
 

質の高い大学教育推進プログラム 実施状況報告書 

大 学 等 名 鹿児島工業高等専門学校 

取 組 名 称 技術士会と連携した新たな実践的技術者教育 

申 請 区 分 教育方法の工夫改善を主とする取組   

取 組 期 間  平成 20 年度 ～ 平成 21 年度 （2 年間） 

取 組 学 部 等 全校 取組担当者 岡林 巧 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.kagoshima-ct.ac.jp/kyouikugp/ 

 

取 組 の 概 要 

本取組は、本校と技術士会との連携に基づき、技術士が有する実務経

験を活かして本校専任教員の実践的技術者教育に関する教授能力の向上

を図ることで、本校の技術教育の到達目標である創造性豊かな実践的開

発型技術者の育成を推進することを目的としたものである。具体的には、

技術士の授業参加による実践的技術者教育の実現、教員の実践的教育能

力の向上を目指した本校のFD活動への技術士の参加などを継続実施して

いる。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

(１)取組の実施体制（マネジメント体制、教職員の体制、大学としての支援体制） 

取組の実施状況は、学内における実務担当者および関係教職員で構成される教育支援 GP

プロジェクト会議が策定した取組案について、鹿児島県技術士会・本校連携協力推進会議

が審議し、その結果を基に教育支援 GP プロジェクト会議が具体的な実施計画と方法を作成

した。その実施計画等は教務委員会または FD 委員会に提示され、これらの委員会が審議し

た。その審議結果に基づき、各学科でものづくりに関する共同教育の様々な取組を実施し

た。 

(２)取組の実施計画に掲げた内容 

取組の全体スケジュールを下表に示す。 

表１ 取組の全体スケジュール 

２０年度 ２１年度 
前期 後期 前期 後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学科のものづくり教育に携わった人数は延、教職員 56 名、技術士 30 名、学生 8 クラ

スで約 380 名であった。 

 (３)社会への情報提供活動（Web サイトの活用、新聞、テレビ等のマスコミの活用等）

本プロジェクトは、本校のホームページに掲載されたほか、合計 3 回のシンポジウム、

フォーラムを開催した。また、平成 20 年度と 21 年度の終わりに外部評価委員会を開催し、

取組の実施内容について説明を行い、評価をしていただいた。 

 

共同教育の実施，取組全般の企画・運営  

 教育環境整備，共同教育外部支援者一覧作成  

取組に対する点検・評価  
（各種アンケート調査，教育内容点検，外部評価，フォーラム開催等）  

自立化に向けた検討  



 

