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○ センター等の設置状況及び改組 
 
1． 計画／現状と課題 

教育研究・学生支援・地域貢献組織として、２センター、３室（下表参照）を設置し支援

を行ってきたところである。しかしながら、学生相談の多様化、早期のキャリア教育の必要

性から現行の学生相談室及びキャリア支援室を改組し学生支援の充実を図ることとする。       

また、グローバル教育の推進から、留学生の派遣及び留学生の受入対応等を行う組織を新

設する。 

 

2．取組み 
改組概要は下表のとおりである。 

 

現行組織 
 

改組後  

情報処理センター   情報処理センター 

地域連携推進センター   地域連携推進センター 

技術室 
 

技術室 

学生相談室 
 

教育福祉推進室 

キャリア支援室 
 

キャリア教育センター 

（新設） 
 

グローバル交流推進センター 

 

３．自己評価 
 現行の教育研究支援組織（情報処理センター、技術室）、研究支援及び地域貢献組織である地域

連携推進センターに加え、グローバル人材育成に資する組織を設置することにより、教育研究支

援・地域貢献・国際交流に対応する組織を構築した。 

 また、学生相談室及びキャリア支援室を改組することにより、学生の多様な相談への対応、早

期キャリア教育対応への組織整備を図った。 

 

（参考）高専機構 第３期中期目標  

 ○ 学生支援・生活支援等に関する目標 

  中学校卒業直後の学生を受入れ、かつ、相当数の学生が寄宿舎生活を送っている特性を踏

まえ、修学上の支援に加え進路選択や心身の健康等の生活上の支援を充実させる。また、寄

宿舎などの学生支援施設の整備を計画的に進めるとともに、各種奨学金制度など学生支援に

係る情報の提供体制を充実させる。さらに、学生の就職活動を支援する体制を充実し、学生

一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。 

○ 国際交流に関する目標 

急速な社会経済のグローバル化に伴い、産業界のニーズに応える語学力や異文化理解力、

リーダーシップ、マネジメント力等を備えグローバルに活躍できる技術者を育成する。 

安全面に十分な配慮をしつつ、教員や学生の国際交流への積極的な取組を推進する。 

また、留学生の受入れについては、「留学生３０万人計画」の方針の下、留学生受入拠

点を整備するなど、受入れの推進及び受入数の増大を図るとともに、留学生が我が国の歴

史・文化・社会に触れる機会を組織的に提供する。 
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 （参考）高専機構 第３期中期計画 

 ○ 学生支援・生活支援等に関する計画 

・中学校卒業直後の学生を受入れ、かつ、相当数の学生が寄宿舎生活を送っている特性を踏

まえ、高等専門学校のメンタルヘルスを含めた学生支援・生活支援の質の向上及び支援業務

等における中核的人材の育成等を推進する。 

・学生の適性や希望に応じた進路選択のため、企業情報、就職・進学情報などの提供体制や

相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。なお、景気動向等の影響を勘案しつつ、

国立高等専門学校全体の就職率については前年度と同様の高い水準を維持する。 

 ○ 国際交流等に関する事項 

安全面への十分な配慮を払いつつ、学生や教員の海外交流を促進するため海外の教育機関との

国際交流やインターンシップを推進するとともに、経済状況を踏まえつつ、法人本部主催の海外

インターンシップの派遣学生数について、前中期計画期間比 200％を目指す。 

 また、技術科学大学と連携・協働した高専教育のグローバル化に取り組む。 

 

 

 

「留学生３０万人計画」骨子（抜粋） 

平成２０年７月２９日  

文部科学省  

外務省  

法務省  

厚生労働省  

経済産業省  

国土交通省 

趣 旨  

① 日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、モノ、カネ、情報 

の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として、２０２０年を目途に留 

学生受入れ ３０万人を目指す。その際、高度人材受入れとも連携させながら、国・ 

地域・分野などに留意しつつ、優秀な留学生を戦略的に獲得していく。また、引き続

き、アジアをはじめとした諸外国に対する知的国際貢献等を果たすことにも努めてい

く。  

② このため、我が国への留学についての関心を呼び起こす動機づけから、入試・入学・

入国の入り口から大学等や社会での受入れ、就職など卒業・修了後の進路に至るまで、

体系的に以下の方策を実施し、関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画 

を推進する。 
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○ 一般科目と専門科目の教員間ネットワーク（試行）の実施 
 

1．計画／現状と課題 

  平成２５年度に行われた JABEE審査において、総合科学科と各学科との連携（カリキュ

ラムに設定された科目間の連携・教育内容等）について、組織だった取組みが無いとの指摘

があった。これに対応した取組みとして、教員間連携ネットワークの構築を課題とした。 

この教員間連携ネットワークは、カリキュラム科目担当教員間の連携を密として教育効果

の向上・改善を図るものである。 

 

２．取組み 
 下記内容を平成２６年７月３日の評価対応委員会で審議・決定し、取組みを開始している。 

 ●教員間ネットワークの組織 
  ・総合科学科より２名（立ち上げは英語・数学から。立ち上げ後、国語・社会・理科を

加える） 
および各学科より１名、合計６名（基本）で構成。 

  ・定期的に集まり、カリキュラム内容等について検討 

  ・ネットワーク構成員は、検討および情報交換した内容を所属学科へ報告。 
 ●教員間ネットワークの開催時期 
  ・前後期 中間試験前後および年度末を目安 
 ●組織の取りまとめ 
  ・組織の所管は 評価対応委員会とする。 
  ・組織のメンバーは原則として各学科・総合科学科で決定。取りまとめは各持ち回りで

行う。 
 
  組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．自己評価 

 従来、インフォーマルに・非定期に行われてきた取組みを、組織的に・定期的に行う、と

いう主旨である。沖縄高専に馴染んだ取り組みとする必要がある。このため、平成２６年度

は試行期間とし、ゆるやかな立ち上がりを企図している。まず、英語・数学について取組み

を着手した。具体的な教育改善はこれからである。 

科目内容について 
各要望・要請・チェック 

各学科・総合科学科 
 構成教員からの報告 
  教育改善を行う。 

教員間ネットワーク 
  ※開催時期：年度末、前後期中間試験期間等 
   所管：評価対応委員会 

総合科学科（基本 2 名） 
（英語・数学各担当） 

専門学科（基本 4 名） 
（担当教員＋関係教員） 
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○ 入学試験実施状況 

 

1．計画／現状と課題 

 入試倍率は、開校当初は学力選抜が 5.3 倍、推薦選抜は 2.47 倍ときわめて高い倍率

であったが、ここ３年間はいずれも２倍を下回っている。 

 専門実習選抜は、導入初年度（平成 20年度）が 3.83 倍であったが、２４年度に 5.67

倍まで増えた後、ここ２年間は減少傾向にある。 

 

2．取組み 

 受検者増への取組みは、次項目にて紹介する 

 

 

 

入試倍率 
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○ 入学者選抜方法の改善及び受検者増への取組み 

 

1．計画／現状と課題 

 前項のとおり、漸減している入試倍率を上昇傾向に切り替える取組みが必要である。 

 

2．取組み 

 学力選抜は例年並みであるが、推薦選抜は平成２５年度に減少、平成２６年度に増加

と、前年度の倍率を参考にしていると考えられるため、受検生への影響の多い学習塾へ

の広報に力を入れた（平成 25年度）。学習塾からの説明会への参加者が少ないため、在

校生による母校訪問（塾含む）実施した。 

 人口密集地区での学校説明会、本校での進路学習会を追加した。学校説明会の実績は

添付の表のとおり。 

 学校長による学校訪問を積極的に行うことで、本校のアピールを行った。 

 平成２６年度より定員に対する推薦選抜の割合を増加させた。学校説明会でもアナウ

ンスしている。 

知名度を上げるために、広報活動を強化した。具体的には、バスのラッピング広告、

モノレールの車内広告・ポスター広告を実施した。（添付のとおり） 

 宮古・八重山地区にて学校説明会と同時に出前授業を実施した。（添付のとおり） 
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受検生増への取組み例１ 

○バスのラッピング広告（2014/3～）１年間実施 

２路線（琉球バス浦添線系統、那覇バス小禄石嶺線） 

  

○モノレール車内広告（2014/5/1～）１年間実施 

○モノレール駅、改札前でのポスター広告（おもろまち駅、儀保駅）2014/6/1～ 
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受検生増への取組み例２ 

○宮古・八重山地区における高専出前授業＆学校説明会の開催 

   宮古地区  ８月２４日（日）宮古島市中央公民館 

  八重山地区 ８月３１日（日）石垣市健康福祉センター 

目的：宮古島地域の子どもや大人に対して科学や技術への興味関心を喚起する 

      宮古島地域の小中学生に科学や技術に興味を持ってもらう。（小学生とその保護 

      者をターゲットとして、沖縄高専の認知度を上げる） 

   複数のブースで科学や技術に関する実験や展示を行います 

時間：１０時～１６時（6 時間） 

   主 催：沖縄工業高等専門学校 地域連携推進センター 
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表：学校説明会参加状況（過去２年分） 

 

 

中学生 保護者/他 教員 塾関係者 その他

6/14(土）
沖縄県立博物館・美術館（博物館講座
室）：午前10時～正午

13 21 22 43 前年度（ 23名）

6/28（土）
オープンキャンパス
（沖縄高専）午前２時３０分～ 55 1 133 82 11 226 前年度（236名）

7/12（土） 北谷町メディアセンター：午前10時～正午 5 4 7 3 14 前年度（11名）

7/19（土）
沖縄県立博物館・美術館（博物館講座
室）：午前10時～正午 20 2 22 29 3 4 58 前年度（51名）

8/24(土)
宮古島市中央公民館（宮古会場）：午前・午後の２

回開催、わくわく実験教室との同時開催 18 21 8 47
前年度（10名）

午前：28名（中11,保護13,小4)

午後：19名（中7,保護8,小4)

８/３１(土)
石垣市健康福祉センター：午前・午後の２回開

催、わくわく実験教室との同時開催 6 5 7 2 1 15
前年度（20名）
午前9名、午後6名

８/１９(火）
中学校等教員対象説明会（沖縄高専）
台風の影響で１回のみの開催

21 29 29 前年度２回開催（14,23）

10/４(土) 進学相談会(沖縄高専） 38 61 70 131 前年度（３３名）

11/８（土） 高専祭の入試説明会(沖縄高専） 0

11/９（日） 高専祭の入試説明会(沖縄高専） 0

158 3 264 238 31 3 27 563

参加者計 備考

計

平成２６年度学校説明会等参加状況（１０月までの実績）

開催日 会場 中学校数 学習塾数
参加者

中学生 保護者 教員 塾関係者 その他

6/1(土）
沖縄県立博物館・美術館（博物館講座
室）：午前10時～正午

9 10 11 2 23

6/29（土）
オープンキャンパス
（沖縄高専）午前9時～午後２時 114 111 2 9 236

7／20（土）
沖縄県立博物館・美術館（博物館講座
室）：午前10時～正午 12 17 27 4 3 51

7／21（日）
沖縄市産業交流センター（泡瀬漁港隣
り）：午後2時～４時 3 4 7 11

9/7(土)
宮古合同庁舎（旧宮古支庁：宮古会場）：
午後2時～４時 4 4 5 1 10

9/7(土)
大濱信泉記念館（八重山会場）：午前10時
～正午 6 9 9 2 20

8/6(火) 中学校等教員対象説明会（沖縄高専） 12 14 14

8/12(月） 中学校等教員対象説明会（沖縄高専） 11 18 5 23

10/8(火)
沖縄県立博物館・美術館（博物館講座
室）：塾関係者対象:午前10時～正午 0 0

10/12(土) 進学相談会(沖縄高専） 24 33 33

11/9（土） 高専祭の入試説明会(沖縄高専） 13 13 23 36

11/10（日） 高専祭の入試説明会(沖縄高専） 17 17 28 45

102 0 211 159 40 5 64 479

参加者計 備考

計

平成25年度学校説明会等参加状況

開催日 会場 中学校数 学習塾数
参加者
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○ＪＡＢＥＥ中間審査 
 
