
金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 167 - 

基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体

系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣

旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

本校は「Ⅱ 目的」に示すように、教育目標、教育実践目標、各学科の目的と学習・教育目標、卒

業時に身につけるべき学力や資質・能力を掲げ、これに沿ってカリキュラムを体系的に編成している

（資料５－１－①－１：学則第１章目的及び使命、資料５－１－①－２：教育の特色、資料５－１－

①－３：各学科の目的と学習・教育目標、資料５－１－①－４：卒業時に身につけるべき学力や資質

・能力）。 

 

資料５－１－①－１ 

学則 第１章目的及び使命 

 

（出典 学生便覧 2012 P.34） 

 

資料５－１－①－２ 

教育の特色（教育目標・教育実践目標） 

 

（出典 学生便覧 2012 P.13） 
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資料５－１－①－３ 

各学科の目的と学習・教育目標 

 

（出典 学生便覧 2012 P.11） 
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資料５－１－①－４ 

卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

 

（出典 学生便覧 2012 P.12） 

 

カリキュラム構成の基本的な考え方は資料５－１－①－５：カリキュラムの基本構成に示すとおり、

縦軸（学年を含む）と横軸（教育目標の区分や学園との連携）で構成していることである。縦軸はカ

リキュラムの主柱となる「ものづくり教育」であり、電気電子工学科・グローバル情報工学科では創

造実験科目群、機械工学科では創造設計科目群が担っている。この創造実験・創造設計科目群の周り

に一般科目と専門科目を学年毎にくさび形に配置し、主柱に据えた科目群で能力を総合化することで

教育実践目標を達成している。このようなカリキュラムの基本構成を基に、各学科のカリキュラムを

編成している（資料５－１－①－６：電気電子工学科のカリキュラム全体像、機械工学科のカリキュ

ラム全体像、グローバル情報工学科のカリキュラム全体像）。 

更にカリキュラムは授業科目毎に「Ⅱ 目的」の達成に向け配置されており、各授業科目は担うべ

く到達目標または行動目標が定められている（資料５－１－①－７：学習支援計画書（シラバス））。 

このように本校では「Ⅱ 目的」からカリキュラム、各授業科目と体系的に編成している。 

 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 170 - 

資料５－１－①－５ 

カリキュラムの基本構成 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 171 - 

 

（出典 学生便覧 2012 P.10-11） 

 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 172 - 

資料５－１－①－６ 

カリキュラムの全体像 

（１） 電気電子工学科 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 173 - 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 174 - 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 175 - 

 

（２） 機械工学科 
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（３）グローバル情報工学科 
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（出典 学生便覧 2012 P.18-28） 
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資料５－１－①－７ 

学習支援計画書（シラバス） 
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（出典 教務委員会資料） 

 

このように編成されたカリキュラムは、「ものづくり教育」「工学・英語協同学習」及び「キャリ

ア教育」を、特色として打ち出せるように編成しており、この３つに関する取組は、それぞれ文部科

学省のGP事業に選定されている。「ものづくり教育」は「16歳からの“将来の工場長”育成教育プロ

グラムの開発と実施」（以下：将来の工場長）として、平成19年度ものづくり技術者育成支援事業に
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選定されている（資料５－１－①－８：将来の工場長ウェブサイト）。「工学・英語協同学習」は

「５年一貫の工学・英語協同学習とFD活動（CLE2）」（以下：CLE2）として、平成21年度大学教育・

学生支援事業【テーマＡ】（大学教育推進プログラム）に選定されている（資料５－１－①－９：

CLE2ウェブサイト）。「キャリア教育」は「共同と共創によるキャリアデザイン教育」（以下：キャ

リアデザイン教育）として、平成21年度大学教育・学生支援推進事業【テーマＢ】（学生支援推進プ

ログラム）に選定されている（資料５－１－①－10：キャリアデザイン教育ウェブサイト）。 

 

資料５－１－①－８ 

将来の工場長ウェブサイト 

 

  

（出典 将来の工場長ウェブサイト） 
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資料５－１－①－９ 

CLE2ウェブサイト 
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（出典 CLE2ウェブサイト） 
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資料５－１－①－10 

キャリアデザイン教育ウェブサイト 

 

（出典 キャリアデザイン教育ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由） 

「Ⅱ 目的」に示す、教育目標、教育実践目標、各学科の目的と学習・教育目標、卒業時に身につ

けるべき学力や資質・能力を基に、教育体系とそれに沿った各学科のカリキュラムが編成されている。

各学科のカリキュラムは、各授業科目と卒業時に身につけるべき学力や資質・能力の関係がまとめら

れ、更に各授業科目は到達目標または行動目標が定められており、「Ⅱ 目的」から各授業科目まで

体系的にまとめられている。また、教育の特色である「ものづくり教育」「工学・英語協同学習」及

び「キャリア教育」に関する取組は文部科学省のGP事業に選定されていることから「Ⅱ 目的」を達

成するために適切なものとなっているといえる。 

 

観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

学生の多様なニーズについては、授業アンケート、KTC総合アンケート、インターンシップ報告会、

オタゴ・ポリテクニク留学報告会、卒業研究発表会で把握し、カリキュラムや授業運営に反映してい

る。近年配慮した具体例としては、経済的な理由から留学できない学生の保護者の要望や社会のグロ

ーバル化教育の傾向に対応して、CLE２ 教育を導入したこと、エンジニアリングデザインマネジメン

ト科目の導入、および資格試験の選択科目単位への取り込みがあげられる。 

教員には日本工学教育協会の会費を公費で負担するなど入会を求めることに加えて、全国高専教育

フォーラムへの参加を推奨するほか、学会活動を通して工学教育の動向や社会の動向を把握し、教育

活動に反映することを求め、それを実践している（資料５－１－②－１：教員の学会活動から教育活

動への反映事例）。また、創造技術教育研究所では、所属教員等が本校教育に適合した教育研究を実

施することを推奨しており、その成果はオリジナル論文として「創造技術教育」に掲載している（資

料５－１－②－２：創造技術教育成果件数）。 
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資料５－１－②－１ 

教員の学会活動から教育活動への反映事例 
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（出典 学務会議資料） 
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資料５－１－②－２ 

創造技術教育成果件数 

年度 学術研究 教育研究
創造教育
掲載件数

年度成果
総件数

関連事項

H12 1 6 7 56 創刊

H13 8 8 16 78

H14 6 5 11 42

H15 7 10 17 50

H16 3 6 9 61

H17 5 5 10 55

H18 3 18 21 46 外部６件

H19 5 16 21 59

H20 4 23 27 58 ISSN登録

H21 8 12 20 94

H22 9 11 20 62

H23 8 16 24 27 未登録２４

(注：紹介、展望、解説等を除く）

創造技術教育　成果件数

 

（出典 創造技術教育研究所資料） 

 

本校は、産業界からのニーズを把握し、その内容をカリキュラムに反映することを目的に、平成22

年12月にCDIOイニシアチブに加盟した。CDIOイニシアチブは欧米の工学教育が、エンジニアの実践教

育からサイエンスに大きくシフトし、また高等教育機関を卒業してアカデミックな道に進む者は５％

以内、産業界に進む者が95％という現状を背景として、工学教育の在り方を米国MITを中心に検討さ

れ、提唱されたものである。CDIOとはConceive(考え出す)‐Design（設計する）‐Implement（実行

する）‐Operate（操作・運営する）の略で従来行われてきた知識教育に加え、システム開発や製品

開発のプロセスを工学教育に導入したフレームワークであり、本校は平成22年６月に加盟申請し審査

会を経て同年12月に加盟を認められた（資料５－１－②－３：CDIOイニシアチブ資料）。このCDIOは

産業界から教育界にエンジニアとして求める能力を体系的にまとめられており、その内容が本校の教

育方針と一致するところが多いため、教育改善のツールとして有益性が高いとの判断のもと加盟を決

めたものである（資料５－１－②－４：CDIO取組例創造設計Ⅳ）。 
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資料５－１－②－３ 

CDIOイニシアチブ資料 

 

 

（出典 旦月会報 平成 23年 1月号 P.11） 
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資料５－１－②－４ 

