
第３章 平成２１年度自主を促す工学技術者キャリア教育の取組結果 

第１節 平成２１年度の取組目的、事業実施計画・内容および期待される成果 

（１）取組目的 

本事業の本年度の目的は，「教えてもらう学習」ではなく「自ら学び考える学習」の仕組

みを準備し，段階的に実施に移すことで，学生の自主的学習姿勢を育み，キャリア・ディ

ベロップメントに向けた学習を支援する体制の構築である。このため，本事業を 継続実施

してＰＤＣＡサイクルを働かせる学部の実施および点検評価の体制を整備する。また，正

規授業では，課題探求能力や工学デザイン力を育てる実験実習の準備と試行改良を，課外

学習・活動では資格支援公開講座，工学技術者知識講座，ｅ－ラーニングシステムなど自

主学習を行える学習環境整備と試行的実施を行う。 

 

（２）事業実施計画・内容および期待される成果 

① １１月 教育実践推進センターに事業推進委員会の設置，教育研究支援室の拡充 
内容  教育実践推進センターに各学科等委員を加えた事業推進委員会を設置して実施組

織とする。教育研究支援室にパートの事務補佐員２人を雇用して事業推進事務に当

てる。 
期待 
成果 

 事業推進体制を確立でき，一部の教職員の実施ではなく，工学部全体の教育改善

活動として定着させることができる。 
 

② １１月 キャリア教育ＦＤ研修会の開催および外部研修会等への教員派遣 
内容 工学部を中心に本学教職員を対象としたキャリア教育ＦＤ研修会として「第３回宮

崎大学専門職・技術者倫理教育ワークショップ」を開催する。 
期待 
成果 

 キャリア教育ＦＤ研修会の開催を継続することで，キャリア教育に本学教員が主

体的に関与する意欲と知識を獲得でき，キャリア教育プログラムを学内で継続する

体制へと移行しやすくなる。 
 

③ １２月 本事業のホームページ作成および学生への周知 
内容 本事業のホームページを専門業者に委託して作成し，また，本事業の紹介用パンフ

レットを作成する。ＨＰおよびパンフレットにより学生への事業内容の周知を図る

とともに，県内の関係する企業等にパンフレットを送付して事業を紹介する。 
期待 
成果 

 本事業のホームページは事業目的の学生への周知を図ると共に学生の取組参加を

促す目的で開設すると同時に，県内外の企業等に本事業を周知する効果も高い。パ

ンフレットも同様の効果を狙っている。 
 

④ １２月 工学技術者知識講座の実施開始 
内容 工学技術者知識講座として技術者に必要な法令遵守，倫理，リスク管理，環境保全，

コミュニケーション能力などを地域企業から招聘した講師による課外講座（１回９

０分間程度）として実施する。２月までに５回を実施予定である。 

29



期待 
成果 

 正規授業で教える工学専門知識・技術の枠で収まらない，技術者に必要な法令遵

守，倫理，リスク管理，環境保全，コミュニケーション能力などを課外講座で自主

学習することで，企業で必要な専門分野以外の素養を身につけた優れた技術者が育

つ。 
 

⑤ １２月 学生によるライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）の作成 
内容  ライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）のフォーマットを作成し，数

学科の学生にライフ・プランニング・シートを実際に作成してもらい，アンケート

による意見聴取でシートの改良を本年度中に終え，平成２２年度４月から本格実施

する。 
期待 
成果 

 ライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）の作成で，学生が自分の将来

を見つめ，自ら学ぶ意義を見いだし，自主学習を積極的に行う動機になる。 
 

⑥ ２月  ｅ－ラーニングシステムの導入と試験運用 
内容  講義ビデオとプレゼンテーション教材が同時にインターネット経由で視聴できる

ｅ－ラーニングシステムを導入し，主として工学技術者知識講座での講義をライブ

ラリーとして蓄積し，平成２２年度から学生がアクセスして自主学習できるように

する。毎年度教材を蓄積して充実する。 
期待 
成果 

 工学技術者知識講座の講義を受けた学生だけに止めないで，講義を教材ライブラ

リーとして蓄積していくことで，学生がキャリア教育を自主学習できる貴重な講義

を増やす効果は毎年実績を経るごとに増大する。 
 

⑦ ２月  キャリア・ディベロップメント証明書のデータベースの導入と試験運用（学

生データの一部入力） 
内容  キャリア・ディベロップメント証明書の仕様を策定して，データベースとして蓄

積するコンピュータシステムを導入する。本年度はデータ蓄積のシステムを試験運

用し，一部学生のキャリア・ディベロップメント・データを入力しながらシステム

改善を図る。 
期待 
成果 

 キャリア・ディベロップメント証明書が複数ある取組のキーとなるもので，学生

の自主学習・活動の全ての記録をデータベース化し，進学や就職の必要時に大学が

発行することで，学生に自主学習の目標を持たせ，継続する力を生むことが可能に

なる。 
 

⑧ ３月  基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 
内容  基礎化学実験，基礎物理学実験および学科専門実験の一部で課題探求型実験テー

マの導入と雇用学生による試験実施による改良を行い，平成２２年度当初から新シ

ラバスでの実験を開始できるようにする。残りの学科専門実験は平成２２年度に改

良を図る。 
期待 
成果 

 基礎化学実験，基礎物理学実験および学科専門実験は実験技術を学ぶ点に重点が

置かれていたが，それぞれの実験で学生が主体で考え行う課題探求テーマを一部に

取り入れることで，学生の自主的な学習意欲を高める効果が期待される。 
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⑨ ３月  工学デザイン実習の実施 
内容  工学デザイン実習を新設するために，実習内容を新たに設計し，機器を揃えて，

ＴＡによる予備実験ののち，３月に工学デザイン実習への参加希望者を募って１週

間程度の期間で実習を集中実施する。本年度は数テーマで実施し，平成２２年度に

新テーマも加えて本格的に実施する。 
期待 
成果 

 工学デザイン実習は実験マニュアルを用意しないで，テーマと材料を与えて，チ

ームで考え，解決することを試行錯誤で行う過程で工学センスやデザイン力を身に

つける効果がある。 
 

⑩ ３月  キャリア教育アドバイザーを委嘱，キャリア教育アドバイザー会議の実施 
内容  企業関係者・県産業アドバイザーなどから５人程度にキャリア教育アドバイザー

を委嘱する。キャリア教育アドバイザーと実践教育推進センター事業推進委員会委

員からなるキャリア教育アドバイザー会議を３月に開催し，次年度開始するエグゼ

クティブ・プロフェション・インタビュー，長期インターンシップなどへの指導・

協力を願う。 
期待 
成果 

 キャリア教育アドバイザーの協力で企業の協力を得て実施する取組を可能にでき

る。企業経験者の立場からキャリア教育プログラムの改善のアドバイスを受けられ

る。 
 

⑪ ３月  プログラム実施報告書および自己点検評価報告書の作成，外部評価委員会の

開催 
内容  プログラム実施報告書および自己点検評価報告書を作成し，外部評価委員会を開

催して次年度に向けた事業内容の点検評価・改善を行う。 
期待 
成果 

 事業内容のＰＤＣＡサイクルによる評価・改善の最も重要なステップとなる。 
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第２節 取組結果 

 本年度の取組成果を第１節で述べた取組計画の順に従って、個別の取組ごとに報告する。

自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムでは、プログラム番号を用いて

取組項目分類を行っており、個別の取組項目報告書にプログラム番号を記している。プロ

グラム番号と取組項目は以下のように対応している。全ての取組項目を本年度実施するわ

けではないので、以下の報告書内容で言及しない取組項目があることに注意願いたい。 

 