1．計画／現状と課題 

平成２３年度に、沖縄高専は４つの技術者教育プログラム（機械システム工学プログラ

ム、情報通信システム工学プログラム、メディア情報工学プログラム、生物資源工学プロ

グラム）で JABEE新規審査を受審し、平成２４年４月２７日に認定された。有効期間は平成

２２年度～２４年度修了生とされた。このため平成２５年度に認定継続のため、中間審査を

受審した。 

中間審査における審査項目は、新規審査にて指摘された項目である。平成２５年４月に認

定審査申請書を JABEE事務局に送付し受理された。平成２５年７月、上記４プログラムが自

己点検書を JABEEに提出した。実地審査は平成２５年１０月２０日～２１日に実施された。 

 

２．取組み 
中間審査における審査項目は、４プログラムを要約すると、新規審査にて指摘された次の

４項目である。①独自の教育目標、②教員間ネットワーク、③教育目標と評価、④PDCA サ

イクル。 

下記対応方針を決め、取組みを行った。 

①独自の教育目標 

 教育目標自体は変えない。専門分野の目標等で独自性を出す。 

②教員間ネットワーク 

総合科学科と各専門科目間で行ってきたカリキュラムの見直し等について提示する。 

③教育目標と評価 

 教育目標と JABEE 教育目標の関連付け、科目の総合的な評価方法等を組み込んだ 

平成２５年度シラバスを改善案として提示する。 

④PDCA サイクル 

 見える化を重視して平成２５年度より取り組んだ、PDCAサイクルチェックシートを 

 改善案として提示する。 

 以上取組み等を基に、自己点検書を作成し、中間審査を受審した。審査員との文書によ

る質疑応答の後、平成２５年１０月２０日～２１日、４プログラム同時に実地審査を受審

した。資料１に実地審査の日程を示す。 

 

３．自己評価 
平成２６年３月３日、本校の設置した 4 つの技術者教育フログラムに対して JABEE

認定通知（資料２）を授与され、本校は継続して JABEE 認定校となった。認定期間は

平成２５年 4 月 1 日から３年間である。認定継続のためには平成２８年度に継続審査を

実施することとされた。 

中間審査の審査結果で、一定の評価は得たが懸念点も多く示された。何れも上記①～

④の取組みを更に推進しなさい、との指摘である。これらに対し改善取り組みを継続し

つつある。特に、教員間ネットワークについては、組織的な取り組みを求める指摘がな

された、評価対応委員会で別項（3 頁参照）に掲げるごとく、取組みを推進しつつある。 
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資料１ 実地審査日程  

 

 
  

◎は審査長代表

日程：平成25年10月20（日）～21（月） (ﾒﾝﾀｰ）鈴木英之（東京大学大学院教授）

機械ｼｽﾃﾑ工学 情報通信ｼｽﾃﾑ工学 ﾒﾃﾞｨｱ情報工学 生物資源工学

〔審査長〕

〔面談室等〕
大会議室

（控室：学生相談室）
ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ会議室

（控室：ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑ）
ゼミ室3-1

（控室：準備室４）
女子休憩室

（控室：男子休憩室）

14:00 高専到着 高専到着 高専到着 高専到着 高専到着

審査長とJABEE関係者顔合せ
審査ﾁｰﾑ合同打合せ

校長及びJABEE対応委員会
委員参加

15:00 個別審査 15:30
　プログラム責任者面談

15：30
　専攻科１年生，３名　面談
　（各10分程度／人？）

16：00
　専攻科２年生，３名面談
　　（各10分程度／人？）

15:00-15:30 チーム内打ち合わせ＆
実地審査資料の確認

15:30-16:00 プログラム責任者との
面談

16:00-16:30 専攻科1年生5名との
面談（5分/人）

16:30-17:00 専攻科2年生5名との
面談（5分/人）

17:00-17:10 「特別研究」担当　先
生との面談

17:10-17:20 「特別研究」担当　先
生との面談

17:25-17:35 「専攻科実験」担当
先生との面談

17:35-17:45 「専攻科実験」担当
先生との面談

17:45-18:00 実地審査資料の確認

15:00-15：10
　プログラム責任者面談

15：10-15：25
　学生合同面談（本科4年）

15：30-15：55
　学生合同面談（本科5年）

16：00-16：05
　学生面談（専攻科1年）

16：05-16：15
　助教 面談

16：15-16：25
　助教 面談

16：30-16：40
　教授 面談

15:30-16:00
　プログラム責任者との面談

16:00-16:30
　専攻科1年生5名との面談（5分/人）

16:00-17:00
　専攻科2年生5名との面談（5分/人）

17:00-17:10
　専門教科担当先生との面談

17:10-17:20
　専門教科　担当先生との面談

17:25-17:35
 　「専攻科実験」担当先生との面談

17:35-17:45
　 「専攻科実験」担当先生との面談

17:45-18:00
　実地審査資料の確認

（各面談室）

18:00 ホテル移動
（ゆがふいん）

20:00 審査ﾁｰﾑ合同打合せ

8:30 高専到着 高専到着 高専到着 高専到着 高専到着

8:30 合同面談 校長、4主事、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任
者

8:45 合同面談 （自己点検・評価委員長）
（教務主事）

○個別審査・面談 ○個別審査・面談

9:00頃～
准教授と面談

○個別審査・面談

12:00 昼食

12:45 審査ﾁｰﾑ合同打合せ

14:00 審査結果伝達
校長、4主事、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

15:00
実地審査終了 審査長 本校出発 審査長 本校出発 審査長 本校出発 審査長 本校出発

プログラム名

共通事項日　時

実地審査日程

備　考

【10/20(日)】

【10/21(月)】

個別審査・面談 ○個別審査・面談

9：15
　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ関係者面談
　資料確認作業

9：30　　教員面談
　「特別研究関連」
　「実習系科目関連」

10：30
　教員面談（一般科目）
　　「語学系科目の不満を解消
　　　してきたﾌﾟﾛｾｽ」
　　「その他」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10:30～ 　　（３コース合同面談）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授と面談
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授と面談

9:15
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資料２ JABEE 認定通知 
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○ 航空技術者プログラムの設置 
 
１．計画／現状と課題 

沖縄県は今後、那覇空港内に航空機整備事業を誘致する予定となっており、沖縄県におい

て航空機の整備需要ならびに関連航空機産業における雇用創出の期待が高まっている。した

がって、沖縄工業高等専門学校として沖縄県の更なる経済発展ならびに地域振興に寄与する

目的から、航空産業に適う人材育成を行う。 
 
２．取組み 

２０１５年度に機械システム工学科、情報通信システム工学科およびメディア情報工学科

の本科４年次からの４年間（専攻科課程を含む）の「航空技術者プログラム」を設置する。 
資料１ ２０１４年１０月７日 琉球新報 朝刊 

設置準備から設置までの経緯は以下の通りである。 
(1) ２０１３年７月、沖縄県商工労働部国際物流推進課（国際物流拠点班）より、航空機整備

会社の設立予定がある旨及び産学連携による航空機技術者育成についての打診がある。 
(2) ２０１４年６月１９日に第１回航空技術者プログラムＷＧを実施し、設置に向けたこれま

での経緯について報告された。 
(3) この間、新設科目の開設単位、期間及び学年別配当単位数を検討し、専攻科開設科目につ

いては、より履修の選択肢を広げる目的から、「特別研究」「創造システム工学実験」「長

期インターンシップ」「グローバルインターンシップ」等のカリキュラム変更を実施した。 
資料２ 専攻科科目変更等対照表（案） 

(4) ２０１４年９月２５日に本科３年生、２０１４年９月２６日には本科１、２年生を対象に

「航空技術者プログラム」の説明を行い、広く学内に周知した。 
資料３ パンフレット 

(5) ２０１４年１１月８、９日において、「航空技術者プログラム概要説明会」を本校で実施

した。 
資料４ 沖縄高専HP上での情報発信 

(6) ２０１４年１１月１７日～２１日の期間で、第１期航空技術者プログラム履修生の募集を

行い、１７名の応募（機械システム工学科３名、情報通信システム工学科１０名、メディ

ア情報工学科４名）があった。 
(7) ２０１４年１２月１１日、第１期航空技術者プログラム履修者選抜試験を実施した。 
(8) ２０１４年１２月１８日、第１期航空技術者プログラム履修確定者１６名を発表した。 
 

現在、当該プログラムの継続的な運用ならびに関連科目群の教授のため、２０１４年１２

月２４日を締め切りとして、航空工学関連分野の教員公募を行っているところである。今後、

益々需要が見込まれる県内航空整備産業への人材輩出ならびに関連産業でグローバルに活躍

可能な人材育成を安定的かつ継続的に行っていく必要から、以下の項目を課題として引き続

き取り組んでいく必要があると考えている。 
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(1) 引き続き、学内外からのプログラム履修者の増加に努めるため、航空技術者プログラムの

説明会を実施する。 
(2) ２０１４年度は、県内中学校訪問、オープンキャンパス、サマースクール、高専祭などの

イヴェントの際に当該プログラムの説明会を実施した。次年度以降も、各種イヴェントを

通じて、積極的な広報活動を行う。 
(3) 必要不可欠となる英語の読解力、コミュニケーション力向上の目的から、２０１５年度よ

り大幅な英語関連科目のカリキュラム改訂を実施し、これら学内外からの要請に応える。 
資料５ 英語関連科目カリキュラム改訂（平成 27 年度入学生） 
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【資料１】「航空技術者 育成へ」2014 年 10 月 7 日 琉球新報 朝刊紙面 
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【資料２】第 6 回運営企画会議 配布資料２－３ 専攻科科目変更等対照表（案） 
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【資料３】航空技術者プログラム パンフレット 
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【資料４】本学ホームページ掲載、プログラム概要説明会のようす 
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【資料５】英語関連科目のカリキュラム改訂 教務委員会最終案 

 

 

現行カリキュラム 

平成 27 年度入学生対応新カリキュラム 
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○教育の実施状況等の審査 
 
1．計画／現状と課題 
 本校専攻科（創造システム工学専攻）は、本科第１期生が卒業する平成２１年４月に設置され

た。認定を受けた専攻科は、認定の結果の通知の属する年度の次年度４月１日から原則として５

年後に大学評価・学位授与機構において教育の実施状況等の審査が行われ、その後、原則として

７年毎に審査が行われる。 

 本校は、平成２６年度が専攻科設置後初めての「教育の実施状況等の審査」の受審年度である。 

 
（参考） 

（抜粋） 

   ○短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規則 

                          

第１条  省略 

 

  （専攻科の認定の要件等） 

第２条 機構は、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科で、次の各号に該当すると 

認められるものを、学位規則第６条第１項に規定する専攻科として認定する。 

一 教育課程は、大学教育に相当する水準を有するものであること。 

二 授業科目は、短期大学又は高等専門学校の学科等とは別個に設けられていること。 

三 授業科目は、原則として専任の教員が担当するものとし、主要な授業科目は教授又は 

准教授が担当するなど教員が適切に配置されていること。 

四 授業科目を担当する教員は、大学設置基準（昭和 31年文部省令第 28号）に定める教授、 

准教授、講師又は助教の資格に相当する資格を有する者であること。 

五 学生数等に応じて、専攻科の教育を行うのに必要な教員組織、施設設備等が十分整備さ 

れていること。 

２ 前項の認定は、専攻科に置かれる専攻ごとに行うものとする。 

 

第３条～第１０条  省略 
 

 
2．取組み 

平成２６年５月に審査に係る申請書類を大学評価・学位授与機構に提出し、学位審査会におい

て教育の実施状況等についての審査が行われているところであり、平成２７年３月３１日までに

適否の通知が行われる。 
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３．自己評価 
本校専攻科の学位取得及び進路状況については、下表のとおりである。学位取得者は、卒業者

１０７人中１０５人（98.13％ 2 名については学位授与申請書未申請）、進学及び就職希望者に

対する進学率及び就職率は１００％となっている。教育の目的に照らして、授業科目が適切に配

置され、教育課程が体系的に編成されており、教育の目的を達成するために適切なものとなって

いる。 

 

 