CDIO取組例創造設計Ⅳ 
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（出典 教務委員会資料） 

また社会からの要請の一つとして実践的教育が強く求められていることから、産学連携による将来

の工場長に必要な総合的能力（知識・技能・態度）の育成を目標とし、機械・電気製造企業と共同で、

メカトロニクスを題材に機械工学科の全学生がチームとして行う実践的教育プログラムを開発した。

この取組は文部科学省のGP事業に選定され、一定の評価を得ている（資料５－１－①－８：将来の工

場長ウェブサイト）。 



金沢工業高等専門学校 基準５ 

- 193 - 

また、21世紀のエンジニアは、従来の能力に加えグローバル化に対応できることが必須とされるよ

うになった。本校はグローバル化に対応するため、平成16年度よりニュージーランドのオタゴ・ポリ

テクニクとの単位互換による留学制度を開始した（資料５－１－②－５：協定書、資料５－１－②－

６：合意書、資料５－１－②－７：留学実績）。 

 

資料５－１－②－５ 

協定書 

 

（出典 高専事務局資料） 
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資料５－１－②－６ 

合意書 

 

（出典 高専事務局資料） 

 

資料５－１－②－７ 

留学実績 

 

（出典 国際交流高専委員会資料） 
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留学制度の他に、全学生のグローバル化に対応するため、平成21年度から各学科にネイティブ・ス

ピーカーの専門教員を配置し、英語による専門の授業を導入した（資料５－１－②－８：時間割）。

この取組は文部科学省のGP事業に選定されている（資料５－１－①－９：CLE2ウェブサイト）。 

 

本校はこのように学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請を把握しながら、教育

課程の編成又は授業科目の内容に反映させてきた（資料５－１－②－９：人材育成教育経過表）。 
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資料５－１－②－８ 

時間割 
月 T1 M1 G1 T2 M2 G2 T3 M3 G3 T4 M4 G4 D5 Ｍ5 C5
1 総合英語Ⅰa 歴史Ⅰ 情報処理Ⅰa 微分積分Ⅰ 機械加工Ⅱ コンピュータ演習Ⅰ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 社会科学Ⅱ/ 保健体育ⅣＡ／ 文化・芸術・思想ⅡＡ 電子回路Ⅱ ビークル工学a 英語作文技法

8:40 - 9:30 向井 宮野 坂倉 木原 千徳 藤澤 山口 小間・杉森・西田 Lu.Ｎ 野木／   瀧本 ／小髙 柳橋 榎本 イアン
2 歴史Ⅰ 国語Ⅰ 情報処理Ⅰa 物理・化学Ⅱ 機械加工Ⅱ コンピュータ演習Ⅰ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅲ 社会科学Ⅱ/ 保健体育ⅣＡ／ 文化・芸術・思想ⅡＡ 電子回路Ⅱ ビークル工学a 英語作文技法

9:40 -10:30 宮野 山﨑 坂倉 谷口 千徳 藤澤 山口 小間・杉森・西田 吉本 野木／   瀧本 ／小髙 柳橋 榎本 イアン
3 総合英語Ⅰb 基礎数学Ⅰ 歴史Ⅰ 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ 微分積分Ⅰ 物理・化学Ⅲ 創造設計Ⅲ ビジネスシステム 設計製図 熱工学Ⅰ 英語総合技能Ⅱ 心理学B/ デザイン概論 ／数学特論

10:40 - 11:30 大原・宇都宮 中泉 宮野 瀧本 松井 木原 原 小間・杉森・西田 館・ｿﾝｶﾞｰ 南出 天日 Le.Lu 花崎／ 小髙／ 松本昇
4 基礎数学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 総合英語Ⅰb 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ 外国事情 微分積分Ⅱ 線形代数Ⅱ ビジネスシステム 設計製図 材料力学Ⅱ 英語総合技能Ⅱ

12:10 - 13:00 松本昇 Ｌ.Ｉ.Ｎ 大原・宇都宮 瀧本 松井 吉本 木原 宮田 館・ｿﾝｶﾞｰ 南出 金井 Le.Lu
5 創造実験Ⅰ 総合英語Ⅰb 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 計測工学 線形代数Ⅰ 外国事情 コンピュータⅢ 国語Ⅲ 物理・化学Ⅲ 電子回路Ⅰ 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ 電気機器 振動工学 計算機システムⅢ

13:10 - 14:00 土地・直江・B 大原・宇都宮 Ｉ.Ｌ.Ｎ 下谷 中泉 吉本 藤島・ｵｶﾞﾜ 山﨑 原 諸谷 金井 今澤・井上 石黒 秋山 藤澤
6 創造実験Ⅰ 基礎数学Ⅱ 基礎数学Ⅰ 計測工学 物理・化学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ コンピュータⅢ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 応用数学Ⅰ システム開発演習Ⅰ 電気機器 卒業研究 計算機システムⅢ

14:10 - 15:00 土地・直江・B 松本昇 中泉 下谷 谷口 I.F.Le 藤島・ｵｶﾞﾜ L.Lu.Ｎ 木原 諸谷 宮田 今澤・井上 石黒 藤澤
7 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅱ 応用数学Ⅰ 流体力学 情報・ビジネス英語Ⅰ マルチメディア 卒業研究 メカトロニクスⅡ

15:10 - 16:00 宇都宮 向井 宮田 高橋 元木・ブルース 坂倉 田村
8 ＯＰ電気磁気学Ⅱ 流体力学 情報・ビジネス英語Ⅰ マルチメディア 卒業研究 メカトロニクスⅡ

16:10 - 17:00 表 高橋 元木・ブルース 坂倉 田村

火 T1 M1 G1 T2 M2 G2 T3 M3 G3 T4 M4 G4 D5 Ｍ5 C5
1 保健体育Ⅰ 機械加工Ⅰ 基礎数学Ⅱ 線形代数Ⅰ 国語Ⅱ 計算機システムⅠ 総合英語Ⅲ 機械材料Ⅰ 英語総合技能Ⅰa 文化・芸術・思想ⅡＢ ／保健体育ⅣB /上級英語Ⅰ 制御工学 エネルギー工学 情報工学演習Ⅱ

8:40 - 9:30 山口 杉森 松本昇 中泉 大崎 坂倉・井上 吉本 秋山 大原 小髙／   瀧本 ／ F.Lu.L.Gb 松本裕 天日 今澤・ソンガー

2 保健体育Ⅰ 機械加工Ⅰ 物理・化学Ⅰ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅰ 計算機システムⅠ 国語Ⅲ 機械材料Ⅰ 英語総合技能Ⅰa 文化・芸術・思想ⅡＢ ／保健体育ⅣB /上級英語Ⅰ 制御工学 エネルギー工学 情報工学演習Ⅱ

9:40 -10:30 山口 杉森 谷口 宇都宮 木原 坂倉・井上 山﨑 秋山 大原 小髙／   瀧本 ／ F.Lu.L.Gb 松本裕 天日 今澤・ソンガー

3 物理・化学Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 保健体育Ⅰ コンピュータⅡ 保健体育Ⅱ 総合英語Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ 物理・化学Ⅲ システム制御 機械工学実験Ⅰ システム制御Ⅰ 心理学A/ 倫理 ／哲学／ 上級英語Ⅱ

10:40 - 11:30 谷口 Ｌ.Ｉ.Ｎ 山口 南出・ﾎﾞﾗｼﾞ 瀧本 向井 宮野 吉本 原 藤島 金井・小間・林 田村 花崎／大崎 ／三宅／ F.Le.Gb
4 電気基礎 基礎数学Ⅱ 保健体育Ⅰ コンピュータⅡ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 国語Ⅲ 歴史Ⅱ システム制御 機械工学実験Ⅰ システム制御Ⅰ 心理学A/ 倫理 ／哲学／ 上級英語Ⅱ

12:10 - 13:00 柳橋 松本昇 山口 南出・ﾎﾞﾗｼﾞ 瀧本 木原 宮田 山﨑 宮野 藤島 金井・小間・林 田村 花崎／大崎 ／三宅／ F.Le.Gb
5 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 総合英語Ⅰa 国語Ⅰ 電気磁気学Ⅰ 物理・化学Ⅱ 線形代数Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 微分積分Ⅱ 応用物理Ⅰ 応用数学Ⅰ 情報数学Ⅰ 数値計算 卒業研究 卒業研究

13:10 - 14:00 Ｉ.Ｌ.Ｎ 向井 山﨑 表 谷口 中泉 諸谷・土地・柳橋・Ｂ 宮野 木原 高橋 宮田 井上 藤島
6 総合英語Ⅰb 物理・化学Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 電気磁気学Ⅰ 総合英語Ⅱ 物理・化学Ⅱ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 情報処理Ⅲ デジタル回路 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa 情報システムⅡ 数値計算 卒業研究 卒業研究

