験！！コンピュータを利用した可視化の世界
－みえない世界を見る、観る、視る－

平成29年12月16日（土）
コンピュータシミュレーションとバーチャルリア

リティを体験しよう！！

科研費テーマ「拡張現実(AR)や仮想現実(VR)の
技術を利用した磁界観察ソフト」

磁界を可視化して観察 VRで自分が創った世界へ
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『公益財団法人電気科学技術奨励会／
第６５回電気科学技術奨励賞』
電子制御工学科 松友真哉 准教授
拡張現実感技術と高速電磁界計算手法を融合した電磁界可視化システムの開発

『一般社団法人軽金属学会／
第３５回軽金属奨励賞』
環境材料工学科 當代光陽 准教授
相変態を利用した力学的機能指向化による新しい軽金属構造材料の開発

『軽金属学会中国四国支部 第９回講演大会／
研究・開発奨励賞』

環境材料工学科 當代光陽 准教授
レーザ積層造形法によるβTi合金化と結晶方位制御

『平成２８年度国立高等専門学校教員顕彰／
高専機構理事長賞』

機械工学科 吉川貴士 教授
地域と連携した社会実装によるエンジニアリングデザイン教育

環境材料工学科 平澤英之 准教授
海外共同研究者と連携したグローバル学生エンジニアの育成

當代先生

松友先生

平澤先生 吉川先生
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地域連携活動 ①

平成28年度 主な活動状況

① 新たに「ものづくりコンテスト高専ツアー」を開催した。

② 「新居浜高専工業技術懇談会」と「愛テクフォーラム総会」にて、教員６名の研究シーズ紹介を
行った。

③ 地域小中学生を対象に１９回の出前講座を実施した。満足度等のアンケート調査も行い、今後
の改善に反映させた。

④ 新居浜生涯学習大学「新居浜高専市民講座」を計８回開催した。毎回、受講者には本校独自の
満足度等のアンケート調査を行い、今後の内容改善に反映させている。

⑤ 特別支援学校と連携したアシスティブテクノロジー教育のカリキュラム化の取組みを行った。

⑥ 新居浜ものづくり人材育成協会主催の「ものづくり人材育成研修講座」と「マシニングセンタ加工
講習」に教職員が講師として参加した。

⑦ 新居浜市役所玄関ロビー展にて、教員１０名の研究シーズ紹介パネル展示を行った。
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地域連携活動 ②

平成29年度 強化した取り組み

・新居浜高専工業技術懇談会等において本校教員９名および愛媛大学工学部教員５名
の研究シーズ紹介の実施。（９月、１１月、３月）
→「愛媛大学との研究交流会」及び「産業技術総合研究所との交流会」との連携。

・「新居浜高専研究シーズ集－１１」を発刊。（１月）

・「新居浜市役所ロビー展示」で教員７名の研究シーズ紹介展示を実施予定。（２月）

・特別支援学校と連携したアシスティブテクノロジー教育のカリキュラム化の取組みを実施。
(機械工学科および全学科混合）

・「愛テクフォーラム」法人会員企業と学生との交流。（２月）
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小中学生向け&一般市民向け出前講座
（平成16年度～ ／ 支援：愛テクフォーラム）

平成29年度は「小中学生向け出前サイエンス講座」 35講座
「市民対象の講座」 13講座を開設

実施状況

平成29年度 ２９件
平成28年度 １９件

・「不思議なオモ
チャで遊びましょう」
・「LEDで遊ぼう」
・「音」ってなに？〜
ドレミの不思議〜

・「身近な電池及び
液体窒素」 など

＜新居浜高専版出前講座＞
学生が講師として小･中学生に、
学生によるテーマ開設(一部)

実施状況H29

小中学生 1,297名

支援学生 のべ 86名
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新居浜高専技術振興協力会『愛テクフォーラム』

（平成17年7月7日設立）

・共同研究等推進事業（H28.10～H29.9）
会員企業のニーズと高専のシーズのマッチングによる共同研究及び受託研究の促進

・共同研究（会員企業）への助成 １件
・萌芽的研究（高専教員）への助成 ３件

・インターンシップ受入企業９社／受入学生２０名
・高専主催の学内企業説明会（平成２９年３月１日）→経費支援
・会員企業の見学 ： 機械工学科２年
・会員間の勉強会