プログラム番号 取組項目 
①-1 ライフ・プランニング・シート【新】 
①-2 学習目標達成度自己評価シート【新】 
①-3 クラス担任のＧＰＡに基づく履修指導【改良】 
②-1 基礎物理学実験・基礎化学実験 

【改良】 
②-2 専門実習・実験【改良】 
②-3 工学デザイン実習【新】 

（各学科の選択科目 1 単位，工学デザイン実習ⅠおよびⅡを設定） 
③-1 長期インターンシップ【改良】 

（選択科目「工場実習」の単位） 
③-2 卒業研究テーマ募集による卒業研究【改良】 
④ エグゼクティブ・プロフェッション・インタビュー【新】 
⑤-1 補習授業の強化【改良】 
⑤-2 数学，物理，化学などの自主学習グループ形成【新】 
⑥ 工学技術者知識講座（環境，安全，倫理の学習教材開発を含む）【新】 
⑦-1 資格取得支援公開講座【改良】 
⑦-2 ｅ－ラーニングシステム【改良】 
⑧ キャリア・ディベロップメント証明書【新】 
⑨ 教員のキャリア教育担当能力を向上するＦＤ 

⑩ 学生支援・教育支援の事務強化 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ① 

交付申請書 取組項目 
教育実践推進センターに事業推進委員会の設置 

教育研究支援室の拡充 

キャリア教育事業推進員会の設置 

教育研究支援室キャリア教育担当の事務補佐員雇用 

プログラム分類 ⑩ 学生支援・教育支援の事務強化 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 実践教育推進センターを拡充し，キャリア教育プログラムの企画・実

行組織の主体とする。 

取組概要 実践教育推進センターを中心に以下の取組を実施する。 

教育実践推進センターに各学科等委員を加えた事業推進委員会を設

置して実施組織とする。 

センターの各部門（基礎教育支援部門，特色ある教育部門，実践型技

術者教育部門およびキャリア形成支援部門）でキャリア教育プログラム

企画案を作成し，実施分担計画を策定する。 

期待する成果  事業推進体制を確立でき，一部の教職員の実施ではなく，工学部全体

の教育改善活動として定着させることができる。 

主取組担当者 キャリア教育事業推進委員会委員長（工学部長、実践教育推進センター

長） 

大坪 昌久 

副取組担当者 事業推進責任者（キャリア教育事業推進委員会副委員長） 

松下 洋一 
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１．取組実施内容 

１－１．キャリア事業推進委員会の設置 

（１）キャリア事業推進委員会設置までの経緯 

１）実践教育推進センター長 中澤 隆雄 工学部長より９月１４日に、工学部よりの申

請プログラムが採択された報告と事業推進委員の選出を下記文面で各学科に依頼した。

下図のような組織で事業推進を図ることを説明した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成 21 年 9 月 14 日 
学科長 各位 
教職員 各位 

実践教育推進センター長 中澤 隆雄 
 
文部科学省 平成２１年度大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラム【テーマＡ】「自

主を促す工学技術者キャリア教育プログラム（平成２１～２３年度）」の採択の報告及びプログラム

推進委員の選出依頼 
 
文部科学省 平成２１年度大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム【テ

ーマＡ】の募集に対して、全国３３５大学から５０５件の応募があり、７４大学７５件が

選定採択されました。国立大学では２４大学２５件が採択されましたが、宮崎大学工学部

実践教育推進センターが中心となって申請した「自主を促す工学技術者キャリア教育」が

その中に入りました。後学期から本案件の教育プログラムの推進を図る必要がありますが、

実践教育推進センターのみでの実施は不可能で、各学科および各種委員会のご協力を得て、

取組を進める所存です。添付の PDF ファイルが「自主を促す工学技術者キャリア教育」の

申請書です。本年度に実施する必要がある取組は、学生への本プログラムの周知を行う目

的で作成しました「自主を促す工学技術者キャリア教育プログラム（平成２１～２３年度）

の紹介」の PDF ファイルの中で説明していますので、ご一読下さい。 
 学科および事務組織から各１名のプログラム推進委員を選出願い、実践教育推進センタ

ーに「プログラム推進ワーキング・グループ」を設置させていただき、実施体制を整えた

いと考えます。緊急に推進を図る必要があることから、実践教育推進センターの規則等の

改正に先立ち、委員の推薦をしていただく措置をご了承下さい。 
 つきましては、９月３０日（水）までに学科および事務組織からのプログラム推進委員

１名を選出してご報告下さい。なお、学科からの選出委員は教授または准教授としていた

だくよう希望いたします。 
以上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

２）実践教育推進センター長 大坪 昌久 工学部長より１０月６日の学科長会で「自主

を促す工学技術者キャリア教育プログラム」採択の報告と事業への協力依頼がなされた。

事業推進責任者である実践教育推進センターキャリア形成支援部門の松下 部門長より、

下の文書により自主を促す工学技術者キャリア教育プログラム及びキャリア教育事業推

進委員会の概略説明が行われた。学科長会で委員選出を早期に行うことを確認した。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２００９年１０月６日 
自主を促す工学技術者キャリア教育プログラム及びキャリア教育事業推進委員会の概略説

明 
 

１．プログラムの実施計画での実施体制（案）の説明 
 大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラムに交付内定されてお

り，実践教育推進センターの下に「キャリア教育事業推進委員会（仮称）」を設置して，平

成２１年度に予定される SCE プログラムの取組事項を早急に実行に移す必要がある。取組

予定内容は１０月２日に文科省に提出した大学改革推進事業調書に記載していますので参

照願います。 
２．キャリア教育事業推進委員会の新設の提案 
（１）事業の推進体制とキャリア教育事業推進委員の役割 
 キャリア教育事業推進委員会は，事業の全体的な推進企画（取組計画，予算計画，広報

計画，他の委員会や外部機関との事業連携企画・調整，取組経過・結果の集約，自己点検

評価，外部評価）を担当します。実践教育推進センター４部門は，計画されたそれぞれの

取組を具体的に実施するための企画・調整・実施状況把握，実施結果の取りまとめを担当

します。また，実践教育推進センターに企業等から５名程度のキャリアアドバイザーを委

嘱し，キャリアアドバイザー会議を開催し，事業の進め方や個々の取組にアドバイスを受

け，意見交換を行います。 
 キャリア教育事業推進委員（事務部より選出の委員を除く）は，実践教育推進センター

の４部門の部門員を兼務してもらいます。各部門は，取組の企画・調整および取組の実施

を各学科，委員会，部署等に働きかける役目をするので，事業推進委員にも部員として協

力をお願いします。事業推進委員会は委員長の下で１２名の委員で構成されます。 

実践教育推進センター

基礎教育支援
部門

補習授業の強化

数学，物理，化学などの自主学習
グループ形成

実践型技術者
教育部門

基礎物理学実験・基礎化学実験
専門実習・実験
工学デザイン実習

特色ある教育
部門

長期インターンシップ

卒業研究テーマ募集による卒業研
究
ｅ－ラーニング学習システム

キャリア形成
支援部門

ライフ・プランニング・シート
学習目標達成度自己評価シート
工学技術者知識講座
資格取得支援公開講座
ｅ－ラーニング学習システム
キャリア・ディベロップメント証明書