14:10 - 15:00 大原・宇都宮 谷口 Ｉ.Ｌ.Ｎ 表 向井 原 諸谷・土地・柳橋・Ｂ 松本昇 田村 松本裕 小髙 元木 藤島
7 基礎数学Ⅱ 歴史Ⅰ 総合英語Ⅰb 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 物理・化学Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa 情報システムⅡ 応用数学Ⅱ 卒業研究 卒業研究

15:10 - 16:00 松本昇 宮野 大原・宇都宮 大崎 中泉 I.F.Le 諸谷・土地・柳橋・Ｂ 原 田村 松本裕 小髙 元木 宮田
8 ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ

16:10 - 17:00 谷口 金井 山﨑 宇都宮 林 藤澤 木原 原 瀧本 諸谷 秋山 館 土地 小間 坂倉

水 T1 M1 G1 T2 M2 G2 T3 M3 G3 T4 M4 G4 D5 Ｍ5 C5
1 コンピュータⅠ 総合英語Ⅰb 保健体育Ⅰ 物理・化学Ⅱ 工業力学Ⅰ 国語Ⅱ 物理・化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 微分積分Ⅱ 発変電工学 応用物理Ⅰ／応用数学 情報数学Ⅰ 送配電工学 機械工学実験 情報理論

8:40 - 9:30 土地・藤島 大原・宇都宮 山口 谷口 伊藤 大崎 原 松本昇 木原 柳橋 高橋／宮田 井上 直江 杉森・天日・秋山・金井 今澤
2 コンピュータⅠ 保健体育Ⅰ 基礎数学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学Ⅰ 創造実験Ⅱ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 発変電工学 応用物理Ⅰ／応用数学 日本語スキルズ コンピュータグラフィックス 機械工学実験 情報理論

9:40 -10:30 土地・藤島 山口 松本昇 I.F.Le 伊藤 館・井上・Ｓ 下谷 吉本 Lu.Ｎ 柳橋 高橋／宮田 大崎 元木 杉森・天日・秋山・金井 今澤
3 保健体育Ⅰ 国語Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 電気磁気学Ⅰ 工業力学Ⅰ 創造実験Ⅱ 電気磁気学Ⅱ エレクトロニクスⅡ 総合英語Ⅲ 日本語スキルズ メカトロニクスⅠ 国際コミュニケーションⅠ コンピュータグラフィックス 機械工学実験 国際英語コミュニケーションⅡ

10:40 - 11:30 山口 山﨑 Ｉ.Ｌ.Ｎ 表 伊藤 館・井上・Ｓ 下谷 林 吉本 大崎 松井 F.Le 元木 杉森・天日・秋山・金井 大原
4 国語Ⅰ 基礎数学Ⅰ 物理・化学Ⅰ 創造実験Ⅱ 総合英語Ⅱ 物理・化学Ⅱ 社会科学Ⅰ エレクトロニクスⅡ 歴史Ⅱ システム工学 メカトロニクスⅠ 国際コミュニケーションⅠ

12:10 - 13:00 山﨑 中泉 谷口 松本裕・香林・O 向井 原 野木 林 宮野 諸谷 松井 F.Le
5 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 物理・化学Ⅰ 創造実験Ⅰ 創造実験Ⅱ 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 国語Ⅲ 社会科学Ⅰ コンピュータ演習Ⅱ システム工学 日本語スキルズ 情報システムⅠ 応用物理Ⅱ メカトロニクス 応用数学Ⅱ

13:10 - 14:00 Ｉ.Ｌ.Ｎ 谷口 元木・井上・Gb・Ｓ 松本裕・香林・O 木原 中泉 山﨑 野木 今澤 諸谷 大崎 藤澤 高橋 十河 宮田
6 基礎数学Ⅱ 創造設計Ⅰ 創造実験Ⅰ 線形代数Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ コンピュータ演習Ⅱ 応用数学Ⅰ 熱工学Ⅰ 情報システムⅠ 卒業研究 メカトロニクス 時事英語

14:10 - 15:00 松本昇 秋山・金井 元木・井上・Gb・Ｓ 中泉 I.F.Le 向井 木原 L.Lu.Ｎ 今澤 宮田 天日 藤澤 十河 宇都宮
7 物理・化学Ⅰ 創造設計Ⅰ 国語Ⅰ 電気電子工学Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 歴史Ⅱ 社会科学Ⅰ パワーエレクトロニクス 機械設計演習Ⅰ ＯＰ情報処理Ⅲ/数値計算 卒業研究 コンピュータ工学 ビジネス英語

15:10 - 16:00 谷口 秋山・金井 山﨑 表 L.Lu.Ｎ 宮野 野木 香林 林 ソンガー／田村 小間 ブルース
8 電気電子工学Ⅰ ＯＰ電気回路Ⅱ 機械設計演習Ⅰ ＯＰビジネスシステム/数値計算 卒業研究 コンピュータ工学 ビジネス英語

16:10 - 17:00 表 香林 林 館／田村 小間 ブルース

木 T1 M1 G1 T2 M2 G2 T3 M3 G3 T4 M4 G4 D5 Ｍ5 C5
1 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 国語Ⅰ 情報処理Ⅰb 情報工学Ⅱ エレクトロニクスⅠ 保健体育Ⅱ 歴史Ⅱ 保健体育Ⅲ 総合英語Ⅲ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa 創造実験Ⅳ 計算機システムⅡ 応用物理Ⅱ 先端材料工学 データベース

8:40 - 9:30 Ｉ.Ｌ.Ｎ 山﨑 館 藤島 林 瀧本 宮野 山口 吉本 小髙 伊藤・松井・天日啓 元木 高橋 杉森 藤澤
2 総合英語Ⅰb 基礎数学Ⅱ 情報処理Ⅰb 情報工学Ⅱ エレクトロニクスⅠ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 保健体育Ⅲ 微分積分Ⅱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa 創造実験Ⅳ 計算機システムⅡ 情報伝送工学 先端材料工学 データベース

9:40 -10:30 大原・宇都宮 松本昇 館 藤島 林 瀧本 L.Lu.Ｎ 山口 木原 小髙 伊藤・松井・天日啓 元木 下谷 杉森 藤澤
3 情報工学Ⅰ 保健体育Ⅰ 総合英語Ⅰa 電気回路Ⅰ 線形代数Ⅰ 情報処理Ⅱb 微分積分Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 保健体育Ⅲ 電子工学 創造実験Ⅳ システム開発演習Ⅰ 情報伝送工学 機械材料 応用数学Ⅱ

10:40 - 11:30 南出 山口 向井 諸谷 中泉 田村 木原 L.Lu.Ｎ 瀧本 土地 伊藤・松井・天日啓 今澤・井上 下谷 秋山 宮田
4 情報工学Ⅰ 保健体育Ⅰ 総合英語Ⅰb 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 情報処理Ⅱb 総合英語Ⅲ 物理・化学Ⅲ 保健体育Ⅲ 電子工学 創造実験Ⅳ システム開発演習Ⅰ ソフトウェア工学 機械材料 通信ネットワーク

12:10 - 13:00 南出 山口 大原・宇都宮 大崎 I.F.Le 田村 吉本 原 瀧本 土地 伊藤・松井・天日啓 今澤・井上 藤島 秋山 松本(裕)
5 基礎数学Ⅰ 総合英語Ⅰb 歴史Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 創造実験Ⅳ 機械工学演習Ⅰ 電気電子工学Ⅱ メカトロニクス 計測工学 通信ネットワーク

13:10 - 14:00 中泉 大原・宇都宮 宮野 I.F.Le 小間 木原 宮田 松本昇 山﨑 柳橋・直江・香林・Ｏ 天日 石黒 諸谷 杉森 松本(裕)
6 国語Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅠ 基礎数学Ⅱ 微分積分Ⅰ 機械製図Ⅱ 国語Ⅱ システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 線形代数Ⅱ 創造実験Ⅳ 機械工学演習Ⅰ 電気電子工学Ⅱ メカトロニクス 設計システム工学 卒業研究

14:10 - 15:00 山﨑 Ｌ.Ｉ.Ｎ 松本昇 木原 小間 大崎 藤島・ボラジ 金井 宮田 柳橋・直江・香林・Ｏ 天日 石黒 諸谷 林
7 総合英語Ⅱ 国語Ⅱ 日本文化 システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ ＯＰ機械設計 メディア情報Ⅰ 材料工学 設計システム工学 卒業研究

15:10 - 16:00 宇都宮 大崎 向井 藤島・ボラジ 金井 Lu.Ｎ 柳橋・直江・香林・Ｏ 松井 元木 土地 林
8 日本文化 創造実験Ⅳ ＯＰ材料力学Ⅰ メディア情報Ⅰ 材料工学 設計システム工学 卒業研究