専攻科入学者及び進路状況

（単位：人）

男 19

女 9

計 28

男 30 19 19 8 11

女 7 8 8 4 4

計 37 27 0 27 0 12 0 15 0 0 0

男 17 25 24 11 14 0

女 8 7 7 4 3 0

計 25 32 0 31 0 15 0 17 0 0 0

男 22 18 (2) 17 (1) 6 12 (2)

女 2 7 7 3 4

計 24 25 (2) 24 (1) 9 0 16 (2) 0 0

男 26 21 21 10 11 0

女 8 2 2 0 2 0

計 34 23 0 23 0 10 0 13 0 0 0

男 25

女 7

計 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ※（　）は2年の修学期間を超えた者で内数

H23年度
(2011)

H24年度
(2012)

入学者数区分

H25年度
(2013)

H26年度
(2014)

H21年度
(2009)

H22年度
(2010)

卒業者数
進路内訳

学位取得者
進学 就職 その他
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○ 専攻科特例適用認定審査 

 

１．計画／現状と課題 

 現在、学士の認定については、本科卒業後、大学評価・学位授与機構が認定した専

攻科において所定の単位を修得した者で、大学評価・学位授与機構の審査を経て合格

と判定された者に学士の学位が授与されている。 

 学生の能力をより的確に把握するとともに、専攻科における学生の主体的な学修活

動を一層充実させる観点から、当該専攻科における学習の成果に基づいて円滑な学位

の審査と授与が行われるよう「認定専攻科修了見込み者に対する新たな審査方式」が

導入されることなった。 

 

【現行の審査方式】 

 

  学修成果 

  ・レポート          小論文試験       学位審査会             学士の 

                    →     又は      →   専門委員会・部会   →  学位授与 

   単位の修得          面接試験 

 

 

【新たな審査方式】 

 

     学修総まとめ科目 

     履修計画書の提出 

                                    学位審査会 

  学修・探求と成果の作成         専門委員会・部会 

・論文                                                       
                               →  ・修得単位の審査       →   学士の学位授与 

    学修総まとめ科目               ・学修総まとめ科目 

    履修計画書の提出                     に係る審査 

 

単位の修得 

 

 

 新たな審査方式は、特例適用認定専攻科の認定を受ける必要があり、認定の際 
に「授業科目の内容」「学修総まとめ科目の授業計画」「成績評価基準と方法」 
「学修総まとめ科目（論文）を指導する教員（指導教員）」の審査が行われるも 
のである。 
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２．取組み 

 大学評価・学位授与機構の「学位の新たな審査方式の導入」を受け、平成２６年５

月に、「専攻科特例適用認定申出書」を提出した。 
 （提出書類） 
 ・科目表  
 ・学修総まとめ科目の授業計画（シラバス） 
 ・学修総まとめ科目の成績評価基準等を記載した書類 
 ・学修総まとめ科目を担当する教員の個人調書 
 
 
３．自己評価 
 特例適用認定専攻審査の結果、本校「創造システム工学専攻」は「適」との認定を

受けた。（ただし、認定については、「教育の実施状況の審査」の結果が示されるま

で保留 「教育の実施状況の審査」については 21 頁参照） 

 指導教員の判定結果は、下表のとおりとなっており、各コースとも総まとめ科目（論

文）を指導する教員の人員は充足しており、学生の多様なニーズにも対応できるもの

と思慮される。 
 

 【指導教員判定結果】 

区分 適   

機械システム工学コース（機械工学）      ７             
電子通信システム工学コース（電気電子工学）      ９              
情報工学コース（情報工学）      ６              
生物資源工学コース（生物工学）    １０            
          計     ３２            

  
 学修総まとめ科目を担当できる教員は、学位規則第６条第１項の規程に基づく学士

の学位の授与に係る特例に関する規則第６条第３号において「専攻科で開設する授業

科目のうち学修総まとめ科目については、原則として専任の教員が指導を担当するも

のとし、当該指導教員が大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）に定める教授又

は准教授の資格に相当する資格を有し、かつ、自らが研究に携わり、学修総まとめ科

目の主旨に基づく教育指導を行う能力を有していること。」とされている。 

 今後、学生への学習機会の更なる拡大・充実を図るため、指導教員の充実が必要で

あるとともに、学士課程としての授業内容・教育課程の不断の見直しを図る必要があ

る。 

24



○ 学則の見直し 
 
1．計画／現状と課題 

高専機構第３期中期目標において、「急速な社会経済のグローバル化に伴い、産業界のニーズ

に応える語学力や異文化理解力、リーダーシップ、マネジメント力等を備えグローバルに活躍で

きる技術者を育成する。」ことが標榜されている。また、中期目標においては、「学生や教員の

海外交流を促進するため海外の教育機関との国際交流やインターンシップの推進」が掲げられて

いる。 

 しかし、本校の現カリキュラムでは必修の通年科目等により、夏休みや春休み等の長期休業以

外は長期インターンシップが行える環境にない。また、企業によっては、夏休みや春休みの時期

を含めた３ヶ月程度の長期インターンシップを行う企業も増えている。現状のカリキュラムにお

いては上述のインターンシップや海外での長期インターンシップに学生が参加できない現状があ

る。 

 
2．取組み 

平成２７年４月実施に向けて、沖縄工業高等専門学校の教育理念、目的、育成しようとする技

術者像・教育目標を達成するために、現行のカリキュラムを維持しつつグローバルリーダーとな

る資質を備えた人材を育成するため、長期インターンシップ（３カ月以上）や短期留学に対応で

きるカリキュラム改善を行った。また、学問や技術の習得に専念するカリキュラムや学修総まと

め科目として位置づけている特別研究の科目名称の変更、科目の統廃合、協定校や連携企業など

との活発な交流や研究推進を図るための授業科目の新設を行い、大学評価・学位授与機構に「学

則変更届出書」を提出した。 

 ※変更内容詳細は、別紙「専攻科科目変更等対照表」のとおり 

 
３．自己評価 

通年科目を半期へ変更することにより、学生の選択肢が増え、長期インターンシップ及び海外

インターンシップの実施が可能となり、学生の国際性の醸成が図れるものと思慮される。また、

長期インターンシップ科目の単位選択に幅を持たせ、多様な国内外のインターンシップの状況に

合わせ１ヶ月４単位～３ヶ月１２単位までインターンシップ先の実情に合わせた修得単位の積み

重ねが可能な仕組みとした。 
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 （参考） 高専機構 第３期中期目標 

 ○ 国際交流に関する目標 

 急速な社会経済のグローバル化に伴い、産業界のニーズに応える語学力や異文化理解力、リー

ダーシップ、マネジメント力等を備えグローバルに活躍できる技術者を育成する。 

 安全面に十分な配慮をしつつ、教員や学生の国際交流への積極的な取組を推進する。また、留

学生の受入れについては、「留学生３０万人計画」の方針の下、留学生受入拠点を整備するなど、

受入れの推進及び受入数の増大を図るとともに、留学生が我が国の歴史・文化・社会に触れる機

会を組織的に提供する。 

 

 （参考） 高専機構 第３期中期計画 

 ○ 国際交流等に関する計画 

 安全面への十分な配慮を払いつつ、学生や教員の海外交流を促進するため海外の教育機関との

国際交流やインターンシップを推進するとともに、経済状況を踏まえつつ、法人本部主催の海外

インターンシップの派遣学生数について、前中期計画期間比 200％を目指す。 

 また、技術科学大学と連携・協働した高専教育のグローバル化に取り組む。
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○ 進路状況（本科・専攻科） 
 

1．計画／現状と課題 

・全学年を対象にキャリア教育を推進する。 

・各学年主任を含めたキャリア教育組織を設置し、進路指導に関する情報共有を図る。 

・産業創造セミナーなどの正規授業の他、課外でも地域企業人および各企業で活躍している

卒業生を講師として招いた講演会を全学年対象に開催し、起業家精神の醸成やキャリア教育

として活かす。 

 

2．取組み 

・キャリア教育センタ−の設置 

これまでのキャリア支援室を発展させ、キャリア教育センタ−を設置した。実務レベルの職員

を配置し、キャリア教育センタ−運営委員会が策定したキャリア教育基本プランを学年進行に

沿って実践している。また専任のキャリアアドバイザーを常駐させ、学生の進路支援を手厚

くしている。 

・キャリア教育センタ−運営委員会の設置 

これまでのキャリア支援室運営委員会を発展させキャリア教育センタ−運営委員会を設置し

た。各学年主任が加わることで、全学年を対象とした体系的なキャリア教育を推進できるよ

うになった。 

 キャリア教育年間スケジュールは表 7-2-④A のとおりである。また、直近３年間の卒業生就職・

進学状況は別添（資料１～資料６）のとおりである。 
 

表 7-2-④A キャリア教育年間スケジュール 
月 取り組み内容 

4月-9 月 学内合同企業説明会およびインターンシップ企業説明会（4,5 年、専攻科） 

キャリア教育センタ−長講話（1年） 

キャリア教育センタ−長講話（2年） 

ビジネスマナー講習会・メイクアップセミナー（4年） 

インターンシップ（4年） 

企業技術者等との懇談会（全学年、随時） 

10 月-3 月 ビジネスマナー講習会（3年） 

企業勉強会（3,4 年、専攻科） 

キャリア教育講演会「求められる社会人とは」（2年） 

研修旅行（3 年） 

クラス別キャリア教育セミナー（2年） 

キャリア教育講演会「働くということ」（1 年） 

離職防止セミナー（5年） 
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資料１

【本科】

機械システム工学科 情報通信システム工学科 メディア情報工学科 生物資源工学科

就職希望者数 17 23 22 20 82

就職者数 17 23 21 18 79

就職率
（就職者数/就職希望者

数）
100.0% 100.0% 95.5% 90.0% 96.3%

沖縄電力 沖縄電力 クオリサイトテクノロジーズ 開邦工業

オリオンビール 開邦工業 沖縄日立ネットワークシステムズ バイオジェット

リウコム OSE 翔南製糖

創和ビジネス･マシンズ 沖縄環境保全研究所(3)

計　2　名 計　3　名 計　4　名 計　6　名 県内計　15　名
就職者に占める割合　12　％ 就職者に占める割合　13　％ 就職者に占める割合　19　％ 就職者に占める割合　33　％ 就職者に占める割合　19　％

中央エンジニアリング 中部電力 アプリックス 旭化成（2）

出光興産（2） 富士通関西システムズ 国立印刷局 三洋化成工業（4）

旭化成 ムラテックＣＣＳ 日立アドバンストデジタル 雪印メグミルク

サントリープロダクツ 出光興産 トヨタコミュニケーション サントリープロダクツ（2）

ANAフライトラインテクニクス ＮＴＴネオメイト九州（2） システム（2） 花王

中部電力 ＮＴＴファシリティーズ 京セラコミュニケーション 伊藤園

富士重工業 京セラ システム 第一三共プロファーマ

大阪ガス リコーテクノシステムズ サプライ

日陽エンジニアリング 富士電機 富士通ミッションクリティカル

TOTOバスクリエイト ダイキン工業 システムズ

日本発条 矢崎総業 日立SC

新潟原動機 富士通 大阪ガス

KYB 三菱重工業長崎研究所 神戸テクノス

テラダイ 東芝社会インフラシステム社 ウェブテクノロジー

アイシン精機 日本アルゴリズム

NOK ニフティ

京西テクノス アヴァシス

KYB サンテック

南西糖業 シー・アール・シー

計　15　名 計　20　名 計　17　名 計　12　名 県外計　64　名
就職者に占める割合　88　％ 就職者に占める割合　87　％ 就職者に占める割合　81　％ 就職者に占める割合　67　％ 就職者に占める割合　81　％