（3D-CAD/CAE/CAM(ｽｷｬﾅｰ･ﾌﾟﾘﾝﾀ)勉強会、ﾏｼﾝﾗｰﾆﾝｸﾞ勉強会）
・「愛テクフォーラム」法人会員企業８社と学生との交流会を実施。(２月２２日)
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高度技術教育研究センター・本館
（生物応用化学科棟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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国際交流推進

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

国際交流推進室長 福光 優一郎
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１．本校留学生の支援

２．学術交流協定校

３．第４ブロック協同事業

４．学生の海外派遣

５．短期留学生の受入れ 国際交流
促進・多様化
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１．本校留学生の支援

①平成２９年度留学生

本科３年生 ３名、 本科４年生 ２名、 本科５年生 ２名

②留学生関連行事

留学生交通安全防犯講話、110番通報訓練

留学生歓迎交流懇談会

留学生研修旅行（広島～倉敷方面）

留学生ウィーク、母国紹介講演（総合文化祭）

総合文化祭留学生交流行事（マイントピア見学、銅板製作） など
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２．学術交流協定校

協定校 国名 協定締結年月

サザンクロス大学 オーストラリア ２００９年２月

重慶工業職業技術学院 中華人民共和国 ２０１０年１０月

スラバヤ工科大学 インドネシア ２０１６年５月

国立聯合大学 台湾 ２０１６年９月
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３．第４ブロック協同事業

『グローバル高専事業』

第４ブロックで国際交流に関する情報・事業を共有

（主幹校：津山高専、中四国高専１３校が参加）

①学生海外派遣

②短期留学生受入れ

③教員研修（英語、第２外国語）

④テキスト作成、シラバス共通化
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４．学生の海外派遣

①海外研修

・台湾 文藻外語大学中国語研修 ３名

・International Symposium on Technology for Sustainability

（フィンランド） １名

・台湾 国立聯合大学カンファレンス １名

・台湾 国立聯合大学インターンシップ １名

・Science and Technology Camp 2017 （シンガポール） １名

・オーストラリア サザンクロス大学研修 新居浜１３名＋高松５名

・小豆島英語キャンプ ３名
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４．学生の海外派遣

②トビタテ！留学JAPAN

官民協働の留学支援奨学金制度

③私費留学

平成２９年度 ２名、平成３０年度 １名＋α

申請数 採択数

高校 大学 高校 大学

平成２８年度 １０ ０ １ ０

平成２９年度 ２ １ ０ ０

平成３０年度 ５ ０ ？ ０
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５．短期留学生受入れ

①中国語教育実習生

台湾国立聯合大学 ２名、 6/18（日）～7/22（土）

中国語、国際理解関連科目にて実習、学生との交流

②インターンシップ生

台湾国立聯合大学 ４名、 6/25（日）～7/21（金）

指導教員のもとで研修、学生との交流

③サザンクロス大学訪問団

今治造船、マイントピア周辺を視察・見学
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１．本校留学生の支援

２．学術交流協定校

３．第４ブロック協同事業

４．学生の海外派遣

５．短期留学生の受入れ 国際交流
促進・多様化
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男⼥共同参画推進

平成２９年度運営諮問会議（平成３０年２月１３日）

男女共同参画推進室長 橋本 千尋
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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

（９名中女性２名）
 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

学生総数 （女子内訳） 1090 名 （294 名、27%）

常勤教員総数 83名 (    6名、 7%)

常勤職員総数 46名 (  15名、 33%)
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 認証日：

平成28年10月7日

 有効期間：

3年間

（平成31年度10月6日まで）

 内容：

1. シンボルマークの使用

2. 毎年度、取組の実施状況を

市長に報告

3. 校内研修の講師派遣に係る

経費の補助
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学生への意識啓発（外部講師による講演）

1年生対象：■ DV未然防止講座 【１０月】
○性教育講話 【１月】

2年生対象：■男女共同参画キャリア支援講座１ 【７月】
(愛媛県科捜研研究員「性別にとらわれない将来設計」)