16:10 - 17:00 向井 柳橋・直江・香林・Ｏ 杉森 元木 土地 林

金 T1 M1 G1 T2 M2 G2 T3 M3 G3 T4 M4 G4 D5 Ｍ5 C5
1 歴史Ⅰ 基礎数学Ⅱ 英語コンピュータリテラシーa 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 微分積分Ⅱ 社会科学Ⅰ 国語Ⅲ システム設計Ⅱ 計測制御Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa データ通信ネットワーク 生産システム工学 英語討議技法

8:40 - 9:30 宮野 松本昇 Gb・宇都宮 I.F.Le 天日・林・天日啓 中泉 木原 野木 山﨑 直江・オガワ 伊藤 小高 松本裕 松井 ルーリー
2 基礎数学Ⅱ 総合英語Ⅰa 英語コンピュータリテラシーa 電気回路Ⅰ 創造設計Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ 社会科学Ⅰ システム設計Ⅱ 計測制御Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄa データ通信ネットワーク 生産システム工学 英語討議技法

9:40 -10:30 松本昇 向井 Gb・宇都宮 諸谷 天日・林・天日啓 I.F.Le 吉本 宮田 野木 直江・オガワ 伊藤 小高 松本裕 松井 ルーリー
3 電気基礎 情報処理Ⅰ 基礎数学Ⅰ 電気回路Ⅰ 創造設計Ⅱ 情報処理Ⅱa 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 英語総合技能Ⅰa 応用物理Ⅰ メカトロニクスⅡ コンピュータ演習Ⅲ 応用数学Ⅱ 計測工学 ソフトウェア工学

10:40 - 11:30 柳橋 金井 中泉 諸谷 天日・林・天日啓 坂倉 L.Lu.Ｎ 吉本 大原 高橋 秋山 館 宮田 杉森 藤澤
4 総合英語Ⅰa 情報処理Ⅰ 国語Ⅰ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 情報処理Ⅱa 社会科学Ⅰ 機械設計 線形代数Ⅱ 電気法規と施設管理 メカトロニクスⅡ コンピュータ演習Ⅲ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ ソフトウェア工学

12:10 - 13:00 向井 金井 山﨑 木原 I.F.Le 坂倉 野木 松井 宮田 香林 秋山 館 伊藤 藤澤
5 基礎数学Ⅰ 機械製図Ⅰ 基礎数学Ⅱ 物理・化学Ⅱ 微分積分Ⅰ 総合英語Ⅱ 電気回路Ⅱ 機械設計 創造実験Ⅲ 総合英語Ⅳ／ 英語表現技法 /上級英語Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ マルチメディア

13:10 - 14:00 中泉 小間 松本昇 谷口 木原 向井 香林 松井 田村・井上 大原／ 宇都宮 F.Lu.L.Gb 伊藤 坂倉
6 国語Ⅰ 機械製図Ⅰ 総合英語Ⅰa 線形代数Ⅰ 物理・化学Ⅱ 物理・化学Ⅲ 電気回路Ⅱ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅲ 総合英語Ⅳ／ 英語表現技法 /上級英語Ⅰ 卒業研究 振動工学 マルチメディア

14:10 - 15:00 山﨑 小間 向井 中泉 谷口 原 香林 松本昇 田村・井上 大原／ 宇都宮 F.Lu.L.Gb 秋山 坂倉
7 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活

15:10 - 16:00 谷口 金井 山﨑 宇都宮 林 藤澤 木原 原 瀧本 諸谷 秋山 館 土地 小間 坂倉
8

16:10 - 17:00

Ｄ科卒業研究
英語科 Ｉ：イアン F:ﾌｫｰﾌﾞｽ L:ロペス

Le:レ Lu:ﾙｰﾘｰ Ｎ：ノルトン
Ｍ科卒業研究 Ｔ・Ｄ科 O:オガワ Ｂ：ボラジ

Ｍ科
Ｃ科卒業研究 Ｇ・Ｃ科 Gb：ﾌﾞﾙｰｽ Ｓ：ソンガー

グローバル情報（外国人）

グローバル情報（日本人）　　坂倉・今澤・藤澤・館・ソンガー
英語科（日本人）

　　伊藤・杉森・天日・松井・秋山・金井・小間・林

　　直江・松本(裕)・南出・土地・藤島・諸谷
　　柳橋・オガワ 電気電子（外国人）

機械（外国人）

世界事情Ⅰ

向井

世界事情Ⅱa

大原

一般科目（外国人）

心理学B/デザイン概論
花崎/小髙

世界事情Ⅰ
向井

 英語資格技術／科学技術史a

世界事情Ⅱa

大原

大原 / 直江・伊藤

 

（出典 教務委員会資料） 
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資料５－１－②－９ 

人材育成教育経過表 

人材育成教育経過表
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

人間形成 学校専任型 三位一体教育

技

術

教

育

ものづ
くり

理論 Eng.Deg,ENｇ．、Mang CDIO、デザインシンキング

実践 設計製作 創造実験、創造設計 16歳からの工場長育成 CDIOものづくり

工英連携 CLE2

教員研修 教師学 国内大 海外大

英
語

国

際

交

流

少人数英語教育

ネイティブ教員

外国交流 SP

海外留学派遣

海外大学進学

イン
ターン
シップ

受入

派遣

キャリア・デザイン

部外との連携

成果の確認（アンケート結果） ６５．９ ６８．９ ６６．４ ６４．９ ７２．８ ７４．２ ７４．８ ７５．５

米国依存 多数国依存

キャリアデザイン修学基礎修学技法

NZ
SMC

多種大学

ロボット、

工業見本市

2国

出前授業

社会貢献
海外連携

１国 １国 2国 １国

 

（出典 学務会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

学生の多様なニーズは、授業アンケート、KTC総合アンケート、インターンシップ報告会、オタゴ

・ポリテクニク留学報告会、卒業研究発表会で把握し、カリキュラムや授業運営に反映している。学

術の発展の動向は、教員の学会活動を通して工学教育の動向や社会の動向を把握し、教育活動に反映

している。社会からの要請は、CDIOイニシアチブへの加盟や、グローバル化への対応などカリキュラ

ムに反映させている。以上のことから学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請等に

配慮しているといえる。 

 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況） 

各授業科目の授業形態の配分は資料５－２－①－１：授業形態のバランスの通りである。ものづく

りの主柱の本校教育の授業形態は、インターンシップを通じた企業との情報交換や連携教育の実績に

起因している。この実績は近年多論されている初級技術者に要求される能力や、CDIO シラバスの構

成内容（基礎力の充実、専門力の充実、国際性、創造力、実践力、人間性）と同等な社会的ニーズの

結果と同等と判断されている。特に技術のグローバル化に必須な創造力・実践力は学生の「過去の経

験（習得した知識とその体験）」に立脚するので、講義と演習・実験・実習の比率は６：４程度が妥
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当であると認識している。 

資料５－２－①－１ 

授業形態のバランス 

 
機械工学科

専門＋一般 専門 一般

講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 87 43 13 143 単位数 37 33 3 73 単位数 50 10 10 70

割合 60.8% 30.1% 9.1% 100% 割合 50.7% 45.2% 4.1% 100% 割合 71.4% 14.3% 14.3% 100%

単位数 119 59 20 198 単位数 51 39 7 97 単位数 68 20 13 101

割合 60.1% 29.8% 10.1% 100% 割合 52.6% 40.2% 7.2% 100% 割合 67.3% 19.8% 12.9% 100%

電気電子工学科

専門＋一般 専門 一般

講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 100 20 31 151 単位数 50 10 21 81 単位数 50 10 10 70

割合 66.2% 13.2% 20.5% 100% 割合 61.7% 12.3% 25.9% 100% 割合 71.4% 14.3% 14.3% 100%

単位数 127 38 36 201 単位数 59 18 23 100 単位数 68 20 13 101

割合 63.2% 18.9% 17.9% 100% 割合 59.0% 18.0% 23.0% 100% 割合 67.3% 19.8% 12.9% 100%

グローバル情報工学科

専門＋一般 専門 一般

講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 93 30 28 151 単位数 43 20 18 81 単位数 50 10 10 70

割合 61.6% 19.9% 18.5% 100% 割合 53.1% 24.7% 22.2% 100% 割合 71.4% 14.3% 14.3% 100%

単位数 127 40 33 200 単位数 59 20 20 99 単位数 68 20 13 101

割合 63.5% 20.0% 16.5% 100% 割合 59.6% 20.2% 20.2% 100% 割合 67.3% 19.8% 12.9% 100%

必
修

必
修

必
修

全
体

全
体

全
体

必
修

必
修

必
修

必
修

全
体

全
体

全
体

全
体

必
修

全
体

必
修

全
体

 