進学希望者数 14 13 15 20 62

進学者数 14 13 14 20 61

うち専攻科進学 3 8 1 11 23

うち3年次編入等進学 11 5 12 7 35

その他進学 0 0 1 2 3

進学決定率
（進学者数/進学希望者

数）
100.0% 100.0% 93.3% 100.0% 98.4%

九州大学 千葉大学 九州工業大学（4） 長岡技術科学大学（2）

九州工業大学（3） 豊橋技術科学大学（3） 長岡技術科学大学（2） 岐阜大学

豊橋技術科学大学 東京工業大学 豊橋技術科学大学 筑波大学

群馬大学 琉球大学（4） 岡山大学

神戸大学 武蔵野美術大学 富山大学

琉球大学（3） バンタンゲームアカデミー 東京工業大学

立命館大学 北部看護学校

ハワイ大学

※同一企業に複数名の学生が就職した場合，または同一の進学先に複数名の学生が進学した場合、その人数を(　)内に示しています。

進
学
状
況

就
職
状
況

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業

進学先※

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業

学科
区分 合計

平成24年3月卒業者の進路状況
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資料２

【専攻科】

機械システム工学コース 電子通信システム工学コース 情報工学コース 生物資源工学コース

就職希望者数 2 6 3 6 17

就職者数 2 6 3 6 17

就職率
（就職者数/就職希望者

数）
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

クオリサイトテクノロジーズ 沖縄製粉

沖縄菱電ビルシステム オリオンビール

翔南製糖 金秀バイオ

沖縄県庁 沖縄環境保全研究所(3)

ＥＭ研究機構

沖縄明治乳業

計　0　名 計　4　名 計　0　名 計　5　名 県内計　9　名
就職者に占める割合　0　％ 就職者に占める割合　67　％ 就職者に占める割合　0　％ 就職者に占める割合　83　％ 就職者に占める割合　53　％

ベアック◎ 三菱電機ビルテクノサービス テクノ・トッパン・フォームズ 旭化成

大和製罐 富士通 テクノス・ジャパン

アルウィン

計　2　名 計　2　名 計　3　名 計　1　名 県外計　8　名
就職者に占める割合　100　％ 就職者に占める割合　33　％ 就職者に占める割合　100　％ 就職者に占める割合　17　％ 就職者に占める割合　47　％

進学希望者数 7 4 0 4 15

進学者数 7 4 0 4 15

うち大学院等進学 7 4 0 3 14

その他進学 0 0 1 2 3

進学決定率
（進学者数/進学希望者

数）
100.0% 100.0% － 100.0% 100.0%

九州大学大学院 九州大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学（2）

東京大学大学院 豊橋技術科学大学大学院 京都大学大学院

大阪大学大学院 東京工業大学大学院 東京農工大学（研究生）

熊本大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学

東北大学大学院

長岡技術科学大学大学院

琉球大学大学院

※同一企業に複数名の学生が就職した場合，または同一の進学先に複数名の学生が進学した場合、その人数を(　)内に示しています。

合計

就
職
状
況

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業
◎は沖縄県内に支社また
は事業所がある企業

平成24年3月修了者の進路状況

進
学
状
況

進学先※

区分
コース
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資料３

【本科】

機械システム工学科 情報通信システム工学科 メディア情報工学科 生物資源工学科

就職希望者数 17 18 25 15 75

就職者数 15 18 24 15 72

就職率
（就職者数/就職希望者数）

88.2% 100.0% 96.0% 100.0% 96.0%

沖縄電力株式会社 沖縄グローバルシステムズ株式会社 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 沖縄明治乳業株式会社

株式会社アベック沖縄 沖縄東芝メディカル株式会社 株式会社リウコム オキコ株式会社

沖縄製粉株式会社 株式会社メディアトランスポート 株式会社シーエー・アドバンス 株式会社沖縄ホーメル

日邦メタルテック株式会社 株式会社エスアールデザイン

計　4　名 計　3　名 計　4　名 計　3　名 県内計　14　名
就職者に占める割合　27　％ 就職者に占める割合　17　％ 就職者に占める割合　17　％ 就職者に占める割合　20　％ 就職者に占める割合　19　％

東京計装株式会社 ダイキン工業株式会社（2） ニフティ株式会社 第一三共プロファーマ株式会社

ダイキン工業株式会社 東海旅客鉄道株式会社（JR東海） 株式会社協和エクシオ ダイキン工業株式会社（2）

花王株式会社（2） 富士通株式会社 富士ゼロックス福岡株式会社 三洋化成工業株式会社（3）

矢崎総合株式会社 株式会社協和エクシオ 株式会社富士通九州システム雪印メグミルク株式会社

三洋化成工業株式会社（2） ムラテックCCS株式会社 株式会社トヨタコミュニケーショ東洋製罐株式会社

アイシン精機株式会社 シャープ株式会社 出光興産株式会社（2） DIC株式会社

真日本製鐵株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ　ネオメイト 日立INSソフト株式会社 日本乳化剤株式会社

株式会社中央エンジニアリング 出光興産株式会社 株式会社ルクレ 大同工業株式会社

カンメタエンジニアリング株式会社 リコーテクノシステムズ株式会社 株式会社富士通アドバンストソリューションズ

京西テクノス株式会社 アイエックス・ナレッジ株式会社（2）

株式会社シーエス・アドバンス 株式会社ビットサーフ

株式会社東芝　社会インフラシステム社 日立情報通信エンジニアリング株式会社

大同薬品工業株式会社 株式会社光通信

株式会社エー・シー・エス

株式会社アプリカ

大同工業薬品株式会社

株式会社シーテック

計　11　名 計　15　名 計　20　名 計　12　名 県外計　58　名
就職者に占める割合　73　％ 就職者に占める割合　83　％ 就職者に占める割合　83　％ 就職者に占める割合　80　％ 就職者に占める割合　81　％

進学希望者数 14 13 15 21 63

進学者数 13 13 15 20 61

うち専攻科進学 8 9 7 10 34

うち3年次編入等進学 5 3 6 9 23

その他進学 0 1 2 1 4

進学決定率
（進学者数/進学希望者数）

92.9% 100.0% 100.0% 95.2% 96.8%

長岡技術科学大学（2） 九州工業大学 電気通信大学 九州工業大学

九州工業大学 琉球大学 豊橋技術科学大学 琉球大学（2）

豊橋技術科学大学 武蔵野美術大学 長岡技術科学大学 岡山大学

琉球大学 専門学校那覇日経ビジネス 琉球大学（2） 岐阜大学（2）

武蔵野美術大学 東京農工大学

ユニバーシティー・オフ・ザ・ピープル 長岡技術科学大学

京都府立大学

専門学校日経ビジネス

※同一企業に複数名の学生が就職した場合，または同一の進学先に複数名の学生が進学した場合、その人数を(　)内に示しています。

平成25年3月卒業者の進路状況

学科
区分 合計

進
学
状
況

就
職
状
況

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業

進学先※

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業
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資料４

【専攻科】

機械システム工学コース 電子通信システム工学コース 情報工学コース 生物資源工学コース

就職希望者数 5 4 3 4 16

就職者数 5 4 2 4 15

就職率
（就職者数/就職希望者

数）
100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 93.8%

拓南株式会社 沖縄セルラー株式会社 沖縄テクノス株式会社 沖縄ハム総合食品株式会社

拓南製鐵株式会社 沖縄健農業児湯同組合（JAおきなわ）

計　2　名 計　1　名 計　1　名 計　2　名 県内計　6　名
就職者に占める割合　40　％ 就職者に占める割合　25　％ 就職者に占める割合　50　％ 就職者に占める割合　50　％ 就職者に占める割合　40　％

アイシン精機株式会社 東京計装株式会社 リクルート株式会社 旭化成株式会社

株式会社ジェイテック 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 大同薬品工業株式会社

テーブルマーク株式会社 コベルコシステム株式会社

計　3　名 計　3　名 計　1　名 計　2　名 県外計　9　名
就職者に占める割合　60　％ 就職者に占める割合　75　％ 就職者に占める割合　50　％ 就職者に占める割合　50　％ 就職者に占める割合　60　％

進学希望者数 2 3 1 3 9

進学者数 2 3 1 3 9

うち大学院等進学 2 3 1 2 8

その他進学 0 0 0 1 1

進学決定率
（進学者数/進学希望者

数）
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

大阪大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学 首都大学東京大学院 京都大学大学院

神戸大学大学院 豊橋技術大学大学院 琉球大学大学院

琉球大学大学院 茨城大学

※同一企業に複数名の学生が就職した場合，または同一の進学先に複数名の学生が進学した場合、その人数を(　)内に示しています。

合計

就
職
状
況

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業
◎は沖縄県内に支社また
は事業所がある企業

平成25年3月修了者の進路状況

進
学
状
況

進学先※

区分
コース
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【本科】

卒業者数

進学希望者数

合格者数

うち専攻科合格者数

うち3年次編入等合格者数

うち専門学校等合格者数

進学決定率
（合格者数/進学希望者数）

就職希望者数

就職者数

就職率
（就職者数/就職希望者数）

計 7 名 計 4 名 計 10 名 計 2 名 計 23 名

37% 15% 35% 25% 28%

計 12 名 計 22 名 計 19 名 計 6 名 計 59 名

63% 85% 66% 75% 72%

※同一企業に複数名の学生が内定した場合、または同一の進学先に複数名の学生が合格した場合、その人数を(　)内に示しています。

※生物資源工学科卒業者のうち留学生１名は帰国

資料５

平成26年3月卒業者の進路状況

進
学
状
況

就
職
状
況

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業

進学先※

神戸大学

内定者に占める割合

16

16

8

7

100.0%

長岡技術科学大学（２）

豊橋技術科学大学

株式会社ハイベック

山九株式会社

千葉工業大学

盟友技研株式会社（２）

拓南製鐵株式会社

1

株式会社西原環境おきなわ

メディア情報工学科

株式会社カンセツ

ＪＸエンジニアリング株式会社

朝日インテック株式会社

内定者に占める割合

パナソニックエクセルテクノロジー株式会社

富士テクノサービス株式会社

株式会社荏原製作所

株式会社九南

株式会社赤井工作所（２）

株式会社デジタルデザインサービス

情報通信システム工学科

0

九州工業大学（２）

区分

沖縄電力株式会社

ヤンマー沖縄株式会社

沖縄ターミナル株式会社

内定者に占める割合

19

19

100.0%

株式会社ベアック沖縄

沖縄パナソニック特機株式会社

学科

機械システム工学科 生物資源工学科

100.0%

琉球セメント株式会社

株式会社サウスプロダクト

ＮＥＣソフト沖縄株式会社

8

8

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業

2926

11

11

大同薬品工業株式会社

株式会社パッショーネ

沖縄クロス・ヘッド株式会社（３）

株式会社ベアック沖縄

ダイキン工業株式会社（２）

富士電機株式会社

東京ガス株式会社

日本信号株式会社

バイオ・サイト・キャピタル株式会社

矢崎総業株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

内定者に占める割合

出光興産株式会社

中部電力株式会社

雪印メグミルク株式会社

株式会社トヨタコミュニケーションシステム（３）

株式会社ドリーム・アーツ

内定者に占める割合

株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング

トランスコスモス シー・アール・エム沖縄株式会社

内定者に占める割合

株式会社ＮＴＴホームテクノ（２）

株式会社日立ハイシステム２１

株式会社東芝　社会インフラシステム社
（２）

東京計装株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト

CTCシステムサービス株式会社

セコム株式会社

株式会社東芝(府中事業所)（２）

新日鐵住金株式会社

大阪ガス株式会社

26

7

4

宮崎大学

琉球大学（２）

名桜大学

0

100.0%

100.0%

沖縄電力株式会社

沖縄東芝メディカル株式会社

株式会社ＳｕｍｍｅｒＴｉｍｅＳｔｕｄｉｏ

沖縄パナソニック特機株式会社

株式会社沖縄ゴンゾ

出光興産株式会社

Ｊｅｔｒｕｎテクノロジ株式会社

株式会社エス・ティー・シー

大阪ガス株式会社

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウエア株式会社

エヌアイシー・ソフト株式会社

合計

82

82

100.0%

信州大学

長岡技術科学大学（４）

岡山大学

高知大学

琉球大学（４）

28

28

13

13

宮崎大学

筑波大学

東京環境工科専門学校

株式会社日立ハイシステム２１

内定者に占める割合

旭化成株式会社

日本特殊研砥株式会社

三洋化成工業株式会社

CTCシステムサービス株式会社

株式会社日立情報通信エンジニアリング

ＮＥＣネッツエスアイ・エンジニアリング株式会社

琉球大学（２）

内定者に占める割合

内定者に占める割合

内定者に占める割合

株式会社第一テクノ

株式会社協和エクシオ

100.0%

株式会社シーエヌエス

29

100.0%

株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング

10

10

4

6

武蔵野美術大学

65

65

32

2 3

30

100.0%

35 37 39 37 148

100.0%

東京農工大学

九州大学

宇都宮大学
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【専攻科】

修了者数

進学希望者数

合格者数

うち大学院等進学予定者

進学決定率
（合格者数/進学希望者数）

就職希望者数

就職者数

就職率
（内定者数/就職希望者数）

計 0 名 計 0 名 計 0 名 計 6 名 計 6 名

0% 0% 0% 67% 43%

計 2 名 計 2 名 計 1 名 計 3 名 計 8 名

100% 100% 100% 33% 57%

※同一企業に複数名の学生が内定した場合、または同一の進学先に複数名の学生が合格した場合、その人数を(　)内に示しています。

資料６

九州大学大学院

早稲田大学大学院

九州工業大学大学院

奈良先端科学技術大学院大学

平成26年3月修了者の進路状況

進
学
状
況

進学先※

九州工業大学大学院 豊橋技術科学大学大学院（２） 九州工業大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学

