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取 組 の 概 要 

本科から専攻科までの全学生 900 名が携帯する情報端末（iPod 

touch）と学内全域で利用可能なキャンパス無線 LAN をベースにした

次世代 ICT 活用教育システムの構築によって、学生の自主的実践力、

課題探求能力、創造的思考力等から成る「自己成長力」を加速させ

る先進的な取組を行った。これによって、多くの高等教育機関で普

及が可能な、携帯情報端末を利用した次世代電子出席簿システム、

電子教材配布システム、英単語力増進システム等を誕生させた。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

 高等専門学校(高専)における本科・専攻科は、準学士課程 5 年・学士課程 2 年の 7

年間の教育課程を持つ世界的に見てもユニークな高等教育機関である。高知高専にお

ける教育課程において最も重要視しているのは、「学生が自らすすんで実践すること

による自己成長」である。これは、学士力の中でうたわれている「課題探求能力」や

「創造的思考力」に通じるもので、多様化する学生に対して、学生個々の「自己成長

力」を加速する先進的な取組は、高専自身の魅力と存在感を高めるためには極めて重

要であると考えている。 

 一方、情報通信技術（ICT)の活用は、双方向型学習・教育のシステム化・学習時間

の確保を飛躍的に推進する大きな可能性を秘めている。インターネットの登場は、情

報革命をもたらし、教育分野へのはかりしれないインパクトを与えたが、まさに今、

第２のインターネットに相当する情報革命が起ころうとしている。それは、この数年

の間に登場した新しい携帯情報端末(iPhone/iPod touch 等)を中心として展開されて

いる情報革命である。 

 高知高専では、すでに 10 年前の平成 14 年 3 月末に全国的に見ても最大級のキャン

パス無線 LAN システムを導入し、学生寮も含むキャンパス内の 24 の建物に 154 台の

無線 LAN アクセスポイントを設置して教育研究に無線 LAN を活用してきた実績があ

る。この実績をベースに、本取組では、無線 LAN 接続の革新的な携帯情報端末である

iPod touch を高知高専の本科・専攻科の学生全員(900 名)に持たせて学生全員の自己

成長力を加速するという世界的に見ても先進的な取組となる「スーパーICT 高専教育

プロジェクト」を実施した。取組の具体的な実施体制としては、全学科から選出され

ている情報処理センター運営委員を中心とした教育 GP ワーキンググループを発足さ

せ、全学的な取組として 3 年間行ってきた。 
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(２)取組の実施内容について 

 本取組は、３年プロジェクトで全体のスケジュールと実施内容は次の通りである。

【平成 21 年度】  

 ・本科の４・５年生及び専攻科生、専任教員への iPod touch の貸与(取組に参加す

  る教員 64 名（全教員）、学生数 366 名)を行った。 

 ・次世代工学実験ｅラーニングシステムのソフト開発を行った。 

   電子教材配布システム Handout を作成し、本科の４・５年生及び専攻科生の 

   366 名が利用を開始し、Handout を一般公開（ダウンロード可能）とした。 

 ・次世代工学実験ｅラーニングシステムのコンテンツ開発を行った。 

   実験用ビデオコンテンツを作成し電気情報工学科の実験での利用を開始した。

 ・次世代個別学生指導支援システムの開発を行った。 

   次世代電子出席簿システムの設計とソフト開発を行った。 

 ・学生寮の無線 LAN アクセスポイント(60 台)を次世代型に更新した。 

   キャンパス無線 LAN システムが全て同じ仕様のアクセスポイントとなり、利用

   者の利便性が向上し、運用管理の効率化をはかることができた。 

【平成 22 年度】 

 ・本科の１・２・３年生への iPod touch の貸与（取組に参加する教員 64 名（全教

  員）、学生数 900 名（全学生））を行った。これによって全学規模の運用となった。

 ・次世代技術者英語学習システムの開発を行った。 

   英単語力増進ソフトの iCOCET の開発を行い、全学生（900 名）対象の校内ラ 

   ンキングコンテストを実施した。また、この iCOCET を一般公開（ダウンロー

   ド可能）とした。 

 ・次世代工学実験ｅラーニングシステムのコンテンツ開発と運用を行った。 

   実験用ビデオコンテンツのライブラリの充実をはかった。 

 ・次世代個別学生指導支援システムの運用を行った。 

   次世代電子出席簿システムの全学生 900 名、全教員 64 名での運用を開始した。

【平成 23 年度】 

 ・全学での次世代工学実験ｅラーニングシステム、次世代個別学生指導支援システ

  ム、次世代技術者英語学習システムの運用（取組に参加する教員 64 名（全教員）、

学生数 900 名（全学生）） 

 ・全教員（64 名）に iPad2 を導入し、次世代電子出席簿システムの利便性を向上 

  させた。これによって、よりきめ細かな個別学生指導支援が可能となった。 

 ・取組の成果を広く情報公開するためのフォーラムを開催した。 

(３)社会への情報提供活動について 

 各年度において、携帯情報端末を用いた先進的な次世代 ICT 活用教育の取組を広く

社会にアピールするために、マスコミに情報提供を行い、新聞やテレビに報道された。

また、最終年度の平成 23 年度には、「モバイル端末による次世代 ICT 活用教育フォ

ーラム」を実施し 70 名の参加者があった。また、インターネット生中継も行った。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 本取組では、新たに開発する３つのシステムを柱として、学生の自己成長力を加速