キャリア教育事業推進委員会

委員長（センター長）
事業推進委員会委員（８名）

学科選出委員（６名）
事務部選出委員（１名）
技術センター選出委員（１名）

実践教育推進センター部門長（４名）

事業の取組計画
事業の予算計画
事業の周知・広報
取組の企画・調整
事業の自己点検評価
事業の外部評価

キャリアアドバイザー会議

［キャリア教育コーディネータ（H22より
採用？）］
キャリアアドバイザー（企業等より５名）

エグゼクティブ・プロフェッション・インタ
ビュー
キャリア教育FD研修会
（工学技術者知識講座）

→ 事業推進委員会委員が部門員として参加
← 部門長（４名）が委員会構成員

教育研究支援室
事業担当の事務職員（パート）採用

教育研究支援技術センター

工学部の関連委員会等
ＦＤ委員会，教務委員会，クラス担任（会議），就職担当
技術者倫理ＦＤ懇話会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（２）キャリア教育事業推進委員会の設置 

 １０月中旬までに各学科選出委員６名および教育研究支援技術センター１名の推薦

を受けて、キャリア教育事業推進委員会の構成員が決定した。実践教育推進センター

の下に「自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）」プログラムの企画運営組織と

してキャリア教育事業推進委員会を設置する組織案とした。キャリア教育事業推進委

員会は実践教育推進センター長（学部長）が兼務することにした。実践教育推進セン

ターの４部門がキャリア教育事業の推進組織となり、部門員は事業推進委員会委員が

分かれて所属することになった。１１月１６日開催の第１回実践教育推進センター運

営委員会・キャリア教育事業推進委員会合同会議で下のような組織体制が了承された。

なお、委員会規定は、１１月開催の工学部教授会で議題として承認された。 

１）キャリア教育事業推進委員会と関連委員会の組織図 

 
 

２）キャリア教育事業推進委員会と関連委員会の構成員 

① 実践教育推進センター会議 
センター長 大坪 工学部長 
部 門 長 大塚，岡部，横田，松下 
基礎教育支援部門ワーキング・グループ長 矢崎（数学）、森（物理）、湯井（化学）、

長瀬（工業） 
センター事務担当：庶務係 中村係長 
 

② キャリア教育事業推進委員会 
委員長  大坪 学部長 
副委員長 松下 事業推進責任者 
委員 

実践教育推進センター部門長：大塚，岡部，横田，松下 

実践教育推進センター 
（センター長） 

基礎教育支援

部門 
（部門長） 

キャリア事業

推進委員会 
（委員長） 

キャリア形成

支援部門 
（部門長） 

特色ある教育

部門 
（部門長） 

実践型技術者

教育部門 
（部門長） 

ワーキング・ 
グループ 
（WG 長） 

キャリア教育アドバイザー会議 
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学科・教育研究支援技術センター選出委員：西岡，白上，迫田，関戸，河村，坂

本，相川 
委員会事務担当：教務厚生係 徳留係長 

 

③ 実践教育推進センター部門へのキャリア教育事業推進委員の所属 

部門 部門長 部門員 
基礎教育支援部門 大塚（材物・数学） 白上（物環） 
実践型技術者教育部門 岡部（機械） 河村（機械），西岡（材物） 
特色ある教育部門 横田（電電） 迫田（電電），関戸（土木） 
キャリア形成支援部門 松下（物環） 坂本（情報），相川（技術センター） 

④ 実践教育推進センター部門の事業推進の担当取組 
部門 事業推進の担当取組 
基礎教育支援部門 補習授業の強化，数学，物理，化学などの自主学習グループ形成 
実践型技術者教育部門 基礎物理学実験・基礎化学実験，専門実習・実験の改良，工学デ

ザイン実習の実施 
特色ある教育部門 長期インターンシップ，卒業研究テーマ募集による卒業研究，ｅ

－ラーニング学習システム 
キャリア形成支援部門 ライフ・プランニング・シート，学習目標達成度自己評価シート，

工学技術者知識講座，資格取得支援公開講座，キャリア・ディベ

ロップメント証明書，ｅ－ラーニング学習システム 

 

３）各学科のプログラム取組担当者 

取組 細目 担当者（学科） 
課題探究型基礎・専門実

験 
基礎物理学実験 宮城（材物） 
基礎化学実験 湯井（物環） 
材料物理学実験 松田（材物） 
物質環境化学実験 塩盛（物環） 
電気電子工学実験 穂高・迫田（電電） 
情報工学特別演習 阪本（情報） 

工学デザイン実習 材料物理工学関係 宮城（材物） 
物質環境化学関係 塩盛（物環） 
電気電子工学関係 碇・前田（電電） 
機械システム工学関係 デン（土木） 

 

 

（３）キャリア教育事業推進委員会の開催 

 キャリア教育事業推進委員会は２月までに３回を開催して、事業の推進と次年度事業計

画の審議を中心に行った。以下に委員会議事録を掲載する。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１）第１回実践教育推進センター運営委員会・キャリア教育事業推進委員会合同会議 
日時：平成２１年１１月１６日（月）１６：４０～１８：１０ 
場所：工学部中会議室 
出席者：大坪 委員長，大塚，岡部，横田，松下，白上，関戸，河村，坂本，相川 
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報告 

１．大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム「自主を促すキャ

リア教育」採択までの経緯（資料１，２，３） 

 実践教育推進センターキャリア形成支援部門長（松下）より，プログラムの申請，採択

の経緯の概略説明があった。 

 

議 題 

１．キャリア教育事業推進委員会規程                （資料４） 

 規程案を検討し基本的な骨子が了承された。規程の書式等を後日修正の上で，学科長会

および教授会に諮って承認の手続きを取る。キャリア教育事業推進委員会の委員長は実践

教育推進センター長が当たる。 

２．キャリア教育事業推進委員会副委員長の選出              

 委員長より松下委員を副委員長とする提案があり，了承された。 

３．実践教育推進センター運営委員会４部門の役割分担とキャリア教育事業推進委員の部

門所属 

                                 （資料５） 

 実践教育推進センター４部門がキャリア教育事業を中心に実施する体制を取るため，キ

ャリア教育事業推進員が４部門に所属して，事業推進に協力することで了承された。 

４．本年度事業実施計画概略と予算執行案        （資料１，３，６，７） 

 松下副委員長より，補助金申請資料により本年度実施内容とその経費計画が説明された。

本年度計画についての方向性に同意が得られた。 

５．教育研究支援室に採用する事務補佐員の提案           （資料８） 

 １２月１日よりプログラム経費で２名のパート事務職員を雇用して，プログラム実施の

事務補佐にあたる計画であることが説明され，了承された。 

６．各学科執行予算案および会計処理方法              （資料９） 

 実験・実習の改良および工学デザイン実習新設などで必要な各学科から計上された経費

内容が報告され，今後各学科の担当者に交付される経費計画を連絡し，見積書を取ってい

ただき，予算執行に入ることになった。 

７．高校周知，在校生およびホームページ用プログラム案内案    （資料１０） 

 高校等へ周知するパンフレット用並びにホームページ掲載用のプログラム案内案が説明

され，了承された。 

８．Ｈ２２年度事業計画案の検討依頼              （資料なし） 

 Ｈ２２年度事業計画の申請が１～２月には必要であるとの説明がされ，各部門が担当す

る部分を今後分担計画することになった。 

 

９．その他 

 次回キャリア教育推進委員会開催については必要に応じて開催の日程調整をすることで

了承された。 

 