区分 合計
機械システム工学コース 電子通信システム工学コース 情報工学コース 生物資源工学コース

コース

6 1 1 9

14

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 6 1 1 9

1 6 1 1 9

1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

就
職
状
況

2 2 1 9 14

2 2 1 9

沖縄県農業協同組合（JAおきなわ）

就職先企業名※
（県内）

県内に本社のある企業

オキコ株式会社

沖縄県庁

沖縄ハム総合食品株式会社

沖縄森永乳業株式会社

オリオンビール株式会社

株式会社小松製作所 富士電機株式会社 大同薬品工業株式会社

内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合

アイシン精機株式会社 株式会社エヌエイチケイメディアテクノロジー 株式会社ドヴァ 沢井製薬株式会社

就職先企業名※
（県外）

県外に本社がある企業

内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合 内定者に占める割合

3 8 2 10 23
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○ 学生アンケートからの教育効果の考察 

 

1．計画／現状と課題 

 主要な教科について、学期の途中でアンケートを実施し、学期後半の授業及び次年度

へフィードバックできるようにしている。 

 

2．取組み 

 回答率が低かった時の反省で、授業時間内に実施するようにした。 

 アンケート結果について、全学生が閲覧できるようにした。 

 アンケート後には、教員による分析及びフィードバック計画が示されて全校に公開さ

れ、改善に向けた取組みを促す仕組みとしている。 

 回答率向上については、各学級・学科担任からのアナウンスにて回答を促すようにし

た。 

 平成２５年度から、学生の声を直接聞く場として授業改善懇談会を実施している。 
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授業実施報告書サンプル 
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○ 資格試験及び検定試験の受験状況 
 
1．計画／現状と課題 
（計画）資格や検定試験の意義を明確にし、各種資格検定試験への支援を継続して行う。 

（現状）本校は、学校全体として TOEIC 等検定も含め各種資格試験の受験に関する支援を継

続して行っている。各種資格試験を受験することで、具体的な目標に向けた学習習慣の定着

や幅広い専門知識の習得が可能になる。取得した資格や TOEIC の点数などは、就職や進学の

際の合否判定の材料となることも多く、進路に良い影響を及ぼすものとなっている。 

 

2．取組み 
 本校では、「学生生活の手引き（p43、p44）」で教育課程表として明らかにしているとお

り、各学科が指定した資格について、「特別学修一般」および「特別学修専門」として 1〜6

単位を認定する制度を定め、平成２３年度入学生より適用している。 

 本科 1〜5年生のうち、単位認定される各種資格の取得者数を表 7-1-①Aにまとめた。なお、

単位認定しないがすでに学生が取得している資格と取得者数を表 7-1-①B にまとめた。取得

者数の記載が無いものは取得者数 1名である。 

 TOEICに関しては、最も新しい一斉テストの学年別平均点が 3年生：３１４点、4年生：３

３１点、5年生：３６８点、専攻科 1年生：４５８点となっている（図 7-1-①C）。 

 

表 7-1-①A 単位認定される資格と合格・取得者数 

資格・検定名 合格・取得者数 資格・検定名 合格・取得者数 

漢字検定 37 情報処理技術者 10 

実用数検 34 危険物取扱者 24 

実用英検 39 バイオインフォマティクス技術者認定

試験 

2 

 

表 7-1-①B 単位認定しないが、すでに学生が取得している資格・検定 

資格・検定名 合格・取得者数 資格・検定名 合格・取得者数 

PC 検定 4 全珠連フラッシュ暗算検定 2 

全珠連暗算検定 3 全珠連珠算検定 5 

以下は取得者数 1名の資格・検定 

日本語能力試験 ワープロ検定 魚食スペシャリスト検定 家庭菜園検定 

アマチュア無線技士 海水員フィッシング

インストラクター 

海水員潜水 

インストラクター 

品質管理検定 
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３．自己評価 
卒業単位として算入しないものの、学生の自主学習を単位として認め、学生自らが資格取

得に意欲的に取り組める環境を整えている。TOEIC に関しては、学年が上がるにつれて点数

が上昇している。本校の実用英語教育が地道に成果を結んだ結果と言える。危険物取扱者は

毎年３０名前後が受験しているが合格率は低い。生物資源工学科と機械システム工学科の学

生がよく受験しており、一層の対策指導が必要である。「学生生活の手引き」で周知している

ものの、取得した資格を「特別学修一般」および「特別学修専門」として単位認定申請する

学生はまだ少ない為、資格取得と同時に単位認定申請するような指導を継続する。 

0

125

250

375

500

3年生 4年生 5年生 専攻科1年生 

T
O

E
IC
平
均
点

 

図7-1-①C ：TOEIC一斉テストの学年別平均点 
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○ 外国人留学生および長期インターシップ支援体制 

 

１．計画/現状と課題 

本校において外国人留学生および研修生が教育研究分野の実習等の体験及び研究課題に本

校学生と共同で取組むことにより、研修生及び本校学生の専門知識を深め、研究能力の向上

に資する機会を提供する。併せて、本校学生の国際コミュニケーション能力、異文化理解の

促進等に役立てることを目的する。沖縄工業高等専門学校と先方各大学の協定に基づき、グ

ローバル交流推進センターを介して受入れる。 

 

２．取組み 

十分な指導を行うために外国人短期留学生の受入れの際に各学科に対して、受入れ可能な

人数の問合せを行い、受入れ経費補助金はないが受入れ可能教員を募集する。ならびに宿泊

支援を学生寮として提供する。また、研修生は、本校の教育研究に支障のない範囲において

研修指導教員の許可の下、研修実施上必要な施設設備等を利用できる。平成２５年度～平成

２６年度現在、沖縄工業高等専門学校とタイ王国の各大学に協定を結んだ時の様子は下記の

とおり。 

1.1  国名：タイ王国 

(i) 大学名： 

 

 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RMUTT で校長先生より協定の署名を結んだ時の写真 
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 RMUTT で沖縄工業高等専門学校長と RMUTT の学長が協定を結んだ後の写真 

 

 King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KMUTNB で学校長と KMUTNB の学長が協定を結んだ時と写真と集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pathumwan Institute of Technology 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PIT で学校長と PIT の学長が協定を結んだ時の署名 
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1.2 平成23年～平成26年外国人研修生受け入れ実績と平成27年受け入れ予定及びMOU 

 

 

 

 

 

（A）外国人研修生受け入れ 

 国 教育機関 人数 期間 受け入れ内容 

1 タイ RMUTT 大学 2 名 3/26～5/25  /2013 研究室におけるプ

ロジェクト研究 

2 
タイ 

RMUTT 大学、
KMUTNB 大学 

４名 4/2～8/2  /2014 
研究室におけるプ

ロジェクト研究 

3 
タイ KMUTNB 大学 ４名 6/1～12/20  /2014 

研究室におけるプ

ロジェクト研究 

4 
中国 大連東軟信息学院 

 
3 名 

 
7/10～7/19  /2014 講義聴講 

5 
シンガポー
ル 

テマセクポリテクニ
ック 

9 名 9/29～10/8  /2014 
科学技術調査（さく

らサイエンスプラ

ン） 

6 シンガポー
ル 

テマセクポリテクニ
ック 

14 名 10/1～12/24  /2014 
研究室におけるプ

ロジェクト研修 

7 
台湾 国立台北科技大学 5 名 1/19～1/28  /2015 

研究室における特

定研修（さくらサイ

エンスプラン） 

8 
タイ RMUTT 大学、 1 名 1/6～4/5 /2015 

研究室におけるプ

ロジェクト研究 

（B）海外学生派遣 

 国 学生所属 人数 期間 内容 
１ シンガポール 情報通信システ

ム工学科 4 年 
1 名 8/23～9/6  /2014 英語キャンプ 

２ ベトナム 電子通信システ
ム工学コース 1名 

1 名 8/30～9/12  /2014 企業（ TOTO ）  
インターンシッ
プ 

３ 台湾 情報通信システ
ム工学科 3 年 

40 名 12/3～12/6  /2014 研修旅行 

(C) MOU締結 

 国 教育機関 MOU 締結日 締結機関  

１ ベトナム ハノイ大学 6/9 /2014 ９高専連携  
２ 中国 厦門理工学院 6/28 /2014 ９高専連携  
３ モンゴル モンゴル科学技術大学 8/2 /2014 ９高専連携  
４ 台湾 国立台北科技大、中国語

教育センター 1 月/ 2015 沖縄高専 予

定 

５ 台湾 国立台北科技大、 3 月/ 2015 ９高専連携 予

定 
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３．自己評価  

カリキュラムの変更について長期インターシップ（３ヶ月以上）や短期留学へ対応できるカリキュ

ラムの変更をおこなった。科目変更等対照表（添付資料）。沖縄工業高等専門学校の教育理念、目的、

育成しようとする技術者像・教育目標を達成するために、現行のカリキュラムを維持しつつ、グロー

バル思考を備えた人材を育成する長期インターンシップ（3か月以上）や短期留学に対応できるカリキ

ュラムの編成を行った。また、学問や技術の習得に専念するカリキュラムや学修総まとめ科目として

位置づけている特別研究の科目名称の変更・統合・廃止を行うとともに、協定校や連携企業などとの

活発な交流や研究推進を図る。 

 

（別紙）

専攻科科目変更等対照表 （沖縄工業高等専門学校）

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修 特別研究ⅠＡ 3 前期 実験 3

必修 特別研究Ⅱ 8 通年 実験

選択 特別研究ⅠＢ 3 後期 実験 3
※長期インターシップ３単位以上受講する
ことでも対応可能

必修 創造システム工学実験 4 通年 実験 必修 創造システム工学実験 4 前期 実験 4 配当期変更

日本語・日本文化論 2 前期 講義 2 選択 日本文化論 2 前期 講義 2 科目名称変更及び配当年次変更

国際政治経済学 2 後期 講義 2 廃止

選択 創造システム工学セミナー一般 2 通年 講義
新設
※ 学内で開催する教育技術講演会
※１年又は２年で修得可

選択 長期インターンシップ 4 通年 実習 選択 長期インターンシップ 4～12 通年 実習

2年次選択可
1か月：4単位
2か月：8単位
3か月：12単位

選択 創造システム工学セミナー専門 2～8 通年 講義

新設
2単位：30時間
4単位：60時間
6単位：90時間
8単位：120時間以上
※連携企業・提携校で実施する講義

選択 品質・安全マネジメント特論 1 後期 講義 1

選択 技術史 1 前期 講義 1

選択 環境システム物理学 2 前期 講義 2 廃止

選択 応用統計学 2 前期 講義 2 選択 応用統計学 2 前期 講義 2 受講年次の変更　２年前期→１年前期

選択 パターン認識 2 後期 講義 2 既開設科目「データ工学」へ統合

選択 モバイル通信方式特論 2 後期 講義 2

選択 光通信システム 2 後期 講義 2

選択 システム制御理論 2 前期 講義 2 選択 システム制御工学 2 前期 講義 2 科目名称変更

※平成２７年４月施行（平成26年9月学則変更申請）

一
般
科
目

専
門
共
通
科
目

専
門
科
目

専
門
共
通
科
目

必修

専
門
科
目

特別研究 14 通年

必修・
選択
の別

専門

一般

の別

選択

専
門
共
通
科
目

現行

一
般
科
目

単位数 区分

学年別配当

備考

4 4～12

変更後

科目名

88

4

１年 ２年

2

2～8

通年 区分

学年別配当

実験

単位数

6

１年期間
必修・

選択

の別
科目名

2

２年
専門

一般

の別

専
門
共
通
科
目

2 後期 講義

情
報
工
学
コ
ー
ス

2 後期品質・安全マネジメント特論 講義

全
コ
ー
ス

2

科目内容の重要度を考慮し、「品質・安全
マネジメント特論」へ重点を絞り「技術史」
を廃止することに伴い、「品質・安全マネジ
メント特論」の単位数を2単位とする

選択

2 科目の新設及び統合選択 ネットワーク特論

３単位以上
履修すること
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〇 学生の課外活動支援体制 

 