3年生対象：■男女共同参画キャリア支援講座２ 【１１月】
（香川高専教授「高専卒業後のキャリア形成男女別調査」）

4年生対象：○男女共同参画キャリア支援講座３ 【１月】
（県内キャリアコンサルタント「就職活動に向けて」）

教職員への意識啓発
○教職員向け研修会：「組織を伸ばすイクボス入門」 (約５０名参加) 【１１月】
■各種研修会への室員の参加と教員会での報告

環境整備，ニーズ・実態把握
■校長と女性教職員の懇談（14名参加） 【１月】
■女性教員比率向上を図るため、すべての教員公募を「評価が同等の場合は女性
を優先して採用する」女性優先公募として実施

○：新居浜市の支援によるもの 赤字：本年度新しく実施したもの
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来年度、第3回第4ブロック(中四国地区１３高専)男女共同
参画推進担当者協議会を開催する

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（「ひめボス（イクボス）宣言」の
検討）

計画的に調査を行い，ニーズを把握する
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１　教育に関する事項

（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

○愛媛県小中学校長会の中学校部会長校、新規理事校及び校
長が交代した理事校を校長と教務主事が訪問し、直接、校長に
本校の教育・入試・進路等について概要説明を行う。また、地元
新居浜市内の中学校については、全ての校長に対して同様の説
明を行う。
○イベントや研修会等の開催案内をウェブサイトに掲載するととも
に、各種メディア（ケーブルテレビ、記者クラブ等）にも情報を発信
する。
○月１回のメールマガジンを発信する。イベント等、機会あるごと
にメールマガジンへの登録案内を行う。
○広報推進室を中心に、入学志願者数が前年度を上回るよう中
学校訪問等の広報活動を効果的に行う。

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、その結果を各高専に周知
する。
また、女子中学生向けに、パンフレット等を活用した広報活動を
行うとともに、各高専における女子中学生の志願者確保に向けた
取組状況を調査し、その結果を各高専に周知する。

○中学校長、進路指導主事等を対象に地区別の学校説明会を
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。
○中学生向け広報誌「はばたけ！未来へ」には、女子の在校生
や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。
○上記のほか女子志願者向けの広報誌を活用し、女子志願者確
保に努める。

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ものを作成する。

○各種広報誌等の作成に当たっては、ステークホルダーに適切
な情報が伝わるよう配慮する。
○ウェブサイトにおいては、常に最新情報が発信できるよう更新
に努める。

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、高専教育にふさわし
い人材を的確に選抜するための入学選抜方法について見直しを
行う。

○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。

○現在進行中のトイレ改善整備計画に基づき、引き続き女子トイ
レの整備を推進する。
○女子学生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。
○本部事務局からの依頼に基づく、入学者の学力水準維持のた
めの取組の調査を検討している。
○本部事務局からの依頼に基づく、女子学生等の受入れを推進
するための取組の調査を検討している。
○本部事務局からの依頼に基づく、志願者確保のための取組の
調査を検討している。

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。
○企業の求める人材や高専卒業生の評価等について企業への
アンケート調査を実施し、教育課程の編成や授業実施方法の改
善等の資料とする。

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ＨＰ
にて公表を行う。「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」のCBT型移行について検討するとともに試験
的に実施する。

○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、３年生以上は全員１
回目を、専攻科生は全員２回とも受験させる。また、１、２年生は全
員TOEIC-Bridgeを受験させ、これらの成績を参考に、英語力の
向上を図る。
○四国地区高専英語主任会議において、英語教育について情
報交換を行い、教育改善に活かす。
○英語プレゼンテーションコンテストに参加する。

平成２９事業年度　年度計画

新居浜高専　年度計画

（２）教育課程の編成等

○産業構造の急速な変化や地域のニーズ等に対応できる技術者
を養成するための学科等の改組や本科・専攻科における新しい
教育プログラム設置について、引き続き検討を進める。
○今後の高専のあり方について、第４ブロック（中国・四国地区）
内の高専と協働して検討を進める。化学系学科を持つ４高専の化
学工学協働共有事業は幹事校としてさらに推進する。

高専機構　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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新居浜高専　年度計画高専機構　年度計画