＜委員会構成員＞                                                               

委員長：大坪 学部長 
実践教育推進センター部門長兼キャリア教育推進委員：大塚，岡部，横田，松下 
学科および教育研究支援技術センターからの選出キャリア教育推進委員：西岡，白上，迫

田，関戸，河村，坂本，相川 
 
委員会事務担当：教務厚生係 

以上 
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２）第２回キャリア教育事業推進委員会 
開催日時：１２月２１日（月）１５：００～１６：３０ 
開催場所：中会議室 
出席予定者：大坪（委員長）、松下、大塚，横田、西岡、白上、迫田、関戸、河村、坂本、

相川、徳留（委員会事務担当） 
欠席：岡部 
 
報告 
１）教育研究支援室キャリア教育担当の紹介 
２）第３回専門職・技術者倫理ワークショップの開催結果報告 
 下記の日程で開催し，教員１５名，学生１０５名の出席があった。 
  共催：宮崎大学技術者倫理ＦＤ懇話会・工学部実践教育推進センター・工学部ＦＤ委

員会 
日程：１１月２５日（水）１３：００－１７：００ 
場所：宮崎大学工学部 総合研究棟（Ｄ棟）２階 プレゼンテーションルーム 

３）プログラム案内用のパンフレット作成について 
 パンフレットを作成中で１２月中に完成し，１月に学生に配布する。 
４）プログラムのホームページの作成について 
 ホームページの作成を業者に依頼した。１月末に完成のスケジュールである。 
５）ｅ－ラーニングシステムおよびキャリア・ディベロップメント証明書発行システムの

選定の進捗状況 
 両システムの機種選定および役務でのシステム構築委託を進めている。途中経過を報告

した。 
６）工学技術者知識講座について 
 ２月に実施予定で講師を選任中である。 
７）予算執行状況 
 設備・備品費の執行を行えるようになったので，早期に発注を各委員に依頼した。 
 
議題 
１）キャリア教育事業推進委員の実践教育センター４部門への所属について 
 原案通りの所属案を了承した。 
２）４部門を中心とした事業分担の確認について 
 取組を実践教育推進センター４部門に分担する案を了承された。 
３）平成２１年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」への参加者について 
 参加者を現が申し出がある３名で決定した。 
４）学生へのプログラム内容の周知方法について 
 キャリア教育事業推進委員が各学科を分担して，１，２年生へパンフレットを配布して

説明することになった。 
５）平成２２年度実施の事業の計画およびその経費について 
 １月～２月に次年度申請書を提出することになるので，各部門で準備をする計画で進め

ることになった。 
以上 

 
３）第３回キャリア教育事業推進委員会 
開催日時：２月１日（月）１６：３０～１７：３０ 
開催場所：中会議室 
出席者：大坪（委員長）、松下、大塚，横田、岡部、西岡、白上、関戸、河村、坂本、相川、

徳留（委員会事務担当） 
欠席：迫田 
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【報告事項】 
１．平成２１年度の事業での取組事項と成果について 
松下副委員長より事業実施経過について以下のような報告があった。 

計画 実施結果 
① １１月 教育実践推進センターに事業

推進委員会の設置，教育研究支援室の拡充 
② １１月 キャリア教育ＦＤ研修会の開

催および外部研修会等への教員派遣 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ １２月 本事業のホームページ作成お

よび学生への周知 
 
 
 
 
④ １２月 工学技術者知識講座の実施開

始 
 
⑤ １２月 学生によるライフ・プランニン

グ・シート（ポートフォリオ）の作成 
 
 
⑥ ２月  ｅ－ラーニングシステムの導

入と試験運用 
⑦ ２月  キャリア・ディベロップメント

証明書のデータベースの導入と試験運用（学

生データの一部入力） 
⑧ ３月  基礎実験・専門実験の課題探求

型テーマへの改良 
⑨ ３月  工学デザイン実習の実施 
 
⑩ ３月  キャリア教育アドバイザーを

委嘱，キャリア教育アドバイザー会議の実施 
 
⑪ ３月  プログラム実施報告書および

自己点検評価報告書の作成，外部評価委員会

の開催 

①事務補佐員２名を雇用（12 月 1 日～3 月 31 日） 
 
②研修会・講演会及び教職員派遣 
・第 3 回専門職・技術者倫理ワークショップ（11
月 25 日（水）１３：００－１７：００） 

・大学教育改革プログラム合同フォーラム（1 月 7、
8 日、東京ビッグサイト、3 名参加） 

・九州工業大学教育改革シンポジウム（1 月 19 日

（火）、福岡、１名） 
・技術者倫理ＦＤ懇話会講演会（１月２５日（月）、

熊本高専 小林 氏） 
・三次元プリンタ技術講習会（１月２７日（土）、

大阪、１名） 
③パンフレット及びホームページ 
・学生および教職員プログラムパンフレット配布

（１月中旬から１月末までに終了） 
・高校へのパンフレット配布 約３５０部（１月１

８日、センター試験後） 
・ホームページの公開（１月２９日（金）） 
④工学技術者知識講座（２月１８日（木）～２０日

（土）、９０分間講座×５回）を計画 
 受講受付中 
⑤ライフ・プランニング・シートの説明と記入用紙

を試作、物質環境化学科１，２年生約１５０名に配

布、試行実施中、記入後アンケートを回収・分析予

定 
⑥ｅ－ラーニングシステムの機種選定委員会で機

種選定（１月１１日（月）に終了） 
⑦キャリア・ディベロップメント証明書のシステム

構築委託先を決定（１月２５日（月）終了） 
 
⑧設備・備品及び消耗品の発注終了、学生雇用で２

～３月に試行実験を実施計画（報告書必要） 
⑨工学デザイン実習を３月５日（金）～１２日（金）

で計画、参加者募集中（３テーマ） 
⑩計画変更、キャリア教育アドバイザー会議は開催

せず、アドバイザー委嘱のみ：知識講座講師に委嘱

の予定 
⑪自己点検評価及び外部評価 
・３月１５日（月）までに事業報告書原案を作成完

了、自己点検評価委員会（実践教育推進センター担

当）を開催 
・外部評価委員会（３月１８日（木）１３：００－

１６：００） 
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２．平成２１年度のこれまでの予算執行状況について（１月２９日 現在） 
 松下副委員長より、予算の執行状況について以下の報告があった。適正で速やかな執行

に協力を各委員に依頼した。 
 
【議題】 
１．平成２２年度申請のキャリア教育事事業計画・予算案への修正・改善および内容決定

（別紙資料１） 
 大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム「自主を促す工学技

術者キャリア教育（宮崎大学）」の平成２２年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）

調書の原案が、プログラム推進責任者の松下委員より示され、審議の結果認められた。経

費予算の調整など最終的に提出する調書までの変更は松下委員に一任することが決まった。 
２．キャリア教育事業についての平成２１年度実施項目の自己点検評価および外部点評価

の計画について【別紙資料２】 
 別紙資料２に従って、松下副委員長より自己点検評価および外部点評価の計画が説明さ

れた。３月中旬に外部評価委員会を開催する計画が了承された。 
以上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１－２．教育研究支援室の拡充：事務補佐員２人のパート雇用など 

 １０月２７日に交付申請書を文部科学省に提出した後、１１月から事務補佐員２人

の採用に向けた手続きに入った。候補者の絞り込みを１１月中旬までに終えて、採用

手続きを進め、１２月１日付けで教育研究支援室キャリア教育担当としてプログラム

専任業務を行う事務補佐員を採用した。また、キャリア教育プログラム用の掲示板な

どの整備を実施した。 

 