（出典 学務会議資料） 

 

カリキュラムの主柱に置いている機械工学科の創造設計、電気電子工学科・グローバル情報工学科

の創造実験科目群はPBL型の授業を取り入れ、一般科目と専門科目の総合化を図っている（資料５－

１－①－５：カリキュラムの基本構成）。 

ものづくりの現場技術者を育成すべく、技術者として実業界で実務経験を積んだ者を教員として採

用するほか、現役技術者を非常勤講師として任用し、実験・実習科目を中心に担当している（資料５

－２－①－２：実業界における勤務経験者教員一覧）。また４年生全員がインターンシップに参加し、

ものづくり企業の現場を経験するようにしている（資料５－２－①－３：インターンシップ実績）。 

また、情報化社会に対応するために高いITスキルを身につけることを目的として、１～３年生全員

にノートパソコンを無償貸与し授業で使用している。 
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資料５－２－①－２ 

実業界における勤務経験者教員一覧 

所属 職・指名 主要担当科目 備考

校長 教授・山田　弘文 ― 官公庁

教授・瀧本　明弘 保険体育、体育実技 大学

教授・高橋　丈雄 応用物理、流体力学、エンジニアリングマネジメント 官公庁

教授・中泉　俊一 基礎数学，線形代数 高校

准教授・松本　昇久 基礎数学、応用数学、数学特論 高校

准教授・宇都宮　隆子 総合英語、時事英語、英語コンピューターリテラシー 大学

助教・谷口　航 物理･化学 高校

教授・土地　邦生 電子工学、材料工学、創造実験、卒業研究 企業

教授・松本　裕 エンジニアリングマネジメント、制御工学、卒業研究 官公庁

准教授・藤島　悟志 システム設計、コンピュータ、数値計算、情報工学、卒業研究 大学

講師・諸谷　徹郎 電子回路、メカトロニクス、創造実験、卒業研究 企業

講師・柳橋　秀幸 電気基礎、発変電工学、電子回路、卒業研究 官公庁

教授・伊藤　恒平 工業力学、計測制御、機械工学演習、卒業研究 官公庁

教授・秋山　晃 機械材料、振動工学、機械工学実験、卒業研究 官公庁

教授・天日　三知夫 エネルギー工学、熱工学、創造設計、卒業研究 企業

准教授・金井　亮 材料力学、創造設計、情報処理、卒業研究 大学

准教授・林　道大 エレクトロニクス、創造設計、機械設計演習、卒業研究 企業

講師・小間　徹也 機械製図、機械工学実験、創造設計、卒業研究 企業

教授・元木　光雄 情報ビジネス英語、創造実験、メディア情報、ＣＧ、卒業研究 大学

教授・今澤　明男 システム開発、コンピュータ演習、情報理論、卒業研究 大学

准教授・小高　有普 文化・芸術、デザイン概論、エンジニアリングマネジメント 企業

准教授・藤澤　武 データベース、情報システム、計算機システム、卒業研究 企業

講師・館　宣伸 情報処理、ビジネスシステム、創造実験、卒業研究 企業

（注：実働1年を超える期間勤務した実績を有する教員）

一　般　教　科

電気電子工学科

機械工学科

グローバル情報
工学科

高専以外の実業界における勤務経験教員の教育担当科目（平成24年度）

 

（出典 高専事務局資料） 
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資料５－２－①－３ 

インターンシップ実績 

平成21年度インターンシップ実績

電気情報工学科 機械工学科 国際コミュニケーション情報工学科

順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所

1 1 東京ドロウイング㈱　ＣＡＤセンター 石川 1 1 セコム北陸㈱ 石川 1

2 2
中日本ハイウエイ・エンジニアリング名
古屋㈱金沢支店

石川 2 2 若松梱包運輸倉庫㈱ 石川 3

3 3
パナソニック㈱オートモーティブシステ
ムズ社

長野 3 3 発紘電機㈱ 石川 2

4 4 ムラテックＣ・Ｃ・Ｓ㈱ 愛知 4 27

5 5 富士電機システムズ㈱ 東京 39 4

6 6 オリエンタルチエン工業㈱ 石川 5 5 東洋製罐㈱　豊橋工場 愛知 25

7 7 クマリフト㈱ 石川 6 7 高松機械工業㈱ 石川 5

8 8 ㈱カネカ　滋賀工場 滋賀 7 8 長野ポンプ㈱ 石川 6

9 9 北陸通信工業㈱ 石川 9 7

10 17 21

16 9 10 小島プレス工業㈱ 愛知 6 8 金沢工業大学ライブラリーセンター 石川

11 11 ㈱金沢義肢製作所 石川 10 11 日本飛行機㈱ 神奈川 7 9 セコム北陸㈱ 石川

13 12 10

29 42 15

13 14 メタウォータ㈱ 東京 12 13 大和製罐㈱ 大阪 9 11 アロカ㈱ 東京

14 15 セコム北陸㈱ 石川 13 14 野々市町役場 石川 10 12 ㈱富士通エフサス 石川

15 17 山一精工㈱ 石川 14 16 大同工業㈱ 石川 13

16 18 ㈱ジェイペック 北海道 15 18 アール・ビー・コントロールズ㈱ 石川 24

17 19 米沢電気工事㈱ 石川 16 19 メタウォータ㈱ 東京 14

18 20 金沢市役所総務局職員課 石川 17 20 玉田工業㈱ 石川 32

21 18 21 山一精工㈱ 石川 13 16 ㈱アイ・ツー 石川

32 19 22 澁谷工業㈱ 石川 14 17 参天製薬㈱ 石川

20 22 ㈱北陸計器工業 石川 23 15 18 ㈱金沢義肢製作所 石川

21 23 アール・ビー・コントロールズ㈱ 石川 34 16 19 金沢ソフトウエア㈱ 石川

22 24 財団法人　北陸電気保安協会 石川 21 24 DIC㈱ 愛知 20

23 25 ソニーイーエムシーエス㈱　湖西テック 静岡 25 33

24 26 高松機械工業㈱ 石川 38 18 22 富士フイルムメディカル㈱ 石川

25 27 中村留精密工業㈱ 石川 23 26 ㈱ＩＨＩ回転機械　名古屋事業所 東京 19 23 中村留精密工業㈱ 石川

26 28 パナソニックＩＴＳ㈱ 神奈川 24 27 京セラ㈱　滋賀蒲生・八日市工場 滋賀 20 26 小松電子㈱ 石川

27 30 ㈱別川製作所 石川 25 28 ㈱石川製作所　本社工場 石川 21 28 ㈱ファインデックス 京都

28 31 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東京 26 29 参天製薬㈱ 石川 22 29 発紘電機㈱ 石川