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」を実施、その結果を分
析し、教員にフィードバックすることで授業改善につなげる。
○「担任アンケート」を実施、その結果を分析し、教員にフィード
バックすることで学生指導に活かす。

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、支援する。
○学内において「チャレンジプロジェクト」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を積極的に推進する。

（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。

（３）優れた教員の確保

○昨年度の教員公募から、公募要領の「その他」の欄に、「多様な
背景を持つ教員組織を目指しており、高等教育機関に勤務経験
のある方のみならず、高等学校、民間企業、研究機関等に過去
に勤務した経験のある方や、海外で研究や経済協力に従事した
経験のある方からの積極的な応募を歓迎する」旨の文書を記載し
ており、今年度も引き続いて記載する。
○教員公募の際、教職員の人的ネットワークを駆使し、民間企
業、近隣の大学等に直接、公募の案内を行い、応募者を増やす
とともに、人事委員会において、多様な背景を持つ人材の採用に
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 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。

○公募要領では、専門科目、一般科目とも「博士の学位を持つ者
（又は同等の研究業績を有する者）」を応募資格としており、今後
も継続することにより、優れた教育能力を有する者の割合を増加
させる。

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。

○教員公募では、女性優先公募を原則とするほか、分野によって
は、女性限定公募を行うことを人事委員会で検討することにより、
女性教員を積極的に採用する。
○今年度も「校長と女性教職員との懇談会」を開催し、育児と仕事
の両立支援策、女性教員のキャリア形成、就業環境改善等につ
いて意見交換を行う。
○女性教職員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。

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。

○「新任教員研修会」、「中堅教員研修」、「教員研修（管理職研
修）」、「講義力向上研修」等に教員を参加させ、教育能力の向上
を図る。
○四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（以下、「SPOD」と
いう。）－FDプログラム「アクティブラーニング実践（試験紙法）」を
本校で開催する。
○SPODが主催するFDセミナー等への積極的な参加を促す。
○全国高専フォーラムのワークショップに参加し、得られた成果や
情報を教員会等で報告する。
○前年度に引き続き、学生相談に関するFD講習会を開催する。
○FD研修のブロック内での協働について検討を進める。

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、学内顕彰も継続して実施する
（優秀教員、優秀担任）。

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。

○在外研究員及び内地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。
○「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。（再掲）

50



新居浜高専　年度計画高専機構　年度計画

（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、適切な授業設計に裏付けさ
れたアクティブラーニング等による主体的な学習を推進し、ルー
ブリック等による到達度の評価方法の構築を目指す。また、モデ
ルコアカリキュラムの改訂を行う。

（４）教育の質の向上及び改善のためのシステム

○全国高専フォーラム等でモデルコアカリキュラムに関する情報
を収集し、学内では対応状況を把握し、Webシラバス導入の準備
を進める。
○アクディブラーニングに関する研修や到達度評価のための
ルーブリック等の研修に参加し、授業内容・方法改善を促進す
る。
○ラーニングマネージメントシステムとして「Web Class」を活用し、
学生の予習・復習や自学自習をサポートする。
○科目間調整連絡会を開催し、専門基礎科目と専門科目の一層
の連携を図る。
○学生の授業時間外の主体的な学修を促進するため、前年度に
学修単位導入のカリキュラム変更を行い、平成29年度入学生から
学年進行で対応する。

①-2　高専で保有する学生情報、教材情報、学校情報等をデー
タベース化し、相互に連携した情報システムの開発を進める。

○高専機構のシステム連携に関する調査に協力する。
○各種システムの先行稼働校と情報を共有する。

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認定プログラム（現在1プログラム）については継続審査
を受審しないが、教育の質の向上を継続して図るために、学外の
有識者及び学内の点検機関等を通じてPDCAサイクルを意識し
た教育改善活動を行う。
○大学改革支援・学位授与機構が行う高等専門学校機関別認証
評価の新しい評価基準に基づき、自己点検書の作成準備を行
う。また、点検、改善が必要な項目の確認も行う。
○各学科に適した資格取得を学生に奨励する。