２．実施成果 

１）学部教育改革を進める実践教育推進センターに、新たに本事業の推進組織として「キ

ャリア教育事業推進委員会」を設置して、工学部全体で事業を進める体制を整えた。 

２）教育研究支援室にキャリア教育担当の事務補佐員２人を採用することで、事業の事務

を円滑に行える方法を整えた。 

 

３．自己点検評価 

１）取組目的である「実践教育推進センターを拡充し，キャリア教育プログラムの企画・

実行組織の主体とする」を、キャリア教育事業推進委員会の設置で達成できた。 

２）教育研究支援室キャリア教育担当で経費会計処理や取組実施の事務支援を行い、事業

推進を円滑に実施できた。 

３）実施時期では、キャリア教育事業推進委員会の設置は計画通りであったが、キャリア

教育担当事務補佐員採用は１１月の当初予定が１２月へ１ヶ月間ずれ込んだ。ただし、
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経費予算の執行が始まったのは１２月であったので、１１月に事務補佐員が不在であっ

た影響は極少なかった。 

 

４．参考資料 

キャリア教育事業推進委員会規程 

宮崎大学工学部キャリア教育事業推進委員会規程 
平成21年 12月 15日 

制     定 
（設置） 
第１条 宮崎大学工学部実践教育推進センター（以下「推進センター」という。）に、大学教

育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム「自主を促す工学技術者キャ
リア教育」事業（以下「事業」という。）の推進を図るため、宮崎大学工学部キャリア教
育事業推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 
（任務） 
第２条 委員会は、次に掲げる任務を行う。 
(1) 事業に関する企画及び実施に関すること。 
(2) 事業に関する予算計画，執行及び決算に関すること。 
(3) 事業の取組に係わる他の委員会等間の調整に関すること。 
(4) 委員会の自己点検評価に関すること。 
(5) 委員会の外部点検評価に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 
(1) 推進センター長 
(2) 推進センター各部門長 
(3) 各学科から選出された教員各１人 
(4) 工学部教育研究支援技術センターから選出された技術職員１人  
(5) その他委員会が特に必要と認めた者 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は推進センター長をもって充て，副委員

長は委員長が指名する者とする。２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。３ 副
委員長は委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代行する。 

 
（議事） 
第５条 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立する。 
 
（委員以外の出席） 
第６条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 
 
（事務） 
第７条 委員会の事務は、工学部教務厚生係において処理する。 
 

附 則 
１ この規程は、平成21年12月15日から施行する。 
２ この規程は、平成 24 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 

 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ② 

交付申請書 取組項目 
キャリア教育ＦＤ研修会の開催および外部研修会等への教員

派遣 

キャリア教育ＦＤ研修会の開催および外部研修会などへの教員派遣 

プログラム分類 ⑨ 教員のキャリア担当能力を向上するＦＤ 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 キャリア教育を推進するためには、教職員のキャリア教育に関連する

知識・技能の修得が重要で、外部講師にばかり依存しない自律的な教育

ができる教育体制を順次構築する必要がある。このため、教職員のＦＤ

活動を現在よりさらに活発化させ、特にキャリア教育に関連が深い企業

でも重要なリスク管理、コミュニケーション力（日本語と外国語を含む

相互意思疎通能力）、デザイン能力、技術者倫理などを学ぶ研修会や外

部で行われる講習会・ワークショップへの積極的な参加を促す。 

取組概要 １年目であり、本事業で行う大学内でのＦＤ活動としては従来より継

続している「技術者倫理ＦＤ懇話会」、「専門職・技術者倫理ワークショ

ップ」の活動を中心にする。また、本事業とは別に大学や学部で行われ

るＦＤ委員会が主催する活動についてもキャリア教育に関係する講演

会・講習会などへの工学部教職員の積極的な参加を促す。さらに、外部

で実施される大学教育改革やキャリア教育に関連する貢献会・講習会・

ワークショップに教職員を派遣する。 

期待する成果  ＦＤ活動により、工学部教職員の専門職分野を越えた知識や技術の修

得により、学生のキャリア・ディベロップメントの支援意識・能力を身

につけた教職員を現在より増加でき、本事業の取組の質の向上に役立て

る。 

主取組担当者 実践教育推進センター キャリア形成支援部門 

松下 洋一（物質環境化学科） 

副取組担当者 宮崎大学技術者倫理ＦＤ懇話会 会長 

平野 公孝（宮崎大学名誉教授） 
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１．取組実施内容 

１－１．技術者倫理ＦＤ懇話会 

 技術者倫理ＦＤ懇話会は、宮崎大学工学部と農学部の教員、都城高等専門学校の教員お

よび宮崎県に在住する技術士他専門技術者が任意に参加する懇話会である。教員および技

術者倫理に感心を持つ社会人が集まり技術者倫理教育について相互情報交換と議論を行う

のが主目的である。平成１７年度から月１回のペースで開催し現在まで継続している。本

年度も１０回の月例懇話会を実施した。 

月例会では他大学や企業からの外部講師を招いた講演も年数回行っている。１月２５日

には熊本高専の小林先生を招いて、下記の演題で９０分間程度の講演をいただき、その後

に懇話会会員との質疑応答を行った。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

講演題目：技術者倫理教育におけるカウンセリング・スキルの応用 

－実践的判断力：道徳的自律性の育成に向けて－  

講演者 ：熊本高等専門学校八代キャンパス共通教育科 准教授 小林 幸人 氏  
懇話会会員出席者： 
農学部：西山、窄野、河原、 

機械システム：平野、電気･電子：大坪、横田、材料物理：五十嵐、物質環境：松

下、都城高専：高橋 下津（アジア砒素ネットワーク）、 

渡邉（渡邉技術士事務所） 

報告の概要

道徳的自律性とは何か

• 技術者倫理教育の目的とされる「道徳的自律性」とは何
か

• 技術者倫理教育の手法

• 技術者倫理教育で用いられる相互主観的課題解決法の検
討

• 自律的判断の根拠となる自己の形成・発展

技術者倫理教育とキャリア形成支援

• キャリア形成支援と自律性の育成

カウンセリング・スキルを応用した実践例

2010/1/25 2宮崎大学工学部技術者倫理FD懇話会
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１－２．第３回宮崎大学専門職・技術者倫理ワークショップ 

 以下のような内容でワークショップを開催した。案内は教職員・学生に１１月１０日に

行った。 

 ワークショップの参加者は、教員１５名，学生１０５名の出席であった。講演後の意見

交換会では教員から講師への質疑応答ばかりでなく、学生からも質疑応答があった。また、

学生から講師の話への意見も述べられ、とても熱心で有意義な意見交換の場となった。ワ

ークショップでの講演の様子をプログラムの後に写真で示す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２００９年１１月１０日 

宮崎大学工学部ＦＤ研修会：第３回宮崎大学専門職・技術者倫理ワークショップのご

案内 

技術者倫理ＦＤ懇話会ワークショップ 実施委員 
実践教育推進センター キャリア形成支援部門長 

 松下 洋一 

 