②．取組の成果 【１ページ以内】 

本校の教育目標の一つに、「創造性豊かな実践的開発型技術者」の育成が掲げられ

ており、その目標を達成するために各学科のカリキュラムの中にものづくり科目が置

かれている。ものづくり科目は、座学を中心とした基礎教育科目および実践型の課題

解決型（PBL）科目に分けられる。本取組は、学生に対する実践的技術者教育の充実

策の一つとして、本校教員と技術士が連携して共同教育を行うものである。共同教育

における技術士の具体的な参画の仕方として、まず、授業への技術士の参加がある。

これはものづくり科目において、技術士から専門的なアドバイスを受けるとともに、

最終的な成果発表会において製作品の評価ならびにプレゼンテーションの評価を受

けるものである。二つ目は、技術士との共同による教材開発であり、PBL 科目におけ

る課題設定、参考資料および演習問題の作成など計画段階から技術士のサポートを受

けるものである。本取組において、これらの共同教育は全学科（５学科）で導入され、

その科目数および支援回数は、取組初年度である 20 年度で１０科目（１２回）、21

年度が１４科目（２２回）であった。 

 次に、本取組の成果について述べる。まず、技術士の授業への参加形態の一つであ

る特別講義では、普段の授業では実施するのがなかなか難しいブレーンストーミング

を取り入れたことによって、学生自ら問題点を提起し、課題解決をしていくための方

策について学ばせることができた。また、社会におけ

る技術者の果たす役割と責任（技術者倫理）について、

具体例を示しながら講義して頂いたことで、その重要

性および必要性を再認識させることができた。さら

に、PBL 科目において技術士の専門的なアドバイスお

よび評価を取り入れたことで、実際にものづくりを行

う際の思考過程や課題解決の方法について、実務経験

者でしか分からない観点から指導を受けることがで

きた。このように、技術士と連携した共同教育を取り

入れたことで、これまでにない実践的技術者教育を行

うことが可能となった。これら共同教育について、学

生にアンケートを取った結果を右図に示す。この結果

をみると、本取組に満足している学生が７割程度いる

ことが分かる。また、個別意見として“高い意識を持

って勉強していこうと思った”、“新しい発見や知識を

取り入れることができた”、“技術者としての心構えを

学ぶことができた”など好意的な意見が多く、本取組

の当初の目的はほぼ達成できたと思われる。さらに、

共同教育の継続についても８割以上の学生が今後も

導入すべきという意見であり、取組の益々の発展が期

待されている。また、学生のみならず教職員の意識改

革もあり、教員の役割である基礎教育の在り方を見直

すきっかけともなった。 

問．技術士の講義、指導は適切でしたか
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③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組に関する評価と改善は二段階で行う体制をとった。まず、各年度において実

施した取組の評価については、共同教育に参加した技術士を対象とするアンケートと

シンポジウム（平成 21 年度）およびフォーラム（平成 22 年度）の参加者を対象とす

るアンケートによって集約した。これらの集計結果を含む具体的な取組の実績は、新

設した教育 GP 外部評価委員会において検証が行われ、指摘された課題は、教育支援

GP プロジェクト会議で改善策が検討された後、教務委員会の審議を経て各学科で実

行に移された。なお、本取組の基本方針の変更を伴う指摘があった場合には、本校と

技術士会との連携協力推進会議で改善策を協議することとしていたが、該当する指摘

はなかった。 

 並行して、既存の本校の教育改善システム（PDCA サイクル）の枠組みの中でも、

本取組の評価を実施した。本校では、各学科が実施した教育の評価は、FD 委員会が

年２回実施する学生による授業評価アンケートによって集約され、この結果にもとづ

いて授業担当者が授業改善計画を立案する。本取組も、通常授業の一部として授業評

価アンケートによる評価対象となった。なお、複数年度にかかる総合的な評価は、自

己点検・評価委員会よって自己点検・評価報告書としてまとめられ、外部評価委員会

において外部有識者の視点から検証が行われる。外部評価委員会の提言は教務委員会

と FD 委員会へフィードバックされ、各委員会は現状分析の確認及び提言に対する改

善案を作成することとなっている。本取組の実績の一部も、平成 19 年度から平成 21

年度を対象期間とする自己点検・評価報告書に、外部資金による特別な取組として記

載された（本件の外部評価委員会は平成 23 年 2 月に実施）。 

 以上のように二段階の体制をとった理由は、本取組に固有の評価と改善を行いつ

つ、取組期間終了後も継続的に技術士会との共同教育を実施する枠組みを確立する必

要があったからである。年度毎に、教育 GP 外部評価委員会による評価と授業評価ア

ンケートによる評価を得て、教育支援 GP プロジェクト会議は技術士会との連携協力

推進会議と連携して具体的なプランを立て、各学科は改善策を実施した。評価活動の

具体的な実績は下記の通りである。 

平成 20 年度： 

（１）技術士対象のアンケートおよび実施状況調査（平成 20 年 10 月〜翌年 2 月） 

（２）学生対象の授業評価アンケート（平成 21 年 2 月） 

（３）教育 GP シンポジウム 2009 におけるアンケート調査（平成 21 年 3 月） 

（４）平成 20 年度教育 GP 外部評価委員会（平成 21 年 3 月） 

平成 21 年度： 

（１）技術士対象のアンケートおよび実施状況調査（平成 21 年 4 月〜翌年 2 月） 

（２）学生を対象とする授業評価アンケート（平成 21 年 8 月、平成 22 年 2 月） 

（３）フォーラム 2010 におけるアンケート調査（平成 22 年 3 月） 

（４）平成 21 年度教育 GP 外部評価委員会（平成 22 年 3 月） 

 なお、現段階では本取組に関する認証評価は受審していない。 

 