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。

○中国四国地区専攻科生研究交流会に参加する。
○四国地区高専間の学生会交流会、全国高専学生会交流会に
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
収集・公表し、各高専における教育方法の改善を促進する。

○全国高専フォーラム等で、特色ある教育改善活動を報告すると
ともに、他高専の取組状況等も参考にして教育改善活動を行う。

⑤ 自己点検・評価及び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。

○大学改革支援・学位授与機構が行う高等専門学校機関別認証
評価の新しい評価基準に基づき、自己点検書の作成準備を行
う。（再掲）
○ウェブサイトにおいて高等専門学校機関別認証評価（平成26
年度受審）の評価結果を公表する。

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年生の全員がインターンシップに参加
できるように支援する。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等を実施する。

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。

○愛テクフォーラムの法人会員企業の技術者及び本校ＯＢで構
成する外部講師による５年生の授業科目「経営工学」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」を継続して実施する。
○四国地区高専地域イノベーションセンターと日本弁理士会四
国支部との協力事業により、教職員及び学生への知的財産教育
の推進のほか、知的財産に関する相談会等の開催を検討する。

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。

○ＩＳＴＳに、学生を参加させ発表を行う。
○ＩＳＡＴＥに、教員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。
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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、 整備計画に基づき調達を進め
る。

○情報教育センターの情報教育推進部門を中心に、ＩＣＴを活用
した教育の導入を推進する。
○平成29年度から「情報セキュリテイ人材育成事業」に実践校とし
て参画し、情報セキュリティ教育の実践・展開を行う。。
○校内ネットワーク機器を更新する（平成29年8月予定（高専機構
共同調達））。
○将来の教育用電子計算機システムの構想を検討する。

（５）学生支援・生活支援等

①－１ 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
メンタルヘルス等に関する講習会等を開催し、学生支援における
理解を深めると共に人材育成を推進する。
①－２　（削除）
①－３　（削除）
①－２ 経済情勢等を踏まえた上で、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

○既存の学生相談室、特別支援教育推進室及び保健室のほか
に、新たにメンタルヘルス教育推進室を置き、さらに各室を統括
する形で保健管理センターを設置し、各業務の連携を強化すると
ともに、学生支援の充実を図る。
○公的機関の開催するメンタルヘルスに関する講習会には、教
員が参加し、学内でも教員会等で報告するなど他の教職員への
情報共有を図る。
○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」を行い、全学年を対象に「こころと体の健康調査」を
年2回実施する。
○非常勤看護師を配置し、精神科医等カウンセラーとの連携強
化を図る。
○授業料免除の実施について、学生への周知に努める。

② 国立高専機構施設整備５か年計画（平成28年6月決定）に基
づき、各高専の寄宿舎などの学生支援施設について実態やニー
ズに応じた整備を推進する。

○昨年度見直しを行った学寮整備計画に基づき計画的な改修整
備の予算要求を行う。また、キャンパスマスタープランへの反映を
行う。

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、独立行政法人日本学生支援機構など）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。

④ 各高専における企業情報、就職・進学情報などの提供体制・
相談方法を含めたキャリア形成支援に係る体制について、また、
高い就職率を確保するための取組状況について調査し、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学外研修を実施する。
○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　国立高専機構施設整備５か年計画（平成28年6月決定）に
基づき、教育研究活動及び施設・設備の老朽化状況等に対応し
た整備や施設マネジメントの取組を計画的に推進する。

（６）教育環境の整備・活用

○施設のニーズ調査、整備要望を踏まえ、策定済みのキャンパス
マスタープランの見直しを図る。
○各学科等からの整備要望のとりまとめ及び施設パトロールによ
り校内全体の整備需要・要望を把握の上、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推進する。
○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　施設の非構造部材の耐震化については、計画的に整備を
推進する。

○唯一、耐震化未実施の弓道場（射場）については、より経済的
な構造耐震化方策を再検討する。（is値は基準を満たしている
が、q値は基準に満たない状況である。）

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。

○未処理となっている低濃度のＰＣＢ廃棄物は、特別措置法等に
基づいた適切な保管に努めており、今後、処理方法について検
討をする。

②－１　 学生及び教職員を対象に、「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。

②－２　学生及び教職員を対象にした「実験実習安全必携」の活
用方法等について引き続き検討する。

○学外から講師を招いて、放射線業務従事者研修会及び安全衛
生講習会を実施する。
○新入生及び新任教職員に「実験実習安全必携」を配付する。
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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。