29 33 グローリー㈱ 石川 27 31 中村留精密工業㈱ 石川 23 30 サカ・テクノサイエンス㈱ 石川

28 32
中日本ハイウエイ・エンジニアリング名
古屋㈱金沢支店

石川 24 31 エヌ・ティ・ティ・コムウェア西日本㈱ 大阪

29 35 オリエンタルチエン工業㈱ 石川 25 34 綜合警備保障㈱ 大阪

30 36 東レ㈱　石川工場 石川

31 37 京町産業車輌㈱ 石川

32 40 コマツエンジニアリング㈱ 石川

33 41 東燃ゼネラル石油㈱ 神奈川

34 43
ソニーケミカル＆インフォメーションデバ
イス㈱

石川

35 44 松本機械工業㈱ 石川

36 45 出光興産㈱　愛知製油所 愛知

37 46 ㈱イコマ・メカニカル 石川

38 47 竹内製菓㈱ 石川

平成22年度インターンシップ実績

電気情報工学科 機械工学科 国際コミュニケーション情報工学科

順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所

1 1 発紘電機㈱ 石川県 1 1 ㈱イナバエンジニア 石川県 1

2 4 グローリー㈱ 石川県 2 2 コマツエンジニアリング㈱ 石川県 19

3 9 アール・ビー・コントロールズ㈱ 石川県 3 3 長野ポンプ㈱ 石川県 2 2 ㈱富士通北陸システムズ 石川県

4 11 日本電気計器検定所　北陸支社 石川県 4 5 ＤＩＣ㈱ 石川県 3 3 若松梱包運輸倉庫㈱ 石川県

5 12 小松電子㈱ 石川県 5 6 4

15 15 11

24 6 7 山一精工㈱ 石川県 13

7 16 ㈱ＮＴＴネオメイト　北陸支店 石川県 7 8 岩本工業㈱ 石川県 14

8 17 中日本高速道路㈱ 石川県 8 11 ㈱ヨネモリ 石川県 5 ㈱金沢総合研究所

9 18 ㈱別川製作所 石川県 9 12 26

10 20 ㈱北陸計器工業 石川県 24 6 6 白山市役所 石川県

22 10 14 かがつう㈱　金沢工場 石川県 7 7 金沢市役所 石川県

29 11 16 ㈱石川製作所 石川県 8

33 12 19 澁谷工業㈱ 石川県 27

31 13 20 ㈱中本鉄工 石川県 9

12 27
中日本ﾊｲｳｴｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋㈱金
沢支店

石川県 14 21 ㈱イコマ・メカニカル 石川県 25

13 30 東レ㈱ 石川県 15 23 竹内製菓㈱ 石川県 12

14 32 (財)北陸電気保安協会石川支部 石川県 16 26 加賀電化工業㈱ 石川県 17

15 35 北陸通信工業㈱ 石川県 17 27 ㈱根上工作所 石川県 11 18 ㈱富士通エフサス 石川県

16 2 富士電機システムズ㈱東京工場内 東京都 18 28 オリエンタルチエン工業㈱ 石川県 12 20 ㈱ＮＴＴネオメイト　北陸支店 石川県

17 3 ㈱ジェイペック　高砂カンパニー 兵庫県 19 29 大同工業㈱ 石川県 13 21 五大開発㈱ 石川県

18 5 ダイキン工業㈱ 東京都 20 30 ｿﾆｰｹﾐｶﾙ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱ 石川県 14 22 参天製薬㈱ 石川県

19 6 京セラ㈱　長野岡谷工場 長野県 21 36 ㈱共和工業所 石川県 15 23 ㈱リンケージ 石川県

20 7 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東京都 22 37 中村留精密工業㈱ 石川県 16 24 金沢工業大学ライブラリーセンター 石川県

21 8 メタウォータ㈱ 東京都 4 17 28 ㈲東燃プロセス 石川県

22 10 神鋼テクノ㈱ 兵庫県 32 18 29 ㈲アイロジ- 石川県

23 13 中部電力㈱ 愛知県 24 9 京セラ㈱　長野岡谷工場 長野県 19 30 ㈱ドリームガレージ 石川県

24 14 東京エレクトロンＦＥ㈱ 東京都 25 10 三菱重工業㈱　原動機事業本部 神奈川県 10

25 19 出光興産㈱　愛知製油所 愛知県 26 13 メタウォータ㈱ 東京都 16

26 21 東芝エレベータ㈱ 東京都 27 17 小島プレス工業㈱ 愛知県 15

27 23 ＮＴＴコムウェア西日本㈱ 大阪府 28 18 東燃ゼネラル石油㈱ 神奈川県 31

28 25 アロカ㈱ 東京都 29 25 京セラ㈱　滋賀蒲生・八日市工場 滋賀県 32

29 26 ムラテックC.C.S㈱ 愛知県 30 33 ㈱森精機製作所 三重県

30 28 ㈱カネカ　滋賀工場 滋賀県 31 34 フロイント産業㈱ 静岡県

31 34
パナソニック㈱オートモーティブシステ
ムズ社

長野県 32 35 東芝電機サービス㈱
東京都

33 38 ＡＬＳＯＫ総合警備保障㈱ 大阪府

4 北菱電興㈱ 石川

3 白山市役所 石川

1 ㈱富士通北陸システムズ 石川

2 ㈱ＮＴＴネオメイト　北陸支店 石川

10 日本電気計器検定所　北陸支社 石川

12 北陸電力㈱ 石川

4 ㈱シーピーユー 石川

8 ㈱ヨネモリ 石川 5 野々市町役場 石川

11 若松梱包運輸倉庫㈱ 石川

12 金沢市役所総務局職員課 石川

11 ㈱金沢義肢製作所 石川 8 富士通㈱ 神奈川

17 ㈱ウイルコ 石川

22 加賀電化工業㈱ 石川

19 東芝エレベータ㈱ 神奈川

20 かがつう㈱　金沢工場 石川

11 金沢工業大学ライブラリーセンター 石川県 石川県

石川県

㈱エイブルコンピュータ

6 北陸電力㈱ 石川県

石川県

石川県

㈱西川電機工業所 石川県

石川県野々市町役場

23

1

4

5

8

9

東京都

ＮＺ
（海外）

石川県

大阪府

石川県

小松市役所

10 津幡町役場

㈱ＡＴ情報研     

ESCEA　Ltd

富士通㈱

21

20

玉田工業㈱

北陽電機㈱
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平成23年度インターンシップ実績

電気情報工学科 機械工学科 国際コミュニケーション情報工学科

順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所 順番 クラス番号 氏名 実習先企業名 実習場所

1 1 参天製薬㈱ 石川 3 1

2 3 中村留精密工業㈱ 石川 5 23

3 4 グローリー㈱ 石川 2 4 ㈱ディー・エヌ・ケー 石川 2

4 5 かがつう㈱　金沢工場 石川 3 6 長野ポンプ㈱ 石川 14

5 6 ㈱北陸計器工業 石川 4 7 ㈱石川製作所 石川 3

6 8 発紘電機㈱ 石川 5 8 山一精工㈱ 石川 30

7 9 北陸電力㈱ 石川 6 9 共和電気工業㈱ 石川 5

10 7 11 オリエンタルチエン工業㈱ 石川 18

14 8 12 中村留精密工業㈱ 石川 6

13 13 8

27 20 11

10 18 (財)北陸電気保安協会石川支部 石川 10 17 小松ウォール工業㈱ 石川 17

11 23 米沢電気工事㈱ 石川 11 18 ㈱ヨネモリ 石川 25

12 24
㈱KDDIテクニカルエンジニアリング
サービス

石川 12 21 ㈱共和工業所 石川 6 9 山一精工㈱ 石川

13 26 日本電気計器検定所　北陸支社 石川 22 10

14 2 富士電機システムズ㈱東京工場内 東京 36 15

15 7
パナソニック㈱オートモーティブシステ
ムズ社

長野 14 23 岩本工業㈱ 石川 12

16 11 エクソンモービル㈲ 神奈川 15 24 ㈱金田鉄工所 石川 27

17 12 ダイキン工業㈱ 滋賀 16 27 ㈱中本鉄工 石川 9 19 あさがおテレビ 石川

18 15 メタウォータ㈱ 東京 17 28 北菱電興㈱ 石川 10 20 参天製薬㈱ 石川

19 17 神鋼テクノ㈱ 兵庫 18 29 ㈱ＢＢＳ金明 石川 11 21 ㈱富士通北陸システムズ 石川

20 19 中部電力㈱ 愛知 19 31 参天製薬㈱ 石川 12 22 小松電子㈱ 石川

21 21 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東京 20 32 玉田工業㈱ 石川 13 29 日本放送協会金沢放送局 石川

22 22 東レ㈱ 滋賀 21 34 大同工業㈱ 石川 13

23 28 ㈱カネカ　滋賀工場 滋賀 22 35 ㈱イコマ・メカニカル 石川 28

24 16 海外インターンシップ 23 37 澁谷工業㈱ 石川 15 16 ㈱オプティム 東京

24 2 ムラテックC.C.S 愛知 16 26 日立アロカメディカル㈱ 東京

25 10 出光興産㈱ 愛知 4

26 14 ㈱イシダ 滋賀 24

27 15 ㈱キッツ　伊那工場 長野

28 16 小島プレス工業㈱ 愛知

29 19 ダイセル化学工業㈱ 兵庫

30 25 大和製罐㈱　清水工場 静岡

31 26 ㈱ツムラ　静岡工場 静岡

32 30 京セラ㈱　滋賀蒲生工場 滋賀

33 33 ＡＬＳＯＫ総合警備保障㈱ 大阪

2 ㈱金沢総合研究所 石川

3 ㈱リンケージ 石川

1 高松機械工業㈱ 石川 1 北信テレネックス㈱ 石川

津幡町役場 石川

8 北陸通信工業㈱ 石川

5 野々市町役場 石川
9 ㈱別川製作所 石川 9 ㈱西川電機工業所 石川

13 加賀電化工業㈱ 石川

4

14 ㈱構造計画研究所 東京

17 海外インターンシップ

7 白山市役所 石川

8 金沢市役所 石川

 

 

（出典 教務委員会資料） 

 