１．計画/現状と課題 

ア) 現状 

・体育局及び文化局に属する団体については学生会の部会において新設、廃止を検討し、

顧問等を検討した後、学生主事で判断を行っている。委員会については、部会の配下で

はないが顧問については学生主事で割り振りを行っている。なお、過去３年間の部活動

等の団体数は以下のとおりである。 

 
体育局 文化局 

委員会 
部 同好会 部 同好会 

平成 24年度 16 1 5 6 6 

平成 25年度 15 2 4 6 6 

平成 26年度 13 3 4 4 6 

 

・各団体の顧問は、原則として全教員で対応することとなっており、学生主事名で希望

調査を行い、各団体の活動実績等を考慮して１名～４名の教員を配置している。顧問の

掛け持ちについては、できるだけ避けるようにしているが、教員数に比べて団体数が多

いため、数名の教員に体育局と文化局などの兼任をお願いしている。平成２６年度の活

動団体と顧問数は以下のとおりである。顧問の主な業務としては、担当する部又は同好

会の部員及び活動を把握することや年間を通しての大会や練習試合などのスケジュー

ルの把握、大会及び練習試合の引率や合宿などの活動の指導を行うことなどがあり、学

生の部活動、サークル活動等の支援に当たっている。 

 

団体名 顧問数 団体名 顧問数 

ハンドボール部（男女） 3 デジタルアート部 1 

弓道部 2 総合美術部 1 

水泳部 3 軽音楽部 2 

バレー部 2 楽器部 2 

ダンス部 2 文芸同好会 1 

女子バスケ部 2 映画研究同好会 1 

テニス部 4 ジャグリング同好会 1 

男子バスケ部 2 LEGO 同好会 1 

サッカー部 3 国際交流委員会 2 

陸上競技部 2 生物資源利用研究会 2 

硬式野球部 4 ロボット制作委員会 3 
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卓球部 2 ICT 委員会 2 

バドミントン部 3 イベント運営委員会 1 

自転車同好会 2 エイサー同好会 2 

剣道同好会 1 
  

フットサル同好会 1 
  

 

・技術指導を目的として外部コーチの委嘱を行っており、過去３年間の委嘱数は以下の

とおりである。外部コーチの委嘱により、教員の負担軽減と、技術指導による競技力の

向上等が見込まれている。また、専攻科の学生も外部コーチとして委嘱を行っている。 

 

 

 

 

 

 

※26年度は 10月現在の金額 

・平成２４年度から県内における高校総体等の競技会への参加については、原則として

現地集合現地解散とし、保護者による引率をお願いしている。これにより、顧問教員の

負担減が図れている。また、九州高専大会や全国高専大会、ロボットコンテストやプロ

グラミングコンテスト等の県外で開催される大会等への参加については後援会や自治

体から補助を受け、学生の金銭的な負担を軽減している。 

・学生会の下部組織として部会があり、部会において後援会から支出される部費の配分

や部、同好会の新設及び廃止の検討などを学生委員会の管理の下に自主的に行っている。 

 

イ)課題 

・教員の総数により顧問数が制限されているため、部、同好会についてこれ以上の増や

すことが難しい。 

・顧問希望調査に文化局の同好会等への希望が多く、引率や技術指導などを積極的に行

う教員と消極的な教員とで業務量に不公平が発生している。特に、対外試合の多い部活

動の顧問教員に負担が集中している。 

・県内で開催される大会への参加を、原則として現地集合現地解散にしたことにより、

県外や離島出身の学生の引率について対応が必要である。 

 

 

 

 

  
委嘱人数 

(うち専攻科生) 
謝金総額 

平成 24年度 24 (6) 2,330,020 

平成 25年度 20 (6) 2,140,180  

平成 26年度 19 (7) 875,320  
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 ２．取組み        

・九州沖縄地区高等専門学校体育大会へは毎年８競技前後の団体が出場しており、女子

バスケットボール部の平成２３年度から４年連続、通算 7回の優勝や女子テニスの団体、

ダブルス、シングルスでの優勝、水泳部の入賞、弓道部の個人優勝などにより全国大会

への出場を果たしている。全国大会では女子バスケットボール部が平成２３年度に準優

勝し、平成 24 年度から平成２６年度まで第三位となっている。また、ロボットコンテ

ストにおいても全国優勝を達成するなど優秀な成績を上げている。プログラミングコン

テストにおいても、平成２６年度は競技部門で第２位となるほか、課題部門、自由部門

等で優秀な成績をあげている。このことからも、学生の部活動、サークル活動等の支援

については、成果が上がっているものと考える。 

・外部コーチの委嘱状況については、高専機構からの予算が減少しているが、学生の競

技力向上並びに顧問の負担軽減に効果が出ている。 

・顧問配置については、各団体の活動状況に応じて相応の顧問数を配置するなどの工夫

で対応できている。 

・県外で開催される全国大会等への出場については、後援会からの補助と名護市からの

補助等を導入したほか、教職員・高専ＯＢ会から寄附金を募り、参加した学生の負担をで

きるだけ減らす努力を行うことで、ある程度の負担軽減を図ることができている。 

 

 

３．自己評価 

・県外の大会への参加には旅費の負担が多く、後援会からの補助等の安定した補助財源

の確保を行っていく必要がある。 

・顧問によって業務量の不公平が発生しており、公平な顧問配置における教員の負担軽

減を行っていく必要がある。 

・外部コーチ委嘱への機構からの予算配分が年々減少しており、公平かつ効率的な外部

コーチ委嘱に向けて新たな仕組みが必要である。 

・離島、県外出身学生の大会への引率について引き続き顧問の協力を得ながら支援して

いく必要がある。 
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 ○  組織改組（教育福祉相談室、キャリア教育センター） 

 

１．計画／現状と課題 

 平成２６年４月１日付けで、学生支援の充実を図るため、学生相談室及びキャリア

支援室の改組を行った。 

 

 【改組概要】 

      （改組前）                    （改組後） 

      学生相談室                   教育福祉相談室 

       キャリア支援室                 キャリア教育センター 

 

   ・教育福祉相談室運営委員会構成員に４主事（総務主事、教務主事、学生主事、

寮務主事）及び学生主事を追加 

      ・キャリア教育支援室のセンター化を図った。 

 

２．取組み 

 学生相談室を教育福祉相談室に改組し、運営委員会構成員に４主事及び事務部長を

加えることにより、委員会の意志決定の迅速化を図るとともに、特別な支援を必要と

する学生の情報共有を図り、きめ細かな対応を行う体制を構築した。 

 キャリア支援室をセンター化し、キャリア教育センターとすることにより、学生の

早期キャリア教育形成に対応できる組織の構築を図った。また、平成２４年度よりキ

ャリアアドバイザーを配置し、学生からの相談及び問合せへの対応等の充実を図った。 

 

【相談件数（延べ）】            （単位：人） 

 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

教育福祉相談室     ２３７（１９９）  ２７１ 

キャリア教育センター ３６２（３０５） ２７８ 

         ＊Ｈ25 年度の（）は 12 月までの件数で内数    

         ＊Ｈ26 年度は 12 月までの件数 

 

 ３．自己評価 

 教育福祉相談室及びキャリア教育センターへの改組及び構成員の見直しにより、審

議の迅速化が図られたものと思慮される。また、教育福祉相談室においては、前年度

より多くの学生及び教職員への対応が可能とり、キャリア教育センターにおいては相

談件数が若干減少したが、キャリアアドバイザー制度が３年目を迎え、学生に十分認

識され定着したものと思われる。 
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 （参考）高専機構 第３期中期目標  

 ○ 学生支援・生活支援等に関する目標 

  中学校卒業直後の学生を受入れ、かつ、相当数の学生が寄宿舎生活を送っている特

性を踏まえ、修学上の支援に加え進路選択や心身の健康等の生活上の支援を充実させ

る。また、寄宿舎などの学生支援施設の整備を計画的に進めるとともに、各種奨学金

制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させる。さらに、学生の就職活動を支

援する体制を充実し、学生一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。 

 

 （参考）高専機構 第３期中期計画 

 ○ 学生支援・生活支援等に関する計画 

・中学校卒業直後の学生を受入れ、かつ、相当数の学生が寄宿舎生活を送っている特

性を踏まえ、高等専門学校のメンタルヘルスを含めた学生支援・生活支援の質の向上

及び支援業務等における中核的人材の育成等を推進する。 

・学生の適性や希望に応じた進路選択のため、企業情報、就職・進学情報などの提供

体制や相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。なお、景気動向等の影響を

勘案しつつ、国立高等専門学校全体の就職率については前年度と同様の高い水準を維

持する。 
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○ 教育寮としての指導体制及び学習体制 
 
１．計画/現状と課題 
(1)現状・学寮の指導体制（平成２６年度） 
 

① 寮務一般 
寮務主事１名，寮務主事補４名，学生寮委員会委員２名 

② 学生寮委員会の構成 
寮務主事（委員長） １名 
寮務主事補     ４名 
各学科の教員各１名 ２名（但し、総合科学科及び 

寮務主事補の属する学科を除く） 
     総合科学科所属教員 １名 

学生主事      １名 
学生課長      １名 

③ 宿日直 
宿直：２名（教員，指導員各１名、計２名体制で輪番制） 
   勤務時間 １７時００分～翌８時３０分 
日直：２名（職員，指導員各１名、計２名体制で輪番制） 
   勤務時間  ８時３０分～１７時００分 
 

(2)課題 
 沖縄高専学生寮では特定の寮生が寮規則違反行為を繰り返し行い、他寮生に迷惑を掛

けているという事例が発生しており、寮務主事より当該寮生に対して厳正に指導すると

ともに、寮生への注意喚起を行っているが指導に苦慮している。  
平成２６年度後期より新たな寮生処分（寮規則違反点が基準点を超えると一時退寮処

分）を定め、寮内秩序の向上に努めている。 
 
２．取組み 
【取組み１】寮規則違反累計点による寮生処分 

沖縄高専学生寮として学生寮の生活を沖縄高専教育の重要な部分であると考えてお

り、寮生が寮規則を遵守せず違反行為を繰り返し行い、他寮生に迷惑を掛けているとい

う状況を改善する為、新たな寮生処分（寮規則違反点の合計点が一定基準を超えると一

時退寮処分を科す）を策定し、平成２６年度後期より運用している。 
① 寮規則違反点の合計が－10 点（消灯違反を除く）に達すると、一時退寮処分（１

週間）とする。 
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② 寮規則違反点の合計が－15 点（消灯違反を除く）に達すると、一時退寮処分（二

週間）とする。 
③ 寮規則違反点の合計が－17.5 点（消灯違反を除く）に達すると、退寮勧告処分と

する。 
④ 寮生処分は寮規則違反基準に基づいて減点を科すものとする。 
⑤ 寮生処分は寮生会役員点及び清掃ボランティア等による加点は考慮しない。 
【取り組み２】学生寮規則違反基準の見直し 
 新たな寮規則違反累計点による寮生処分策定に伴い、これまでの寮規則違反の減点に