○教職員対象に外部講師によるワーク・ライフ・バランス等に関す
る研修会を開催する。
○学外機関が主催する男女共同参画に関する研修会に男女共
同参画推進室員を派遣する。
○ワーク・ライフ・バランスに関する具体的な支援事業について、
学内教職員への情報発信を促進する。
○男女共同参画に関する情報をウェブサイトにおいて発信する。

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

○科学研究費の申請・採択率の向上を図るため､多くの採択実績
がある、又は審査員経験がある外部講師による採択され易い申請
書の書き方等についての講習会を開催するとともに、校長を中心
とした研究計画調書のブラッシュアップを行う。
○昨年度立ち上げた５つの外部資金獲得グループなどを中心と
した科研費採択率アップのための少人数勉強会を推進する。
○昨年度に引き続き、外部資金の獲得及び研究力を高めることを
目的に、本校教員３名以上のグループで行う研究に対し、研究成
果を学術論文誌へ投稿することを義務付けた「共同研究推進費」
を公募する。
○新たに科学研究費のほか各種財団等が公募する助成金等へ
の申請を推進するため、「外部資金獲得推進経費」を設け、外部
資金の獲得増を目指す。

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、ウェブサイトで公開をする。
○愛テクフォーラム内に本校教員（一般会員）と法人企業会員に
よる勉強会を設け、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。
○本校が開催する「新居浜高専工業技術懇談会」及び「愛テク
フォーラム総会」において、本校の研究シーズ紹介を実施する。
○新居浜市役所のロビーにおいて研究シーズ展示を実施する。
○イノベーション・ジャパン及び高専機構主導で行う大都市圏で
の研究シーズ展示会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。

○愛テクフォーラムの法人会員企業の技術者及び本校ＯＢで構
成する外部講師による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）を継続して実施する。
（再掲）
○四国地区高専地域イノベーションセンターと日本弁理士会四
国支部との協力事業により、教職員及び学生への知的財産教育
の推進のほか、知的財産に関する相談会等の開催を検討する。
（再掲）
○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」を継続して実施する。（再掲）
○パテントコンテスト応募支援を奨励する。

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。
○広報誌及びウェブサイト（高度技術教育研究センターページ）
に大型研究設備等を掲載し紹介する。
○上記ウェブサイトのページに掲載の「最近の研究成果」などの
充実を図る。
○国立高専研究情報ポータル内「研究シーズ」への掲載を強く推
進するとともに、随時の更新を促す。
○Ｒｅｓｅａｒｃｈｍａｐの更新状況を年２回程度チェックし、全教員に
更新を促す。

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。

○出前講座の実施に当たっては、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。
○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。
○小中学校向け出前サイエンス講座に新たなテーマ追加し、内
容の充実を図る。また、ウェブサイトの出前講座のページの継続と
充実を図る。
○出前講座を活用しながら、地域が推進するものづくり人材育成
事業、地域が取り組む事業や協議会等に積極的に協力する。
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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に、教員を参加させ発表を行う。（再掲）
○ＩＳＴＳに、学生を参加させ発表を行う。（再掲）
○学術交流協定校の国立聯合大学（台湾）から短期インターン
シップ生及び中国語教育実習生を受け入れる。
○在外研究員制度を利用し、学術交流協定校を含む海外の研究
機関への教員派遣を推奨する。
○第４ブロックグローバル高専事業に積極的に協力をするととも
に、同ブロック内高専と協働して、学術交流協定校を含む海外の
研究機関での海外研修に学生を参加させる。

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。

○様々な海外留学支援制度についての情報収集を行い、学生
への情報提供を行うとともに、留学を希望する学生を支援する。
○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の実施を検討する。