 第３回専門職・技術者倫理ワークショップを開催しますのでご案内します。このワーク

ショップは宮崎大学技術者倫理ＦＤ懇話会が中心となり開催してきましたが、本年度から

文科省の大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム「自主を促す

工学技術者キャリア教育」（平成２１～２３年度）のＦＤ研修の一つとしても実施します。

皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。 
 

////  第３回宮崎大学専門職・技術者倫理ワークショップ プログラム //// 

共催：宮崎大学技術者倫理ＦＤ懇話会・工学部実践教育推進センター・工学部ＦＤ委員会 

日程：１１月２５日（水）１３：００－１７：００ 

場所：宮崎大学工学部 総合研究棟（Ｄ棟）２階 プレゼンテーションルーム 

 

目的：安全と技術者倫理に関するＦＤ研修を目的に，大学での専門職・技術者倫理教育の

実践例と企業でコンプライアンスとＣＳＲでの企業での取組例を講演していただきます。

また，宮崎大学および都城高専から授業実施事例の紹介を行う。各講師のご講演を拝聴後，

講師と本学関係者との間で意見交換を行います。 

 

司会進行：宮崎大学技術者倫理 FD懇話会会長 平野 公孝 氏 

１．開会挨拶：１３：００－１３：１０ 

 宮崎大学工学部長 大坪 昌久 氏 

２．講演：１３：１０－１５：２０ 

（１）安全を保証される立場から保証する立場へ－安全教育と技術者倫理教育の融合－（１３：１０

－１４：１０） 

大阪大学大学院工学研究科 片倉 啓雄 氏 

 誰もが安全・安心を求めているにも関わらず、事故、災害、不祥事がなくならないのはなぜだろう

か。世の中の安全・安心は、技術とサービスを提供する者全てが最優先で考えるべき課題である

が、それに気づいていない者、気づいていても軽視している、あるいは、実践する術を知らない者
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が多いからではないだろうか。 
このような考えから演者は、技術者倫理教育と安全教育を融合させ、 

・専門教育を受けた者には社会の安全・安心に貢献する責務があること 
・技術者がつくり出すものには安全性・経済性・利便性が求められるが、これらのバランスを考える

時、安全・安心に対する価値の多様性に配慮しなければならないこと 
・誰にも安全・安心をおろそかにしてしまう時があること 
に、学生自身の経験に照らして納得できる事例を示すことによって「気づかせ」、自身の行動が社

会に及ぼす影響を「考えさせ」、安全を実現するための基本を教えた上で、在学中から安全活動を

「実践させる」講義を行っているので、その概要を紹介する。 

（２）現代の社会情勢に備えた、当社のコンプライアンスの取組みについて（１４：２０～１５：２０） 

宮崎ガス株式会社 取締役業務管理室長 湯浅 直克 氏 

 最近、社会情勢の変化は、大きなものが在りますが、その変化に伴いコンプライアンス、社会的

責任（ＣＳＲ）が企業に対して、一段と強く求められるようになって来ました。その責務を全うするた

めに、企業として一人ひとりが、法令や社会的規範を遵守して、事業活動を遂行することが重要で、

さらに公益事業者として、より徹底した取組みをすることになりましたが、その一旦を紹介致します。 

３．授業実施事例の紹介：１５：３０～１６：１０ 

（１）「物質環境化学特論Ⅰ」での環境倫理・技術者倫理の教育 

宮崎大学工学部物質環境化学科 松下 洋一 氏 

 工学部物質環境化学科で３年次後期選択専門科目「物質環境化学特論Ⅰ」で行っている技術

者倫理、環境倫理およびリスク管理の内容を組み合わせた教育実践を報告する。授業は、アジア

ヒ素ネットワーク事務局長 下津氏と半分ずつ担当しており、ビデオ教材等の使用などの効果を紹

介する。 

（２）都城高専での技術者倫理教育 

都城高等工業専門学校機械工学科 高橋 明宏 氏 

 都城高専での技術者倫理教育の現状を紹介する。今年度の授業形態、担当教員、授業目標、

および授業達成目標等を報告する。その中で、講演者は、コミュニケーション能力の向上が重要

だとして、コーチング、ＥＱを取り上げた。その他に倫理的判断が求められる課題等を与え、問題

意識を持つことの重要性を解説する。 

４．意見交換会：１６：１０－１７：００ 

以上 

 

 
司会者の平野氏のワークショップ説明 

 

工学部長 大坪氏の挨拶 
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片倉氏の講演 

 

片倉氏の講演後の質疑応答 

 
湯浅氏の講演 

 

湯浅氏の講演後の質疑応答 

 
松下氏の講演 

 

高橋氏の講演 

 

１－３．ＦＤ研修会・講演会・講習会・ワークショップへの教職員参加 

（１）技術倫理協議会 第５回公開シンポジウム 

高等教育機関および企業における技術者倫理教育の現状と課題 

－技術者倫理教育の将来と学協会が果たすべき役割－ 

日時：平成２１年１２月１４日（月）１０：００－１６：００ 

場所：建築会館ホール（東京都港区） 

参加聴講者：宮崎大学名誉教授 平野 公孝 

プログラム内容： 
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①議長開会挨拶およびシンポジウムの趣旨説明 10:00～10:15 
池田駿介議長（土木学会） 

②高等教育機関における技術倫理教育の現状－技術倫理協議会実施アンケート結果の

報告－（仮題）10:15～10:45 
皆川勝委員（土木学会） 

③高専における技術倫理教育の現状と課題（仮題）10:45～11:15 
 小林幸人（熊本高等専門学校） 

④大学における技術倫理教育の現状と課題（仮題）11:15～11:45 
藤木裕行 （室蘭工業大学） 

⑤企業における技術倫理教育の現状と課題（仮題）11:45～12:15 
 岸田雅大（明治大学）＜元（株）東芝＞ 

⑥海外（アジアを含む）における技術倫理教育・研修の動向（仮題）13:15～13:45 
札野順委員（日本工学教育協会） 

⑦技術者育成過程における技術倫理教育・研修の位置づけ（仮題）13:45～14:15 
 長島昭委員（日本機械学会、初代議長） 

⑧パネル・ディスカッション「技術倫理教育・研修に工学系学協会が果たすべき役割」

14:25～15:55 
司会： 札野順委員（日本工学教育協会） 

電気学会、日本建築学会、および日本原子力学会の代表者が、各学会が行って

いる技術倫理教育・研修に関する取り組みを１０分程度で紹介した後、発表者を

含めてパネル・ディスカッションを行います。 
⑨閉会挨拶 

櫛田晴美 幹事 （日本技術士会） 

 

（２）２００９年度大学教育改革プログラム合同フォーラム 

日時：平成２２年１月７日９：３０～８日１７：３０ 

場所：東京ビッグサイト （東京都江東区有明） 

参加聴講者：工学部電気電子工学科 横田 光広、工学部物質環境化学科 松下 洋一、

工学部教育研究支援技術センター 相川 勝 

 

（３）第 10 回ワークショップ「技術者倫理」－講義の実践において生じる問題点と解決法

を知る－ 

開催日時：平成 22 年 2 月 26 日（金）10：30～27 日（土）17:30 

開催会場：金沢工業大学 東京虎ノ門キャンパス 11＆12 階 

参加聴講者：工学部物質環境化学科 松下 洋一 

プログラム内容： 

[1] １日目 技術者倫理の講義の目的、概要を把握する 
①技術者倫理を考える（札野 順・金沢工業大学） 

 技術者倫理の概論を講述された。前回聴講した内容と重複していた。 
②技術者倫理教授法（岩崎豪人・関西学院大学） 

１）技術者倫理教育の概論 
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 倫理は善悪の判断ではなく行動である。技術者としての生活において、倫理の実現