ついて見直しを行い、「学生寮規則違反行為」「違反行為内容」「減点数」を明確にし、

寮生保護者への周知を行った。 
○減点対象   
〈寮規則違反の減点について〉   
 《－１ポイント》   
 消灯違反     
 《－２ポイント》   
 自室不在・他寮生在室・騒音・無学習・私物放置・乱雑・家具移動・居室飲食・持込

禁止物・無施錠・点呼不在・無断残寮（寝坊等）・居室鍵の不携帯・その他 
〈寮行事不参加の減点について〉   
 寮行事への不参加は－５ポイントとする。   
【処分の減点について】   
  寮務主事注意     －５ポイント   
   謹慎３日      －１０ポイント   
  謹慎５日      －１５ポイント   
  謹慎７日・退寮警告 －２０ポイント   
  謹慎１４日以上   －２５ポイント   
  退寮勧告      －３０ポイント   
   
※１回の違反で複数の処分を受けた場合、いずれか重い方のポイントのみが加算される

こととする。（例えば謹慎１４日＋ 退寮警告を受けた場合は、謹慎１４日が－２５

ポイント、退寮警告が－２０ポイントであるから、重い方の－２５ポイントのみが加

算される。）"   
・指導寮生の巡回による寮規則違反等の減点について   
 違反１回につき、－０．２５ポイントとする。   
・寮規則違反点累計による処分は「１，寮規則違反の減点について（消灯違反を除く）」

「２，寮行事不参加の減点について」「４，指導寮生の巡回による寮規則違反等の減

点について」の減点数を適用し、「３，処分についての減点」に対しては適用しない
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ものとする。"  
３．自己評価 

本校学生寮管理運営規則第２条において、「学生に対して学校生活への適応を促進す

るとともに、共同生活を営むことにより友情、互助、寛容等の精神を養い、人間的成長

を助長することを目的とする。」と定められており，単に勉学の指導だけでなく、規則・

日課等を遵守し、共同生活の中で自律性や協調性を養うことも教育寮の目的であると考

える。 
 学習の支援として，ソフト面では、毎日 21:00～23:00 を自室で学習を行う「学習時

間帯」と定め、宿直の教職員が巡回・指導を行い、寮生が静粛な学習時間を確保できる

よう務めている。ハード面では，全居室に有線 LAN を設置しているほか、各階に定員

10～15 名程度のラウンジ（学習室）を設置しており、グループ学習等を行う際は寮務

主事の許可を得て使用することができる。 
 
寮規則違反減点について  
  違反行為内容 減点数 

自室不在 学習時間帯（21 時 00 分～23 時 00 分）及び就寝時間帯（23 時 30
分～7:00）において、正当な理由がなく 
居室を不在にしているもの。 

-2 

他寮生在

室 
学習時間帯（21 時 00 分～23 時 00 分）及び就寝時間帯（23 時 30
分～7:00）において、正当な理由がなく 
他寮生居室に在室しているもの。 

-2 

無学習 学習時間帯（21 時 00 分～23 時 00 分）において、学習をしていな

いもの。 
-2 

騒音 騒音等により他寮生に迷惑をかける行為。 -2 

私物放置 私物を居室前、下駄箱の上、ベランダ等に放置しているもの。 -2 

乱雑 居室内を足の踏み場がないほど清掃していないもの。 
※居室に弁当、カップラーメン、ジュースの缶、ペットボトルの放

置を含む。 

-2 

家具移動 居室内の家具（机、ベット），電気設備を許可なく移動するもの。 -2 

居室飲食 飲食が認められている捕食室以外で飲食をする行為。 -2 

持込禁止

物 
寮生活に相応しくない物品を寮内に持ち込む行為。 
※禁止物品については「寮生活の手引き」Ｐ３に記載されています。 

-2 
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消灯違反 就寝時間 23 時 30 分以降に居室の電気がついている又は居室から光

が漏れている行為。 
-1 

無施錠 居室の鍵を施錠していないもの。 -2 

点呼不在 朝点呼（7 時 10 分）及び夕点呼（20 時 40 分）時に点呼時間になっ

ても所在確認出来ないもの。 
-2 

門限違反 正当な理由なく門限時刻（20 時 10 分）に帰寮が間に合わないもの。 
事前に外出許可証を提出し、寮務主事の許可を受ける場合はこの限

りではない。 

-2 

無断残寮 体調不良等の正当な理由なく登校時間の8時30分以降に残寮してい

るもの。 
※体調不良で残寮する場合は事前に寮事務室に連絡しなければ認め

られません。 

-2 

鍵の不携

帯 
居室の鍵はセキュリティ上、常時携帯しなければならないが居室の

鍵を携帯していないもの。 
-2 

その他 寮生活において相応しくない行為。 -2 
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 ○ １０周年記念事業「奨学支援基金設立」に伴う奨学金給付 

 

１．計画／現状と課題 

 開学１０周年記念事業の一つとて、「極めて優秀かつ強い勉学意識を持つ学生に対

して奨学金を給付することにより、沖縄県・日本はもとより広く世界に通用するとと

もに社会に貢献できる実践的・創造的技術者の育成に資する」目的で「沖縄工業高等

専門学校奨学支援基金」を設立し、寄付金を募った（H24・25 年度）。 

 多くの個人・企業・団体等から賛同いただき７４７件 １,９００万円に及ぶ寄付が

あった。当寄付金を原資として、平成２５年度より奨学金給付を開始した。 

 

２．取組み 

平成２５年度１６名 １６０万円、平成２６年度１６名 １６０万円を奨学支援金

として給付した。 

 奨学寄付金の対象者は、教務委員会において選抜し、校長が決定することとしてお

り、給付者の決定は、厳正に行われている。また、授与は、全校集会で行い、学生の

学習意欲の高揚を図るよう工夫している。 

 

 ３．自己評価 

平成２５年度に給付を受けた学生１２名（卒業生を除く）のうち、平成２６年度に

成績優秀者として前年度に引続き給付を受けた者は、８名である。４つの学科（学年）

においては、成績優秀者が入れ替わっており、学生の学習意欲の高揚について、一定

の効果があったものと考えられる。 
また、奨学支援金給付規程において、「給付対象者は、沖縄工業高等専門学校に在

籍する本科学生２年次から５年次の学生とし、対象学年の前年度の学年における各学

科の成績優秀者とする。」こととなっているが、今後、さらに学生の勉学意欲の高揚

を図る奨学金給付制度の検討が必要と思われる。 
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○ 施設マスタープラン 
 
１．計画／原状と課題 
 平成１６年４月の学生受入から１１年を経過し、施設の老朽化に伴う補修、維持管理

を必要とする施設・設備が増加している。 
(1)平成２７年度改修予定 
 体育館（アリーナ・格技場）の吊り天井の撤去、照明器具の撤去・再取付及び新設 
(2)平成２６年度・２７年度施設整備要求事項 
・創造実践棟空調機更新（H26・H27）･･･経年劣化した空調機の更新 
・屋内運動場防水改修（H27）･･･経年劣化した屋上防水の改修 
・入退室管理システム老朽化更新（H26・H27）･･･入退室管理設備保守部品の製造

中止による新機種への更新 
・エレベーター設備改修工事（H27）･･･エレベーター（5 機）の設備かごのロープ

老朽化による更新 
・講義室床コンセント改修（H26）･･･収納式床コンセントの破損（12 部屋） 

 
２．取組み 
 平成２６年度、平成２７年度に要求した施設整備費のうち体育館（アリーナ・格技場）

の吊り天井の撤去等の予算措置あり。その他の事項については見送られたため、自己財

源にて一部措置した。 
 ・屋内運動場防水改修、体育館・格技場北側屋上の防水改修済 

・エレベーター設備改修工事、女子寮エレベーター改修工事済 
 ・講義室床コンセント改修（コンセント部品を購入、技術室職員の指導の下、学生に

よる床コンセント改修を開始） 
  
３．自己評価 
 自己財源にて一部の施設修繕等を行っているが、執行に当たっての組織的な意志決定、

計画的な予算確保等の手続が成されていない。事務方の裁量に負っている部分が大きい。 
 今後、施設マネジメント等の充実を図り、施設の実態調査の結果を踏まえ、総務委員

会を中心に整備計画や整備方針を策定する。その整備計画に基づき施設・設備の老朽化

状況等に対応した整備を推進する。 
 （1）施設マネジメント計画の策定 
 （2）施設利用状況調査の実施 
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（参考）高専機構 第３期中期目標 
○教育環境の整備・活用に関する目標 
 施設・整備の有効活用、適切な維持保全、運用管理を図るとともに、産業構造の変化

や技術の進歩に対応した教育を行うため、耐震補強などの防災機能の強化を含む施設改

修、設備更新など安全で快適な教育環境の整備を計画適に進める。その際、施設の長寿

命化や身体に障害を有する者にも配慮する。 
 
（参考）高専機構 第３期中期計画 
○教育環境の整備・活用に関する計画 
施設マネジメントの充実を図り、産業構造の変化や技術の進展に対応できる実験・実

習や教育用の設備の更新、実習工場などの施設の改修をはじめ、耐震性の確保、校内の

環境保全、ユニバーサルデザインの導入、環境に配慮した施設の整備など安全で快適な

教育環境の整備を計画的に推進する。特に、施設の耐震化率の向上に積極的に取組む。 
PCB 廃棄物については、計画的に処理を実施する。 
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○ 学生寮の増築 

 

１．計画／現状と課題   

 在学生の９０％が通学困難地域（通学時間に 1 時間以上要する。）の出身者であり、

学生寮の収容定員に対して入寮を希望する８０名分の居室が不足している状況にあ

る。通学困難学生の解消は喫緊の課題である。 
 

２．取組み 

通学困難学生の勉学への影響を考慮し、平成２７年度概算要求に学寮の新設を計上

したところであるが不採択となった。 

 

（概算要求概要） 

     Ｒ４   １,３１０㎡ 

 

（見込まれる教育等への効果） 

 ・入寮することのできない入寮希望者を受入れることができ、長時間の通学に苦慮

していた学生が学業等に集中して取組むことができるため、教育研究の活性化が

図れる。 

 ・十分な居室を確保することにより、遠方からの入学希望者増加が見込まれ、女子

学生、留学生の受入れ等、広域からより優秀な学生の確保が期待できる。 

 ・学生の自学自習が推進され、計画的な研究・学習時間と活動時間を確保し、管理

させることにより、研究者、技術者として求められる業務・研究能力の向上と自

主性・自立性・責任感を要請することができる。このことが、新しい価値を創造

する能力、社会貢献の意義、国際的な視野を持った創造的実践的技術者の輩出に

つながる。 

 ・居住している留学生との交流を深めることで、異文化・習慣の違いを認識し、互

いの考えを理解できる真のグローバルの視点を持った人材の育成を推進すること

ができる。 

 ・学習習慣の体得や寮での共同生活による全人教育は社会人基礎力の向上に効果的

である。特に、コミュニケーション能力、ストレスコントロール力などの向上に

効果的である。 

 

 ３．自己評価 

本校の立地条件から、教育・研究環境の充実は喫緊の課題である。入寮希望者全員

の居室を確保できるよう、引続き要求を行っていく。 
また、寮の新設要求のみならず、１・２年次全員が入寮する現制度や、現在の教育

寮としての位置づけ等、制度面からの検討も必要である。   
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○  教育研究機器の整備状況 