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。

○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。
○学術交流協定校の国立聯合大学（台湾）から短期インターン
シップ生及び中国語教育実習生を受け入れる。（再掲）
○「トビタテ！留学JAPAN」への学生の応募を支援する。
○留学生に対して、学級担任のほかに所属学科ごとに担当教員
（国際交流推進室員）を配置し、日常の勉学、生活、地域との交
流等について指導、助言等の支援を行う。
○高専機構主催の会議や研修に参加し、国際交流に関する情報
の共有、スキルアップを図る。
○短期留学生の受け入れについて、体制面及び施設面での検
討を行う。

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。
○留学生を対象に新居浜警察署主催で「防犯・交通安全講話」を
実施する。
○四国地区高専総合文化祭（本校主催）では、留学生交流イベ
ントを企画・運営する。これに合わせ、「留学生ウィーク」を設け、
母国紹介パネルの展示を行うとともに母国紹介講演会を実施す
る。
○新居浜市内の外部団体主催の日本文化研修などのイベントに
参加する。

４ 管理運営に関する事項

①－１　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。
①－２　 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するため
の方策を引き続き実施するとともに、検証を行う。

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。

②－１　ブロック校長会議などにおいて高専の管理運営の在り方
について引き続き検討を進める。
②－２　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。

○今年度は四国地区高専校長・事務部長会議を幹事校として主
催する。
○上記会議のほか、第４ブロックの校長会議等にも参加し、ブロッ
ク・地区内で管理運営等に関する情報を共有する。
○管理職研修に主事を必ず参加させる。

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。

○業務負担軽減の取組として、クラブ活動安全管理指導業務、
学生寮日直業務及び学寮指導業務については、引き続き外部委
託を実施する。

○高専機構主催の階層別研修等に積極的に教職員を派遣する
とともに、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。
○「コンプライアンス・マニュアル」を利用した教員対象の研修会を
実施する。

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。
④－３　理事長のリーダーシップの下、適切な業務運営を行うた
め、内部統制の充実・強化及び適切な内部統制を実施するととも
に、教職員等との密なコミュニケーションを図り、教職員の職務の
重要性についての認識の向上を図る。
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⑤常勤監事の主導の下、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、監事監査結果について随時報告を行う。また、各高
専の相互監査項目を見直し、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監査のマニュアル等に基づき、監
査事項や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。
○高専機構の策定する不正防止計画に則した取組を確実に実
施するため、適正な体制整備に努める。これに加えて、学内内部
監査等が適切に実施できるよう、随時監査内容等の見直しを行
う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。
○学内において策定した「適正な会計処理に向けた対応策」の
見直しを継続的に実施し、高専機構の不正防止計画とともに周知
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。

○ＳＰＯＤが主催するＳＤ研修会、人事院四国事務局が主催する
研修会、中四国の国立大学法人が持ち回りで開催している職域
別研修会等への事務職員の参加を推進する。
○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。
○近隣の高専との間で、事務職員の共同採用及び定期的な人事
交流について検討する。

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。

○情報セキュリティ関連の委員会等を定期的に開催し、インシデ
ント予防のための対策等について情報共有するとともに、教職員
への周知徹底を図る。
○高専機構その他機関が実施する情報セキュリティ教育・研修を
利用し、教職員の情報セキュリティの意識向上を図る。
○高専機構が策定する情報セキュリティ関連の規則、手順等に基
づき、本校の規程、手順等の整備（策定・更新）を進める。

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。

○機構の中期計画及び年度計画を踏まえて、新居浜高専の年度
計画を策定する。
○就職率（就職者数／就職希望者数）100％維持を目標とする。
○留年の原因を調査し、適切な手段を講じ、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。
　「調達等合理化計画」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

○一般管理費縮減のため、予算の計画的な執行と適正な物品管
理に努め、各種事業・行事等の実施に当たっては、関係機関等と
連携を密にし効率的に運営する。
○少額随契基準額を超える契約については、真にやむを得ない
ものを除き、原則、一般競争入札等により実施するとともに、契約
条件等の見直しを行うなど競争性の確保に努める。また、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。
○本校独自に作成している「財務会計マニュアル」をさらに充実さ
せるため、見直し等を行う。
○機構本部からの予算配分に基づき、効果的・戦略的な資源配
分となるよう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 29 年度（第 13 回） 

運営諮問会議報告書 

平成 30 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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