する様々な新しい取り組みを携帯情報端末 iPod touch を使って展開してきた。 

 開発する第一のシステムは、ものづくりに立脚した創造的思考力・実践力を高める

ために高専において最も重要な役割を果たしている工学実験を支援する次世代工学

実験ｅラーニングシステムである。第二は、自己成長力を加速するために多様な学生

の個別指導をめざす次世代個別学生指導支援システムである。そして第三は、創造性

豊かな国際的技術者として着実に英語力を高めることのできる次世代技術者英語学

習システムである。以上のシステムを 3 年間で立ち上げて運用することが本取組の目

標となっていた。 

 第一の次世代工学実験ｅラーニングシステムとして、iPod touch を使って電子教

材を配布することのできるアプリケーションソフトである Handout の開発を行った。

すでに、このソフトは、App Store から、無料で誰でもダウンロードできるようにな

っているが、各教員の電子教材(PDF,PNG,MP4 の電子ファイルに対応)だけでなく、学

生が必要となる学生便覧、行事予定、時間割、シラバス等も自由に閲覧することが可

能となっている。この Handout の特長としては、無線 LAN 接続で一度閲覧した電子フ

ァイルは、すべて iPod touch 側に保存されるので、無線 LAN 環境のないオフライン

の状態でも閲覧することができるようになっている。 

 第二の次世代個別学生指導支援システムとして、iPod touch を活用して学生個人

のきめ細かな指導を行うことができる次世代電子出席簿システムの開発を行った。

この次世代電子出席簿は、従来の Web ベースの電子出席簿の機能に、携帯情報

端末(iPod touch)を使って出欠を教員が教室でリアルタイムにとることができる機能を

付加したものである。従来の方式では、授業が終わってからの出欠の Web 入力となって

いたが、授業の最初に出欠を携帯情報端末から入力することが可能となること、そして

学生も自分の出欠状況を把握することが可能となり、全学的なリアルタイム電子出席簿

の運用が可能になるのが大きな特長である。 

 第三の次世代技術者英語学習システムにおいては、iPod touch を使った英単語力

増進ソフトの iCOCET3300 が開発された。これは、理工系学生のための必須英単語 3300

語(COCET3300)を学習するためのアプリである。iCOCET3300 には、学習モード・テス

トモード・単語一覧の機能があり、それらの機能を使って学習者は効率的に 3300 語

の英単語を覚えることができるようになっている。また、学内ランキングモードがあ

り、ランキングサーバにテストモードの得点を登録することにより、学内ランキング

の順位が表示されるようになっている。ランキングサーバに登録された学生のデータ

は、全教員が閲覧できるようになっており、英語関係の授業の一環として、その成績

データを活用することができるようになっている。 

 以上のように、当初の計画通りに、三つのシステムの開発を行うことができ、それ

らを有機的に結びつけて、全学規模で運用を行うことを実現することができた。これ

によって、当初の目的を達成することができ、学内外に多くの波及効果があった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

