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取 組 の 概 要 

中学校を卒業したばかりの早期よりグローバル化に対応した体験

重視型の専門教育を行うことで、グローバル社会での活躍が期待さ

れる若き技術者を育成することが本取組の目的である。そのため、

日本人教員と外国人教員が協力して行う授業やＦＤにより、日本人

教員のグローバル化への適応力を増進させ、互いの技術教育文化を

よく理解し、ものづくり教育と英語教育を統合した実践型教育「工

学・英語協同学習」を開発し実施した。 

 

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 

 本取組は、申請時の実施体制計画（図１）のとおり、ＦＤ専門員会による推進体制、

本校各種委員会によるマネジメント体制、海外提携校や企業等による支援体制を早期

に整え、21 年度後半より全学科全学年の実験・演習科目にて「工学・英語協同学習」

を開始することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．工学・英語協同学習実施体制 
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(２)取組の実施内容について 

 申請時に計画した全体スケジュールは図２のとおりである。22 年度のシンガポー

ル学生来校が先方の都合により見送られたこと、第３回シンポジウムと審査会の日程

を入れ替えたこと以外は、当初の計画通り実施できた。 

22 年度には、本校学生がシンガポール及びニュージーランドにて海外インターン

シップを経験、翌年には、シンガポールポリテクニク並びにニュージーランド国立オ

タゴ・ポリテクニクと相互に学生を派遣するプログラムに発展した。 

３年次１年間のオタゴ・ポリテクニク留学を経験した学生には、外国人教員による

座学の専門科目の履修や、外国人教員の下で卒業研究を行えるようにした。 

また、国際的にも通用する教育への発展を目標に、世界の著名大学等が加盟する工

学教育組織ＣＤＩＯのメンバーとなった。23 年度には、ＣＤＩＯ世界会議及びアジ

ア会議にて本校教育事例を発表するとともに、他校の取組より多くを学んだ。 

これらの影響もあり、１年から４年次の授業「創造実験・創造設計」における工学・

英語協同学習は、準備期、試行期、完成期と進むにつれ内容が醸成されていった。 

なお、本取組は本校教育改革のテーマであり、全教職員が関わっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３)社会への情報提供活動について 

 計３回のシンポジウム、23 年度の成果発表・公開審査会、中間報告書・成果報告

書の配布等を通じ、本取組の目的・目標、進捗状況、成果の発信に努めた。 

また、Ｗｅｂサイトを活用し活動内容を随時紹介した。 

 英語科目にも工学・英語協同学習が織り込まれ、「上級英語Ⅰ」では、４年生が教

師役となり、中学校へ出向き英語で工学の面白さを伝える授業を行った。学生たちは、

内容やコミュニケーション手段に工夫を凝らした。また、「上級英語Ⅱ」では、５年

生が地元企業の協力を得て、技術者にインタビューを行い英語の製品パンフレットを

作成した。外国人が理解しやすい言い表し方を探った。これにより、工学・英語協同

学習はユニークなＰＢＬとして注目されるようになった。 

 また、本校海外提携校からのインターンシップ学生の受入れや、石川工業高等専門

学校と共同開催した「技術系グローバル人材開発セミナー」を通じて、本取組を地元

企業に紹介することができた。 
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図２．工学・英語協同学習全体スケジュール 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組では、学生の達成目標を「卒業時に、主体的に外国人技術者と協力して業務