を妨げる要素があるとき、立ち向かう勇気を与えることが、倫理教育の目的である。 
倫理的意志決定能力には、以下の能力育成が必要である。 

   広い視野・他社への配慮－想像力 
   問題の認識・分析－分析能力 
   行動オプションの創出－問題解決能力 
 教育の意味は、伝統的教育観では教え込み・知識の伝達であるが、新たな教育観で

は能力の伸長によるアイデンティティの形成となる。倫理教育の意味では、伝統的教

育観では教え込み徳目の教え込み・修身であるのに対して、新たな教育観では倫理的

判断力・意志決定能力の伸長である。 
 意志決定能力の教育に、クリティカル・シンキング（思考力の教育）がある。 
２）岩崎氏の実際の技術者倫理の授業紹介 
 事例を豊富に入れている。ケーススタディとケースメソッドとを複数挿入した授業

を行う。事故事例（失敗事例）だけでなく、成功事例や未決事例（仮想事例：ギルベ

インゴールドなど）を入れるとよい。倫理的意志決定のためのガイド（セブンステッ

プガイドを８ステップに改良）を学生に示すのが、自分の考えを深めるのに役立つ。

評価は倫理的意志決定の能力を重要視する。 
③グループ討議Ⅰ－(1) ・今、何故技術者倫理なのか 
④ビデオ事例研究「ギルベイン・ゴールド」解説：金光秀和・金沢工業大学 

 ギルベイン・ゴールドを視聴して、金沢工業大学で行われているギルベイン・

ゴールドを使う講義の実際を説明された。 
⑤グループ討議Ⅰ－(2) ・技術者倫理教育で取扱うべき事例を選ぶ 
⑥各グループ検討結果発表 
 
[2] ２日目 講義の実践において生じる問題点と解決法を知る 
①倫理的問題が生じる背景と今時の学生の気質（片倉啓雄・大阪大学） 
②技術者倫理の評価方法と教育効果測定法（安居光國・室蘭工業大学） 
③グループ討議Ⅰ－(3) ・各コマの大枠をつくる 
④技術者倫理教育で経験した問題点とその解決法 

1) 教育効果を高めるディベートの活用法（高野倉雅人・神奈川大学） 
2) 実践における問題点とその解決方法－高専でのリスク管理教育とトレードオフの実

践教育－（土田義之・旭川工業高等専門学校） 
3) 易しい日本語で書いた副読本－留学生にどう教えるか（三上喜貴・長岡技術科学大

学） 
4) 教育の形骸化防止を目指して－講義の実践において生じる問題点と解決法－（堀田

源治・有明工業高等専門学校） 
⑤グループ討議Ⅱ・各コマの具体的なイメージを作り上げる。 
⑥各グループ検討結果発表 

 

（４）第 4 回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」 

     －コンテストを活用したエンジニアリング・デザイン教育の実践－ 

開催日時：平成 22 年 3 月 6 日（土）9：30～17：00 

開催会場：工学院大学新宿キャンパス 28 階第 4 会議室 

参加聴講者：工学部情報システム工学科 高橋 伸也、工学部電気電子工学科 横田 光

広 
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プログラム内容： 

①事例Ⅰ「全日本学生フォーミュラ大会を用いたデザイン教育」9：40～11：10 
(1)「全日本学生フォーミュラ大会の歴史、概要および大学の取組み」 

講師 若林 克彦（国士舘大学理工学部 教授、前学長） 
(2)「企業がサポートする実践的なものづくり能力の向上（仮）」 

講師 加藤 幹夫（（株）本田技術研究所） 
(3)「フォーミュラカーの設計と製作を通じて得たもの（学生からの報告）」 

講師 小室香菜子（上智大学大学院修士課程，Sophia Racing プロジェクト） 
②基調講演 「エンジニアリング・デザインの重要性（仮）」11:10～11:45 

武田 邦彦（エンジニアリング・デザイン教育調査研究委員会委員長） 
③事例Ⅱ 「ロボコンとデザイン教育」12：45～13：10 

講師 松尾 芳樹（東京工科大学コンピュータサイエンス学部 教授） 
③事例Ⅲ 「全国高専プロコンにおけるデザイン教育」13：10～13：35 

講師 長尾 和彦（弓削商船高等専門学校 情報工学科 教授） 
④解説 「デザイン教育に関する JABEE の基本方針（仮）」13：35～13：55 

講師 大中 逸雄（JABEE 副会長/大阪産業大学 客員教授） 
⑤グループ討議および発表 14：00～17：00 

エンジニアリング・デザイン教育に対するコンテストの効果的な導入方法 

 

平成２２年３月６日に東京都新宿区 工学院大学新宿キャンパスにおいて日本工学協会

が主催する第４回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」に参加した。副題

は「コンテストを活用したエンジニアリング・デザイン教育の実践」と設定されており、

学外で実施されるコンテストを積極的に教育に活用する取り組みについての情報が得られ

ることが期待された。参加者は主に国内の大学、高専および企業のスタッフであり４０名

程度の参加人数であった。 

まず、午前中のセッションでは「全日本フォーミュラ大会を用いたデザイン教育」という

事例に関して３件の報告があった。１件目は国士舘大学理工学部教授の若林先生による「全

日本フォーミュラ大会の歴史、概要および大学の取り組み」というタイトルで報告され、

全日本フォーミュラ大会の歴史背景や開催状況などを概説し、これを国士舘大学における

ＰＢＬ教育として導入した事例の報告があった。２件目は本田技術研究所の加藤氏による

「企業がサポートする実践的なものづくり能力の向上」というタイトルで報告があった。

本田技研と全日本フォーミュラ大会との関わり、その意義や企業としてのメリットなどが

紹介された。３件目は上智大学学生の小室香菜子さんによる「フォーミュラーカーの設計

と製作を通じて得たもの」というタイトルの講演があった。講演者はソフィアレーシング

という大学のサークル活動を通じて学生フォーミュラ大会に参加しており、車両の設計、

制作、大会への参加やマネージメントなどの活動を通じて得られた体験を報告した。 

午後の部は「ロボコンとデザイン教育」、「全国高専プロコンにおけるデザイン教育」およ

び「ＪＡＢＥＥにおけるエンジニアリング・デザイン教育への対応」という事例が報告さ
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れた。東京工科大学の松尾先生により、国内において著名なＮＨＫ杯ロボコン大会と、こ

の上位大会であるアジア・太平洋地域の国別に競技を行うＡＢＵロボコンに関する情報が

報告された。また、弓削商船高等専門学校の長尾先生により全国高専プログラミングコン

テスト（プロコン）への参加と教育への活用についての事例が報告された。 

最後の講演では、ＪＡＢＥＥ副会長の大中先生により、「ＪＡＢＥＥにおけるエンジニアリ

ング・デザイン教育への対応」というテーマで、２０１１年にＪＡＢＥＥがワシントン協

定の正式メンバーとして継続審査を受けるときのエンジニアリング・デザイン教育に対す

る基本方針が述べられた。 

その後に行われたグループ討論においては、８名程度の５グループに分かれてグループ討

議を行った。エンジニアリング・デザイン教育に関して６項目：１）問題点、２）成績評

価の方法、３）今後実施すべき教育法、４）コンテストの効果、５）ＪＡＢＥＥにおける

対応および６）まとめ、についてグループごとに議論を行い、意見をまとめ、パワーポイ

ントを用いた発表５分と５分程度の質疑応答を行った。本グループにおいて出された意見

をは主に１）ＰＢＬ（Project Based Learning）に基づく教育を行うとき、学生グループの分

け方をどのようにすれば良いか、２）グループ形式で教育を行ったとき、個人の評価が難

しいということ。また、スコアリングルールブックを設定し、細かに評価を行う場合にし

ても、実施する際の教員の負担が大きいという意見があった。４）については学外／学内

で実施されるコンテストで違いがあるとしたうえで、学外コンテストはレベルが高く、ま

た、実施するための負担が高くデメリットもあるということが指摘された。学内で実施す

るコンテストに関しては、単位化するとしても選択科目でなら可能であり、必修では困難

ではないかという意見が大半を占めた。５）エンジニアリング・デザイン教育という言葉

の意味が曖昧であり、実施するのが困難であることが指摘された。ＪＡＢＥＥを実施して

いる教育機関とそうでない機関があるため、その違いをどうするか、などという意見がさ

れた。以上のように活発な意見交換が行われ、今後の学部教育におけるデザイン能力の教

育を行う上で有用な情報を得ることができ、有意義なワークショップ参加となった。 

 