【評価体制】 

 本取組は、全学的な取組となるので、各科より委員が出ている情報処理センター運

営委員会のメンバーを中心として、この「教育 GP プロジェクト」のワーキンググル

ープを立ち上げ、評価体制を確立した。 

 また、全教職員の積極的な参加と支援が必要となるので、ホームページ上で「スー

パーＩＣＴ高専教育プロジェクト」の取組の状況を公開するだけでなく、学内で閲覧

可能のホームページにより、資料などをタイムリーに伝えた。 

 また、平成 16 年度に本校では、全課程の教育コースが国際水準と認められる技術

者教育認定機構（JABEE）の認定を受けているので、本取組も、この JABEE の Plan・

Do・Check・Action による本校の教育システムで総合的に点検された。 

【評価方法】 

 次世代工学実験ｅラーニングシステム、次世代個別学生指導支援システム、次世代

技術者英語学習システムを使って指導した教員と学生の評価も常にフィードバック

ができるようにした。このために、教育 GP ワーキンググループによって、学生に対

してアンケート調査を行い、問題点を抽出し、問題点の所在ごとに分類してフィード

バックを行い、改良を重ねていく体制を整えた。 

 なお、本取組の達成度や学習成果も、上記の学生に対するアンケート調査に適切な

質問項目を設定し、定量的に把握しながら進めていった。 

 また、本取組は、高専 IT 教育コンソーシアムの「高専 touch プロジェクト」と密

接に連携して取組を進めて行く予定であった。この高専 IT 教育コンソーシアムは、

「IT 教育企画・調査・研究部会」、「コンテンツ開発部会」、「教材流通部会」の三つ

の部会を持つので、それぞれ次の項目について取組の各段階において外部評価を受

け、さらに、取組期間終了時における評価も確実に受けられる体制を予定していた。

 (１)「IT 教育企画・調査・研究部会」 

  ・本取組の有効性の評価：本取組が高専教育の向上に資する内容であるか。 

 (２)「コンテンツ開発部会」 

  ・次世代工学実験ｅラーニングシステム、次世代個別学生指導支援システム、次

   世代技術者英語学習システムの評価：開発されたシステムが高専教育に有益で

   あるか。 

 (３)「教材流通部会」 

  ・本取組で開発された次世代工学実験ｅラーニングコンテンツの評価：開発され

   たコンテンツが、全国の高専で流通され活用できるものであるか。 

 平成 23 年度に、高専 IT 教育コンソーシアムは、国立高専機構の教育・FD 委員会 

の ICT 活用教育専門部会に移行したために、新しい体制作りができておらず、上記の

評価は実際に行うことが、現段階でできていないが、平成 24 年度以降、その検証を

行い、この取組の成果として生まれた教育用ソフトの全国高専への普及を呼びかけて

いく予定である。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 当初の申請書に書かれていた「財政支援期間終了後の大学等における取組の展開の

予定」は、下記の通りである。 

 

 財政支援期間終了後も、この「スーパーＩＣＴ高専教育プロジェクト」を本校で継

続して行っていく。特に、導入された iPod touch は、学年が進行しても継続利用が

可能となるように維持していく。一方、新入生に対する対応としては、本取組の成果

が学内で十分に評価され、iPod touch が本校の教育課程において必要不可欠である

と判断された場合には、入学時の標準的な購入物品として保護者の理解を得て購入し

てもらう体制を確立する。 また、高専 IT 教育コンソーシアムに「スーパーＩＣＴ高

専教育プロジェクト」を全国の高専で展開していくためのワーキンググループを設置

し、高専の学生の自己成長力を加速する仕組み作りを継続して行っていくことができ

る体制とする。 

 

 上記の予定通り、導入した iPod touch を全学生に貸与する方式を平成 24 年度も維

持している。これは、卒業した学生に貸与していたものを整備して、新入生に貸与し

ているものである。また、iPod touch の iOS が Version 5 となり、各学生の管理が

可能になって、劇的に管理経費を削減することが可能となった。 

 また、全学生が iPod touch を使うようになって、高知高専 Gmail でのメールの情

報交換が活発に行われるようになった。このように自由自在に携帯情報端末が活用で

きるのは、高知高専のキャンパス無線 LAN が全学的に使えるようになっているところ

が大きい。今後、全国の高専で携帯情報端末による次世代 ICT 活用教育を展開してい

くためには、このキャンパス無線 LAN の充実が必須であると考えている。また、携帯

情報端末用の教育ソフトも多くの高専と連携して開発することにより、国立高専のス

ケールメリットを生かしていくことができると考えている。 

 前述のように、平成 23 年度に、高専 IT 教育コンソーシアムは、国立高専機構の教

育・FD 委員会の ICT 活用教育専門部会に移行したために、全国高専における取組が

遅れているが、メーリングリストを中心とした「高専モバイル ICT 活用教育研究会」

を、高知高専を中心として立ち上げる予定である。これによって、全国の高専におけ

る情報共有が可能となり、本取組の成果を全国の高専で共有できることになる。 

 なお、今後、長期スパンにわたって継続実施する上での課題や問題点としては、学

生へ貸与する iPod touch の寿命があげられる。特に、ソフトのアップデートができ

なくなった場合には、アップデートが可能な携帯情報端末の新規購入が必要である。

これについては、新入生対応としては、本取組の成果が学内で十分に評価され、iPod 

touch が本校の教育課程において必要不可欠であると判断された場合には、入学時の

標準的な購入物品として保護者の理解を得て購入してもらうことが可能となる。ま

た、上級生においては一括の個人購入も検討していく必要があると考えている。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
            本事業で開発された携帯情報端末(iPod touch)用のソフト 

      （全国の高等教育機関で自由にダウンロードして利用が可能）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本科生・専攻科生 900 人全員に携帯情報端末 iPod touch を貸与し、全教員が  
多機能情報端末 iPad2 を持ったモバイル ICT 活用教育を実現した。  

 Handout，RollBook，iCOCET のアプリを開発し、無料ダウンロードを可能とした。  
 モバイル ICT 活用教育の先進的な実践で多くのノウハウの集積が行われた。  
 モバイル情報端末による ICT 活用教育は、これからの世界の主流となっていくと  
考えられるので、本取組の成果の情報共有は重要である。  

 全国の高専で情報交換と情報共有ができる「モバイル ICT 活用教育研究会」を立  
ち上げ、教育アプリ・コンテンツ共同開発プロジェクトに発展させていきたい。  
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