を遂行することができる」、教育の達成目標を「グローバル化時代に即した新たな教

育方法を開発・実施する」とした。 

本校入学生の多くは中学校時代より英語を苦手としている。そのため、６名の外国

人教員はユニークな少人数英会話授業を実施し“英語を好きにさせる”“外国人と話

すことに慣れさせる”ことから始めている。その効果もあり、専門科目では、英語が

不得手な学生も、図表や製作物、身振り手振りなどにて外国人教員とコミュニケーシ

ョンを図るなかで、英語に対する不安が少なくなっている。また、英語力の高い学生

は、外国人教員が単独で行う座学の授業や卒業研究を選び、専門分野において自らの

考えを英語で伝えられるようになった。さらに、海外インターンシップを経験した学

生は、目標である、主体的に外国人技術者と協力して業務を遂行する自信を得ること

ができた。全体的には、英語に対する苦手意識を持つ学生が多いのが現状だが、徐々

に本取組の成果が表れている。 

２年次の夏期休暇を利用した１か月の米国英語研修参加者数は、21 年度 36 名、22

年度 30 名、23 年度 30 名であった。単位認定を伴う３年次１年間のニュージーラン

ド留学者数は、21 年度 12 名、22 年度 15 名、23 年度 19 名であった。また、海外イ

ンターンシップには、22 年度に４年生３名と５年生２名が、23 年度に４年生３名と

５年生１名が参加した。22 年度、23 年度と各 1 名の学生が米国の大学に進学した。

両名ともＴＯＥＩＣは 900 点を超えている。また、グローバル情報工学科への入学志

願者が大幅に増えた。 

 全学生を対象とするアンケート調査結果（23 年度）からは、授業を通し「モノづ

くりの考え方や技術は身についていますか」という問いに対して「そう思う」「まあ

そう思う」と回答した学生は 69.5％であった。同様に「英語を聞く力」は 68.3％、

「英語を話す力」は 57.3％、「国際感覚」は 66.7％、「外国人との活動」は 75.4％が

肯定的であった。また、工学・英語協同学習の授業に対して「満足」「まあ満足」と

回答した学生は、21 年度は 64.1％、22 年度は 62.9％、23 年度は 71.3％であった。

学科別には、機械工学科の学生はものづくりへの興味が高く英語への興味は低い、グ

ローバル情報工学科の学生はその反対、電気電子工学科の学生は平均して興味を示し

ていた。 

 一方、教育の達成目標に関しては、23 年度は、卒業研究を除き、日本人教員と外

国人教員の協同による専門教育を３学科で計 25 科目実施した。外国人教員による少

人数英会話授業は 15 科目にて行われた。本校の外国人教員数は、専門教員が５名、

英語教員が６名で、専任教員全体の２割を占めている。 

 ＣＤＩＯに加盟したことが周囲の注目を集めるとともに、教職員の意識改革につな

がり、本取組に対しても具体的な改善案が議論されるようになった。 

海外インターンシップでは、海外提携校と共通のログブックを開発し、学生が、自

身の経験や獲得した能力を把握できるようにした。海外インターンシップは、本取組

の成果を測る重要な機会である。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 当初計画に、以下の評価及び改善・充実への取組を盛り込んだ。 