グローバル化に対応するため工学・英語協同学習において、TESOLを修了したネイティブ・スピー

カー５名を教員として採用し少人数教育の実施や、CLE2の取組より専門分野を習得したネイティブ・

スピーカーを教員として学科４名を採用し専門科目の授業を行っている（資料５－１－②－８：時間

割）。 
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（分析結果とその根拠理由） 

授業科目の講義・演習科目と実験・実習科目のバランスは、「Ⅱ 目的」を達成するために知識の

獲得から実践能力の修得を幅広くカバーするための配置がなされている。また、創造実験・創造設計

科目群にPBL型の授業やグローバル化に対応した工学・英語協同学習など、「Ⅱ 目的」に沿って授

業科目毎に適切な学習指導方法が取られている。以上のことから、「Ⅱ 目的」に照らして、講義、

演習、実験、実習等の授業形態のバランスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指

導法の工夫がなされているといえる。 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況） 

カリキュラムの編成方針を基に、学習支援計画書（シラバス）を作成し、教員と学生に配付してい

る。学習支援計画書（シラバス）には、科目名、クラス、必修・選択区分、単位数、開講学期、担当

教員、科目概要、教科書、参考書、評価方法、受講上のアドバイス、問合せ・質問先（オフィスアワ

ー）、授業項目（コマ毎の授業内容）、到達目標または行動目標が記載されている。授業項目と到達

目標または行動目標は、授業週毎に記載され点検欄が設けられており、学生は授業毎に点検（自己評

価）できるようになっている（資料５－２－②－１：学習支援計画書（シラバス）抜粋）。学生には

第１回目の授業で学習支援計画書（シラバス）を用いて授業内容、成績評価、学習目標の説明と確認

が行われている。学習支援計画書（シラバス）の利用状況と満足度は資料：KTC総合アンケートのと

おり、66％が利用し、うち75％が満足している（資料５－２－②－２：KTC総合アンケート）。 
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資料５－２－②－１ 

学習支援計画書（シラバス）抜粋 
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（出典 教務委員会資料） 
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資料５－２－②－２ 

KTC総合アンケート 

51.7%

42.5%

24.2%

55.0%

42.4%

36.4%

41.1%

45.7%

50.8%

39.4%

47.5%

45.9%

49.4%

19.3%

7.9%

5.2%

37.8%

6.7%

11.7%

15.3%

4.4%

10.2%

0.6%

1.3%

0.0%

1.4%

0.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高専事務局窓口

ラ イ ブラ リーセンタ ー

学習支援計画書

夢考房　26号館

地域連携教育センタ ー

自己開発センタ ー

オフ ィスアワー

役立った まあ役立った あまり役立たない
役立たない 無回答

77.6%

74.9%

65.5%

36.1%

27.9%

15.4%

14.2%

16.8%

26.1%

55.3%

62.9%

71.7%

75.6%

19.6%

0% 50% 100%

1

2

3

4

5

6

7

あり なし 無回答

●学生サポートは、まず各サポートの利用の有無
を聞き、利用経験が「有り」という回答者にのみ、
その満足度を聞いた。グラフは利用者の多いも
のから順に並べている。

●利用者の割合が最も多かったのは「高専事務
局窓口」であり、77.6％が利用経験ありと答え
ていた。次いで、「ライブラリーセンター」
（74.9％）、「学習支援計画書」（65.5％）と続い
ていた。

●一方、利用率が最も少なかったのは「オフィス
アワー」の15.4％であり、「自己開発センター」
（19.6％）、「地域連携教育センター」（27.9％）
と続いていた。

●満足度は全体的に高く、ほとんどの項目で8割
以上が満足と答えていた。特に高かったのは
「夢考房26号館」（94.4％）、「高専事務局窓
口」（92.8％）、「地域連携教育センター」
（89.9％）などであった。

● 「オフィスアワー」「自己開発センター」などは利
用率が2割を下回っているにもかかわらず満足
度は8割を超えており、機能としては問題はな
いが、利用促進が足りないものと思われた。

●満足度が最も低かったのは「学習支援計画書」
であり、「役立った」が24.2％、「まあ役立った」
が50.8％であったが、24.5％は不満を感じてお
り、改善の余地がありそうであった。

■学生サポートの満足度

＜3-4＞ 学生サポートに関して

高専事務局窓口 →

ライブラリーセンター →

学習支援計画書 →

夢考房 26号館 →

地域連携教育センター →

自己開発センター →

オフィスアワー →

■学生サポートの利用の有無（左グラフ）と満足度（右グラ
フ） （※満足度は利用者のみの結果）

77.3%

43.8%

56.0%

67.0%

22.3%

34.8%

19.5%

41.0%

37.4%

27.7%

50.3%

37.0%

57.4%

56.3%

52.4%

2.5%

11.0%

5.0%

3.4%

20.6%

6.4%

5.7%

12.6%

14.3%

26.4%

28.6%

53.6%

3.3%

1.2%

1.5%

6.4%

2.6%

0.7%

2.3%

3.6%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

役立った まあ役立った あまり役立たない

役立たない 無回答

82.7%

80.6%

63.2%

41.7%

26.5%

22.3%

11.2%

12.8%

30.5%

51.2%

65.9%

69.7%

70.3%

22.5%

0% 50% 100%

1

2

3

4

5

6

7

あり なし 無回答

 

（出典 KTC教育評価委員会資料） 

 

本校では一部の科目で学修単位を導入しており、学修単位については学生便覧に概要と対象科目を

明示し、対象科目の学習支援計画書（シラバス）に学修単位科目であることと予習復習について明示

し説明している（資料５－２－②－３：成績について、資料５－２－②－４：学修単位科目の学習支

援計画書（シラバス）抜粋）。 
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資料５－２－②－３ 

成績について 

 
（出典 学生便覧 2012 P.91） 
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資料５－２－②－４ 

学修単位科目の学習支援計画書（シラバス）抜粋 
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（出典 教務委員会資料） 

（分析結果とその根拠理由） 

学習支援計画書（シラバス）には、教育方法や内容の他に、授業ごとの授業項目と到達目標または

行動目標が明示され点検欄が設けられており、授業内容を知るだけでなく、自己点検を行い学習の振

り返りができるように構成されている。また、学習支援計画書（シラバス）の利用状況と満足度は
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KTC総合アンケートで確認されている。以上のことからカリキュラムの編成趣旨に沿って適切な学習

支援計画書（シラバス）が作成され、学生が活用する仕組みは構築されているといえる。 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況） 

カリキュラムの主柱に置いている創造実験・創造設計科目群は、エンジニアリングデザインの基本

理念とCDIOイニシアチブのフレームワークを考慮し、本校の主柱としての能力の総合化を図るオリジ

ナルの科目であり、PBL形式の授業を行っている（資料５－１－①－５：カリキュラムの基本構成、

資料５－２－③－１：創造実験・創造設計の概要）。 

資料５－２－③－１ 

創造実験・創造設計の概要 

 

（出典 学務会議資料） 
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CLE2は英語を中心とする一般科目と専門科目の連携を通じて、学生の創造性を育む教育プログラム

である（資料５－２－③－２：CLE2プログラム）。 

 

資料５－２－③－２ 

CLE2プログラム 
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（出典 CLE2プログラムウェブサイト） 

 

各学年の実験・実習を行う夢考房は実習工場としての機能の他に、工学と創造の面白さ、知識を応

用することの楽しさを実感できる創造空間とし活用している（資料５－２－③－３：夢考房26）。 
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資料５－２－③－３ 

夢考房 26 

 

（出典 学生便覧 2012 P.144） 

 

本校では４年生全員がインターンシップに参加している（資料５－２－①－３：インターンシップ

の実績）。インターンシップは事前学習を行ったうえ、製造業を中心とする受入企業で実践的な研修

を行い、帰校後に受入企業や保護者も参加する報告会で発表を行う。また、CLE2の一環として、提携

校であるオタゴ・ポリテクニクやシンガポール理工学院で２～３週間の海外インターンシップを実施
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している（資料５－２－③－４：海外インターンシップの実績）。これらのインターンシップは、受

入企業や保護者に対する報告会を行い、評価を受けている（資料５－２－③－５ インターンシップ

報告会資料）。 

 

資料５－２－③－４ 

海外インターンシップの実績 

 

（出典 国際交流高専委員会） 
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資料５－２－③－５ 

インターンシップ報告会資料 
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（出典 旦月会報 平成 22年 10月号 P.44-46） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

エンジニアリングデザインの手法やCDIOイニシアチブを取り入れた創造実験・創造設計科目群や、

CLE2、夢考房など創造性を育む教育方法の工夫が図られている。また４年生全員がインターンシップ

に参加する他に、海外インターンシップも実施されており、インターンシップの活用が図られている。 

 