 

④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組は、鹿児島県技術士会との連携協力の下で、外部の技術士の協力を得て、実

務的な視点を教育現場に応用した実践的技術者教育としては、本事業は有意義なもの

であり、実際に、学生に対するアンケート調査結果等によれば、実際の現場での「も

のづくり」をある程度理解させることがき、また、低学年の学生については、技術者

教育の動機づけがある程度できたという効果が認められる。しかし、この事業は、技

術士との共同教育を意識したカリキュラムを編成して行われたものではなく、既存の

カリキュラムを変えないまま、そこに技術士に参画していただくという形での共同教

育を実施してきたことにより、①産学共同教育の目的・目標が不明確である、②普段

の講義の延長線上で、演習が少なく、また、本校の専任教員の講義との差があまりな

かった、③学生と技術士のコミュニケーションをとる時間が十分ではなかった、④事

前準備が十分ではなかった、⑤ディスカッション方式での授業が実施できなかった、

⑥定期的な技術士による技術指導ができなかったなどの問題点が指摘されていると

ころである。また、鹿児島県技術士会を通じて技術士資格を有する技術者に協力を依

頼したこともあり、派遣いただく技術士の専門分野の偏りがあり、本校を構成する５

学科の専門教育に十分には対応できなかったという問題もある。  
そこで、この２年間に行われた鹿児島県技術士会との連携による共同教育を基礎

に、低学年のものづくり基礎科目、高学年での特別講義などにおいては、必要に応じ

て、技術士等の外部技術者に技術指導、プレゼンテーションの評価に参画していただ

きつつ、①本校の従来のカリキュラムに多少の変更を加え、産学共同教育を基礎とし

て、ものづくりを課題に設定した課題解決型（PBL 形式）の授業形態において、技術

者に必要な基礎力、一連のものづくりのノウハウの定着を図ることを目的とした「も

のづくり総合（仮称）」の本科４年時での開講、②本科５年次前学期に開講される「技

術倫理総論」にて、技術者に必要な倫理観を身につけさせた上で、「ものづくり総合

（仮称）」で学んだ成果を実際の企業で活用し、定着を図るための本科５年次後期で

の「長期インターンシップ」の導入が、教育支援 GP プロジェクト会議から提案され

た。この提案を受け、平成 22 年度から教務委員会を主体にこれらの科目の導入を検

討としているが、これらの科目を導入するには、大幅なカリキュラムの変更を伴うた

め、綿密な科目内容および実施時期等の検討、さらには、学内教員および共同教育に

参画いただく技術士等のコンセンサスを得るのに時間を要しているのが現状である

が、平成 23 年度には、大幅なカリキュラムの見直しが計画されており、これととも

に教育  支援 GP プロジェクト会議の提案の具体化を目指しているところである。  
なお、教育支援 GP プロジェクト会議の提案を実現するためには、低学年における

キャリア教育によって、なるべく早い時期に、技術者の社会的役割を意識させ、学生

の学習意欲の向上および技術者としての基本的な資質の涵養を図る必要性が認めら

れることから、平成 22 年度より、特別活動（本科１年～３年次）を活用して、鹿児

島県技術士会を中心に産業界から派遣された技術士資格を有する技術者等を講師と

したキャリア教育を実施している。このキャリア教育は、教育支援 GP プロジェクト

会議の提案の実現に向けた、一つの準備段階として位置付けることができる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 学内組織

地域共同テクノセンター

鹿児島工業高等専門学校
教育支援ＧＰプロジェクト会議

教務委員会

Plan

Do
Check

Action

ＦＤ委員会

自己点検・評価
委員会

Policy

学科

学生教員

ＦＤ委員会

外部連携機関

鹿児島県技術士会・鹿児島工業高
等専門学校

連携協力推進会議

鹿児島県
技術士会

・錦江湾テクノパーククラブ
（本校発産学官交流組織）
・㈱隼人テクノ
（本校発ベンチャー企業）

外
部
評
価
委
員
会

霧島市教育委員会

評価体制

教育ＧＰ外部評価委員会

 技術力の伸張と人間性の涵養 

 技術者教育と地域企業技術者との世代交流 