1)  本取組に関する評価は、法人本部ＣＳ室（学生及び教職員の満足度）、教務委

員会（授業態度や成績）、教育評価委員会（ＦＤの実施状況）、創造技術教育研究

所（論文・発表）から提出される定量的・定性的データを教育評価委員会が取り

纏め、学務委員会に報告する。そこで改善の必要性が認められた事項については、

運営委員会など各委員会に伝えられ、改善或いは計画の見直しが求められる。見

直された計画は、再度学務委員会にて審議された後、実施へ移すことにする。 

2)  毎年シンポジウムを開催し、本取組の改善を図る。23 年度には公開審査会を

開催し、本取組の成果（シラバス、授業の様子、学生の成果、ＦＤの内容と成果、

出前授業等の成果、教育研究発表論文等）に対する意見を伺い、その結果を報告

書に記述し広く公開する。 

本取組の目的が、「グローバル社会での活躍が期待される若き技術者の育成」にあ

ることから、日本人としての素養、英語によるコミュニケーション能力、異文化に対

する理解、新しい価値を生み出せる創造力・技術力を、学生がどのくらい身につけた

かを把握し評価しなければならない。本取組を実施する中で、多くの教員が評価の難

しさを感じることとなった。 

ＣＳ室が、「授業アンケート調査」及び学生・教職員・卒業生・企業を対象とする

「総合アンケート調査」を実施し、本取組への満足度や改善意見、属性による意見の

違い等を分析し、報告会を開き全教職員に状況を説明した。本取組に対する全学生の

満足度を 75％までに上げることが当面の目標である。 

教務委員会は、英語能力の向上度を把握するため、23 年度に、全校統一英語テス

トを実施した。各学年の平均点は、１年 48.4 点、２年 53.4 点、３年 58.8 点、４年

64.9 点、５年 58.7 点であった。学科別では、電気電子工学科 54.0 点、機械工学科

51.2 点、グローバル情報工学科 65.3 点であった。今後、５年間の伸び率を上げ教育

付加価値を高めることを目標とした。そのため、同テストを毎年１回以上実施するこ

とが決定している。 

 成果発表・公開審査会では、本取組全般に対して審査員全員が高評価を示されたが、

情報発信力の点では更なる努力が求められた。高専は、学校数の少なさから一般的に

見えにくい存在であり、本取組を契機に高専の認知度を向上してほしいとの期待を込

めた意見であった。 

 専門教育においては、ＣＤＩＯのフレームワークを用いて教育内容の改善を図り、

12 の基準すべてで３以上の評価を得ることを目標としている。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

本取組は 23 年度で終了を迎えたが、今後も本校の事業として継続して実施する。

 

海外提携校との強い協力関係と留学制度、英語を母国語とする教員多数の在職、併

設校である金沢工業大学とのキャンパスの共有と編入学制度、ものづくり出前授業及

び英会話出前授業の実績、就職・インターンシップ・実践型人材育成事業等による企

業との連携、ＣＤＩＯへの加盟などから、本取組を継続する環境が整っている。 

また、地域産業界のグローバル化対策への支援につながる点からも、大いに意義が

ある取組である。 

これらより、本校は、財政支援期間終了後も本取組を継続し、本校と地域社会の発

展を目指すことを教職員全員が認識しており、継続への意欲も高い。 

今後は、ＣＤＩＯを通じて、本校の国際的活動をより活発化させていく。とくにア

ジア地域の教育機関との連携を深め、学生プロジェクトや海外インターンシップによ

る交流の輪を広げていきたいと考える。 

  

なお、工学・英語協同学習がすでにカリキュラムに浸透しており、海外インターン

シップについても道筋がついたことから、財政的にも続けていけると考える。 

外国人教員を多数雇用することによる人件費については、近年の本校への入学志願

者数の増加を鑑みれば、経費的リスクを負ってでも外国人教員の雇用を維持すべきと

の判断がある。 

海外の教育機関との交流がますます活発になると予測されるが、効果的な予算配分

を検討し、ＴＶ会議システムを活用するなどにより効率的に実施していく。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル化が急進する社会にあって、本校は、「工学・英語協同学習の推進による

グローバル化に即した実践型技術者養成教育の開発と実施」を教育改革の目標とし、

図３の教育環境を整備した。 

 工学・英語協同学習の目的は、中学校を卒業したばかりの早期よりグローバル化に

即した体験重視型の専門教育を実施することで、グローバル社会での活躍が期待され

る若き技術者を育成することにある。そのため、日本人教員と外国人教員との協同に

よる授業とＦＤを行うことにより、日本人教員のグローバル化への適応力を増進させ、

併せて外国人教員が育った技術教育文化と日本の技術教育文化を互いによく理解しあ

い、グローバル化に即した実践型技術者養成教育を開発し実施した。 

 本取組では、学生の目標を「卒業時に、主体的に外国人技術者と協力して業務を遂

行することができる」に、教員の目標を「グローバル化に即した新たな教育方法を開

発・実施する」に置いている。 

本取組とその成果は、他の技術系高等教育機関や、グローバル化を目指す地元企業

にとっても参考になると考える。 

 

 

 

 

 

 

図３．本取組の全体像 
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