観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性

の涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活

動等において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況） 

本校は「Ⅱ 目的」の中で特に人間形成を重んじており、人間形成を目指す科目として「人間と自

然Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を設けている。１年生の「人間と自然Ⅰ」、３年生の「人間と自然Ⅱ」及び４年生の

「キャリア教育」は穴水湾自然学苑で、５年生の「人間と自然Ⅲ」は池の平セミナーハウスで実施し

ており、２泊３日の日程で教員・学生と寝食を共にする研修を通じて人間形成を図っている（資料５

－３－①－１：自然学苑教育）。 

 

資料５－３－①－１ 

自然学苑教育 
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（出典 学生便覧 2012 P.96－97） 
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一般教育を充実するための特別活動の一環としてキャリアデザイン教育を実施しており、この取組

は文部科学省のGP事業に選定されている（資料５－１－①－10：キャリアデザイン教育ウェブサイ

ト）。 

本校は４年生の修学旅行でシンガポールに行き、提携校であるシンガポール理工学院の学生と交流

を行っており、英語でのコミュニケーションの実践や異文化交流を行っている（資料５－３－①－

２：シンガポール修学旅行）。 

 

資料５－３－①－２ 

シンガポール修学旅行 

 

（出典 国際交流・留学プログラムウェブサイト） 
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このような教育を効果的に推進するためには保護者の協力が必要であり、教職員－学生－保護者の

三位一体教育を心がけ、教員の「教師学」、教職員の「師範塾」、保護者の「親業」を実施し、同じ

視点からの学生の豊かな人間性の涵養を図っている(資料５－３－①－３：三位一体教育の資料、資

料５－３－①－４：教師学、資料５－３－①－５：師範塾、資料５－３－①－６：親業の実績)。 

 

資料５－３－①－３ 

三位一体教育 

 

（出典 2009学生募集案内 P.35） 
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資料５－３－①－４ 

教師学 

 

（出典 旦月会報 平成 23年度 8月号 P.26） 
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資料５－３－①－５ 

師範塾 

 

（出典 旦月会報 平成 24年 1月号 P.22） 
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資料５－３－①－６ 

親業 

 

（出典 旦月会報 平成 23年 12月号 P.31） 
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（分析結果とその根拠理由） 

自然学苑教育、キャリアデザイン教育、三位一体教育、修学旅行でシンガポール理工学院との交流

が実施され、豊かな人間性の涵養が図られているといえる。 

 

観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

単位認定及び卒業認定については学則第４章に定めている（資料５－４－①－１：学則第４章抜

粋）。成績評価、出欠、試験の種類、進級などの細則については資料５－４－①－２：金沢工業高等

専門学校学習指導に関する実施規程に定め運用している。進級及び卒業の判定については規程に定め

られているとおり、学務会議の議を経て校長が行っている（資料５－４－①－３：進級・卒業判定資

料）。 

学生には学生便覧で成績、試験、進級・卒業に明示している他、後学期試験後の特別時間割で説明

し周知している（資料５－４－①－４：成績について、試験について、進級・卒業について）。科目

毎の成績評価方法については学習支援計画書（シラバス）に明示し、授業開始時に配付し説明するこ

とで周知している（資料５－４－①－５：科目毎の成績評価方法抜粋）。 

 

資料５－４－①－１ 

学則 第４章 教育課程等 

 

（出典 学生便覧 2012 学則 P.35） 
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資料５－４－①－２ 

金沢工業高等専門学校学習指導に関する実施規程 

 

（出典 学校法人金沢工業大学規則集） 
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資料５－４－①－３ 

進級・卒業判定資料 
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（出典 学務会議資料） 
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資料５－４－①－４ 

成績について 

 

試験について 
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進級、卒業について 

 

（出典 学生便覧 2012 P.90,91,94） 
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資料５－４－①－５ 

科目毎の成績評価方法 
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（出典 学習支援計画書（シラバス）） 

 

成績評価に係る資料については、試験問題、解答用紙、課題、レポートなど基本的に全てをファイ

リングし保管している。成績評価に関する学生からの異議申立については、後学期試験後の特別時間

割を中心に随時、科目担当者や学級担任を通じて受付を行い、その都度対応している。 
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（分析結果とその根拠理由） 

成績評価、単位認定、進級、卒業について組織として策定されており、厳正かつ適正に運用されて

いる。成績評価についてもエビデンスを残しKTC教育評価委員会がチェックすることで、厳正さ、公

平さを保っている。学生にはオリエンテーションや、授業開始前に説明を行っており、周知されてい

るといえる。 

 

＜専攻科課程＞ 

該当無し。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 ３つの教育の特色として打ち出している「ものづくり教育」「工学・英語協同学習」「キャリア教

育」が、それぞれ「16歳からの“将来の工場長”育成教育プログラムの開発と実施」「５年一貫の工

学・英語協同学習とFD活動（CLE2）」「共同と共創によるキャリアデザイン教育」という形で文部科

学省のGP事業に選定されたことで発展し、補助期間終了後も本校の教育活動として根付かせることが

できた。 

インターンシップにも力を入れており、本校では４年生全員が参加している。そのインターンシッ

プは事前学習、受入企業での研修を行った上で、帰校後は受入企業や保護者が参加する報告会で発表

を行う仕組みを有している。また、CLE2プログラムの一環として、希望者には２～３週間の海外イン

ターンシップも行っている。 

キャリア教育については独自のキャリアデザインノートを開発し、15歳～20歳まで各学年で自分を

見つめ直す機会を設けて学年が上がるに従い社会を認識させる教育を展開していることで、一人一人

のキャリア発達が充分できていると認識しており、在校生が通っていた中学の教員などからも評価を

得ている。 

 学園は人間形成を目指すことを目的に建設された穴水湾自然学苑と池の平セミナーハウスを持ち、

人間形成を目指す科目「人間と自然Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「キャリア教育」が実施されている。 

 

（改善を要する点） 

学習支援計画書（シラバス）の記述に関して、１日毎の授業内容だけでなく、事前学習、復習をど

れだけやる必要があるのかまでが十分に記載されているとはいえない。そのためにアンケートでも、

十分な満足度を得られていないと認識しており、学習支援計画書（シラバス）の内容を改善していく

必要がある。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

 本校のカリキュラムの主柱は「ものづくり教育」であり、電気電子工学科・グローバル情報工学科

では創造実験科目群、機械工学科では創造設計科目群が担っている。この創造実験・創造設計科目群

の周りには一般科目と専門科目を学年毎にくさび形に配置され、主柱の科目群が能力の総合化を行い、

教育実践目標が達成されると考えている。その創造性を育む教育環境として、創造実験・創造設計科

目群、CLE2プログラム、夢考房、４年生全員参加のインターンシップなど、カリキュラムや教育支援

環境及び制度において充実している。 
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 本校では、特に人間形成を重んじており、「人間と自然Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「キャリア教育」を設け、２

泊３日の日程で教員・学生と寝食を共にする研修を通じて人間形成を図っている。また、教職員、学

生、保護者の三位一体教育を心がけ、教員の「教師学」、教職員の「師範塾」、保護者の「親業講

座」を実施し、学生の豊かな人間性の涵養を図っている。 

 カリキュラムは「ものづくり教育」「工学・英語協同学習」及び「キャリア教育」を特色としてお

り、この３つに関する取組は、それぞれ文部科学省のGP事業に選定されている。学生の多様なニーズ

については、各種アンケート、インターンシップ報告会などで把握し、カリキュラムや授業運営に反

映させている。また、教員には日本工学教育協会への入会を求めるなど、全国高専フォーラム等の学

会への参加を推奨するなど、工学教育や社会の動向を教育活動に反映させることを求めている。 

 更に産業界から教育界へのニーズに応じた新しい工学教育の在り方を提唱するCDIOイニシアチブに

加盟し、教育改善のツールとして活用している。また、機械・電気製造企業と共同で行う実践的教育

プログラム、グローバル化の流れに対応した単位互換による留学制度やネイティブ・スピーカー教員

の配置などが取り入れられている。 

 学習支援計画書（シラバス）には、教育方法や内容の他に、授業ごとの授業項目と到達目標または

行動目標を明示の上で自己点検欄を設けている。成績評価、単位認定、進級、卒業については本学の

規定に定めたとおり厳正に運用されている。成績評価についてはKTC教育評価委員会がチェックする

ことで公平さを保っており、学生にはオリエンテーションなどで説明を行っている。 

  

 