 
１．計画／現状と課題 

 平成１６年４月の学生受入れから学年進行による教育研究用設備の整備を図り、基

本的な設備の充実は図れた。しかし、機器によっては、耐用年数を超え修理が必要な

設備もあり、予算の確保に苦慮しているところである。また、新たな機器の導入及び

更新は、難しい状況にある。 

 下表は、平成２４年度補正予算により整備された教育研究用設備である。 

平成２４年度補正予算による設備導入状況（H25年度納品）

学科等名 設　備　名 区分

ハイスピードカメラ 更新
リバースエンジニアによるデザイン教育のための教材一式 更新
２次電池負極材高温特性評価システム 新規
制御システム教育研究実験施設 新規
平面曲げ疲労試験機　 新規
物性測定装置 新規
ハイブリッド分散型発電システム教育研究設備 新規
粒度分布計測システム一式 新規
粒度分布計測システム～ゼータ電位・分子量測定装置用安全キャビネット 新規
メカトロニクス教育及び環境教育機器 新規
ソフトウェア演習システム 更新
光・ナノ・インテリジェントデバイス電子物性測定システム 更新
クラウド学習支援システム 更新
次世代デジタル無線回路実装評価システム 新規
組み込み制御実習設備 新規
半導体素子・電気特性評価装置システム 新規
情報セキュリティ実習教材システム 更新
コンテンツ高度化システム 更新
学生演習支援ファイルストレージシステム 更新
メディアコンテンツ演習用コンピュータシステム 更新
情報セキュリティ実習用クライアント機器 更新
メディアディジタル機器実習用教材設備（再公告） 更新
ロボット実習用教材設備（再公告） 更新
科学技術計算用小規模スーパーコンピュータ 新規
高度情報工学教育システム 新規
タッチパネル一体型電子黒板システム 新規
液体クロマト分析・分取装置 更新
教育用分取分析システム 更新
大容量・高速遺伝子解析装置によるバイオインフォマティクス学習システム 新規
クリープメータ 新規
食品成分の総合的な分析システム 新規
iPS細胞分化培養解析装置 新規
キャピラリー電気泳動装置 新規
遺伝子発現解析システム 新規
核酸分離解析システム 新規

情報処理センター ICT教育環境の整備（アクティブラーニングを実現するICT教育環境の整備） 更新
IPC発光分光分析装置（高周波誘導結合プラズマ質量分析装置） 更新
超高速天然化合物分離分析システム 新規

情報通信システム工学科

生物資源工学科

メディア情報工学科

機械システム工学科

地域連携推進センター
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２．取組み 

 教育研究環境の整備・充実を図るため、毎年度、設備整備マスタープランを作成し

ている。各学科等より、更新及び新規設備の要求書を徴し、優先順位を決定し機構本

部へ要求書を提出している。 

 

３．自己評価 

 計画的な設備の更新及び導入を図るため、設備整備マスタープランを作成し対応し

ているが、予算は厳しい状況にある。設備整備マスタープラン策定に際しては、既存

設備利用の検討（共同利用）、ランニングコストも勘案することが必要である。 
 また、外部資金の活用も必要である。  
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○ 図書等整備状況 

 

１．計画／現状と課題 

図書館の蔵書数は、６６,６３５冊(平成２６年５月１日現在)である。図書の購入は、

教員研究費による購入と、学生図書費による購入があり、後者の図書購入（整備）状

況は下表のとおりである。 

 学生図書の整備については、各学科等による選定の他、学生によるブックハンティ

ング、学生からのリクエストにより行っている。 

学生用図書の購入冊数（平成２１年度～）
（単位：冊）

区　分 総合-人文 総合-理系 機械 情報 メディア 生物資源 技術支援室
図書情報

選定

ﾌﾞｯｸﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ
及び

学生ﾘｸｴｽﾄ
計

平成２１年度 1,064 202 264 155 239 202 103 563 364 3,156

平成２２年度 467 250 269 127 244 119 219 313 289 2,297

平成２３年度 626 246 179 140 266 261 131 368 263 2,480

平成２４年度 317 214 117 73 264 257 137 176 227 1,782

平成２５年度 172 236 121 54 201 254 70 216 236 1,560  

 また、本校図書館は、教育研究支援はもとより、図書館を利用した多読講座、オー

プンキャンパスにおける図書館開放、地域住民へ図書館利用許可書を発行し、地域開

放も行っている。多読講座参加者数、オープンキャンパスにおける入館者数、地域開

放による図書館利用許可証発行人数については、下表のとおりである。 

 

多読講座参加者数（平成２３年度より開催）
（単位：人）

区　分 第１回 第２回 第３回 計
平成２３年度 38 44 82
平成２４年度 76 9 7 92
平成２５年度 57 57

備考

第2・3回は北部地区小・中学教員対象

 
 

オープンキャンパス図書館入館者数
（単位：人）

区　分 入館者数
平成２１年度 381
平成２２年度 340
平成２３年度 176
平成２４年度 359
平成２５年度 338

図書館利用許可証発行枚数
（単位：人）

区　分 件数
平成２１年度 20
平成２２年度 38
平成２３年度 113
平成２４年度 105
平成２５年度 96  
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２．取組み 

 ・平成２６年度の学生図書選定については、学生の要望をより図書整備に反映でき

るよう、学科等と学生選定の予算配分の見直しを行った。 

 ・また、直接学生が書店で書籍を選定するブックハンティングに加え、WEB 選書を

導入した。 

 ・学生の学習、卒業研究及び課外活動等に資するため、「沖縄工業高等専門学校学

生用図書選定に係る申合せ」を制定した。 

 

 

    沖縄工業高等専門学校学生用図書選定に関する申合せ 

（趣旨） 

第１ 沖縄工業高等専門学校図書館（以下「図書館」という。）に配架する、学 

生の学習、卒業研究及び課外活動等に資する学生用図書選定に関し、申合せ 

を定めるものとる。 

(選定基準) 

第２ 学生用図書の選定対象については、以下によるものとする。 

 (1) シラバスに掲載されたあるいはその関連の授業用図書 

 (2) 学生の課題・卒業研究等に必要な図書 

 (3) 学生の課外活動・教養等に有益と考えられる図書 

２ 選定にあたっては、前項第１号及び第２号に規定する図書を優先する。 

３ 第1 項第３号の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する図書は、選定 

 しない。 

 (1) 第1 項第１号及び第２号に規定するものと直接かかわりのない、特定の政 

治及び宗教にかかわるもの 

 (2) 学生の借り出しが全く想定されないもの 

 (3) 図書館での管理が難しいもの 

(改廃) 

第３ 本申合せに関する改廃は、図書・広報委員会の議を経て行うものとする。 

 

附 則 

 申合せは、平成２６年５月２日から施行し、平成２６年４月２１日から適用する。 

 

 

 ３．自己評価 

 開学から１１年目が経過し、教育研究に資する基本的な蔵書の整備は図れた。 

 本校図書館の所蔵可能冊数は９万冊であり、今後も教育研究支援の使命を果たすた

め効果的な蔵書整備を図る必要がある。また、開学以来設置されている入館システム

設備（ゲート）が不良であり、早急に更新（予算確保）が必要である。      
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○ 外部資金（科研費、共同研究、受託研究）受入状況 

 

１．計画／原状と課題  

平成２６年度、高専機構は研究推進・産学連携本部を立ち上げ、外部資金獲得活動の

加速的推進をミッションとして捉え、獲得に向けた恒久的仕組みの構築を各高専に求め

ている。 

本校では、平成２５年度に地域連携推進センターを発足、高専教員又は技術職員が企

業（月２社）の相談に当たる定期技術相談会を開催している。同じく、企業ニーズの引

き上げや高専教職員及び学生との距離感を縮める目的で企業技術者との定期懇談会を

開催している。 

  

２．取組み 

(1)平成２３年度～平成２５年度の外部資金受入状況 

・共同研究、受託研究（資料１） 

・科学研究費補助金 （資料２） 

(2)定期技術相談会、企業懇談会の開催 

 技術相談会、企業懇談会を起点とし、平成２５年度には３件の外部資金の獲得に繋が

った。今後、さらに企業との連携を図ることにより、外部資金の獲得、事業の展開、そ

して地域貢献へと発展するものと期待している。 

(3)地域連携コーディネーターの配置 

産学連携協力会（工業連合会）を中心とした連携構築から、会員以外企業との連携の

幅の広がりを見せており、新たな事業展開への可能性を感じさせる。 

(4)沖縄振興開発金融公庫との連携 

本校の研究成果と金融機関の有する情報等や事業展開のノウハウを活用し地域中小

企業及び地域経済の活性化に貢献するものと考えられる。 

(5) 科学研究費助成事業説明会 

教員等の研究に対する意識向上や外部資金獲得の必要性の認識を強化し、科研費申請

促進を目的とした科学研究費助成事業説明会を開催している。 

 

 

３．自己評価 

(1) 地域連携コーディネーターを活用し、産学連携協力会及び会員以外企業へのアプロ

ーチを強化するとともに、連携金融機関を橋渡しとした新規企業との連携強化を図

る。 

(2) 製造業界だけでなく他産業界との連携を図り、新たな事業展開を図る。 

(3) 教員間による申請書の査読を推進し、科研費採択率の向上を図る。 
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（参考）高専機構 第３次中期目標 

○財務内容の改善に関する目標 

 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に

取組み、自己収入の増加を図る。 

 

（参考）高専機構 第３期中期計画 

○財務内容の改善に関する計画 

 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に

取組み、自己収入の増加を図る。 
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○ 委員会の見直し 

 

１．計画／現状と課題 

 平成２６年４月１日施行に向け、教員の業務軽減、委員会における審議の迅速化を

図るため委員会の統合、構成員の見直しを行った。 

 
２．取組み 

 【改組概要】 

  ・現行２０委員会（センター等の運営委員会除く）のうち、１委員会を廃止、６

委員会を３委員会へ統合した。 

  
      （廃止した委員会） 

           国際交流委員会 → グローバル交流推進センターの設置  

       （統合した委員会等） 

改組後 改組前 

   図書・広報委員会 

 

   図書委員会 

   広報委員会 

   評価対応委員会 

 

   自己点検・評価委員会 

   JABEE対応委員会 

   総務委員会 

 

   総務委員会 

   施設・環境マネジメント委員会 

 
・構成員に可能な限り主事、学科長を配置した。 

 
 また、平成２５年度には、評価対応委員会（自己点検・評価委員会）主導の下、活

動記録シート（PDCA サイクルシート）を導入し、各委員会等の活動の見える化を図

り、学校の目標を達成するための仕組みを構築した。 

    ＊別紙 活動記録シート（PDCA サイクルシート）参照 

 

 ３．自己評価 

委員会を統廃合し、審議事項等を整理・集約することにより、委員会の削減を図る

とともに、構成員を見直すことにより、審議の迅速化、教員の業務軽減が図れたもの

と思慮される。 
また、活動記録シート（PDCA サイクルシート）の導入し、委員会等活動の見える

化を図ることにより、教職員の学校活動への認識の共有化が図れた。 
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○ 参与の会の開催 

 

１．計画／現状と課題 

 沖縄工業高等専門学校参与の会は、学則第７条「本校に、本校の管理運営、教育研

究について助言又は勧告を行う組織として、参与の会を置く。」に基づき、平成１７

年１１月１日に規則が制定された。 

 参与の会の目的、任務は下記「沖縄工業高等専門学校参与の科規則（抜粋）」のと

おりである。 

 

 

沖 縄 工 業 高 等 専 門 学 校 参 与 の 会 規 則 (抜粋 ) 

 

 第１条  省 略 

 

 （目的） 

 第２条 参与の会は、沖縄工業高等専門学校（以下「本校」という。）の管理運 

営、教育研究活動等の状況について評価、助言又は勧告を行い、本校での自己 

点検・評価に関する活動を支援することを目的とする。 
 

 （任務） 

 第３条 参与の会は、校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について外部評 

価を実施する ものとする。 

  (1) 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画等に関する事項 

  (2) 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する 

事項 

  (3) その他本校の管理運営に関する事項 

 

 ４条～第９条  省 略 

 

 

２．取組み 

 ・参与の会開催状況 

      平成２１年度参与の会  平成２２年２月１８日開催  

      平成２４年度参与の会  平成２５年３月１８日開催 

 
 「参与の会は、その設置目的を踏まえ、自己点検評価、中期目標・中期計画への取

組、７年毎に行われる機関別認証評価等に向け、その年度の取組等について、参与の

方々からの意見を踏まえ改善を図っていく必要があることから、本年度より毎年度開

催する。」（校長決定） 
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３．自己評価 

今年度より、「参与の会」を毎年開催することとし、参与（有識者）の意見等を本

校の管理運営に反映させるシステムを構築した。 
今後は、参与の意見を効果的に本校ＰＤＣＡ活動に反映させるとともに、本校の管

理運営、教育研究活動等の改善を図っていくことが必要である。  
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