（５）環境・安全シンポジウム 2010 

  大学・高専における化学実験室の現状と課題－法人化後の実験施設と安全管理－ 

主催： 日本化学会環境・安全推進委員会 

会期： 平成 22 年 3 月 28 日（日）13 時 30 分～17 時 

会場： 日本化学会第 90 春季年会（2010）近畿大学本部キャンパス趣旨： 国立大学等

が 
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参加聴講者：工学部物質環境化学科 菅本 和寛 

プログラム内容： 

①開会挨拶 13:30-13:45 
（環境・安全推進委員会 委員長） 山辺 正顕 

②大学における化学系実験の安全向上：設備、管理、教育 13:45-14:15 
（九州大学先導物質化学研究所） 友岡 克彦 

③大学の実験現場における安全管理と安全教育－ここはウィーンか小田原か－

14:15-14:45 
（大阪大学安全衛生管理部） 富田 賢吾 

④富山高専の環境安全に対する取り組みと悩み 14:55-15:25 
（富山工業高等専門学校） 伊藤 通子 

⑤安全衛生に配慮した大学実験施設の整備 15:25-15:55 
（文部科学省大臣官房文教施設企画部） 齋藤 福栄 

⑥パネルディスカッション 16:00-17:00 
（総合司会：事業小委員会 委員長） 大島 義人 

 

２．実施成果 

１）技術者倫理ＦＤ懇話会を平成２１年度に１０回開催した。その中の１回は熊本高専共

通教育科 准教授 小林 幸人氏を招いて、「技術者倫理教育におけるカウンセリン

グ・スキルの応用－実践的判断力：道徳的自律性の育成に向けて－」の講演会・意見交

換会を催した。新しい教育手法について熱心に議論した。 

２）第３回宮崎大学専門職・技術者倫理ワークショップを１１月２５日（水）１３：００

－１７：００に開催した。教員１５名，学生１０５名が出席し、ＦＤ研修としての成果

は大きかった。 

３）自主を促す工学技術者キャリア教育の取組に関連するＦＤ活動の一環として、大学外

で行われた講演会・講習会・ワークショップへ５回、延べ人数８人の教職員を派遣した。 

 

３．自己点検評価 

１）本年度計画に挙げた自主を促す工学技術者キャリア教育の取組に関連するＦＤ活動を

ほぼ全て達成でき、達成度は高いと判断できる。 

２）ＦＤ活動に参加する教員が限られ、全教員に広がらないのが問題として残る。 

 

４．参考資料 

  無し 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ③ 

交付申請書 取組項目 事業のホームページ作成および学生への周知 

パンフレット、ホームページおよびポスターの作成による 

学生への周知 

プログラム分類 ⑩ 学生支援・教育支援の事務強化 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 キャリア教育プログラムの取組計画・内容は大学のホームページで公

開し，取組経過も「プロジェクト」のホームページを作成して詳しく公

表する。高等学校との連絡協議会やオープンキャンパスで本取組を広く

広報する。 

取組概要 自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムを周知する

ために、新聞に記事紹介、パンフレットの作成配布、ホームページの作

成およびポスターの作成を行った。 

期待する成果 キャリア教育プログラムの目的や具体的な取組みを周知できる。プログ

ラムの受講者募集案内など、事業を円滑に進めることを支援できる。学

生がキャリア教育プログラムの取組みに自発的に参加するきっかけと

なる。地域および社会にキャリア教育プログラムの取組みを広く公開す

ることができる。 

取組担当者 実践教育推進センターキャリア形成支援部門 

松下 洋一（物質環境化学科） 

相川 勝 （教育研究支援技術センター） 
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１．取組実施内容 

１－１．宮崎日日新聞での宮崎大学工学部のキャリア教育推進の報道 

本事業の採択を受けた後で、本事業の推進責任者 松下が１０月中旬に宮崎日日新聞記

者より取材を受けた。この取材内容は平成２１年１１月５日付け宮崎日日新聞朝刊に掲載

され、自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムの実施内容が紹介された。

抜粋記事を下に示す。 

 
１－２．パンフレットの作成 

（１）パンフレット印刷 

 平成２１年１１月末までに自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムの

パンフレット原稿を作成した。印刷所と複数回の原稿の校正のやり取りを行い１２月２１

日（月）にオフセット印刷でパンフレットが仕上がった。カラーＡ４サイズ６頁で左右裏

表見開きのパンフレットである。「ＳＣＥプログラムの目的・目標？」、「ＳＣＥプログラム
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で工学部教育をどう変えるか？」、「ＳＣＥプログラムの取組内容」および「キャリア・デ

ィベロップメント証明書とは」の見出しで、それぞれイラストや表を用いて視覚的にわか

りやすくした。２０００部を印刷した。 

 

 

 

 

 

（２）パンフレット配布先 

 １月２１日（木）に工学部教務厚生係より、工学部案内などと共にＳＣＥプログラムパ

ンフレットをこれまで工学部に志願する高校生が多い高校に向けて、同封送付してもらっ

た。送付先は宮崎県内３８校、宮崎県外１３８校の合計１７８校で、１校あたり２部のパ

ンフレットを同封し、３５２部を送付した。 

 同時に１月２１日（木）に工学部教職員１３０数名にＳＣＥプログラムを周知する目的

でパンフレットを配布した。 

 初年度は、ＳＣＥプログラムの対象を１年生と２年生としているので、１月２５日（月）

からの週内に、キャリア教育事業推進委員会委員を通じて工学部の１年生（３９６名）と

２年生（３８８名）にパンフレットを配布して、ＳＣＥプログラムの説明をしてもらった。 

その他に学内のキャリア教育関係者やキャリア教育ＦＤ研修会・講演会で来学される企

業等関係者にもパンフレットを配布してＳＣＥプログラムの周知をしている。 

配布総数は平成２２年２月までで１４００部である。 
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１－３．ホームページの作成 

（１）ホームページの構築の準備 

平成２１年１２月にホームページ作成に向けて、複数の業者から依頼先を選定した。 

キャリア教育プログラム（ＳＣＥプログラム）の取組を学生、教職員に効果的に周知す

ると共にプログラムを円滑に推進するための情報発信拠点となるホームページサイトを構

築することを目的とし、 

①プログラムの内容が理解できるようにわかりやすく適切に伝えること、 

②プログラムの各取組みによって発生する情報を迅速にかつ柔軟に表現できること、 

③プログラム内でのＩＣＴ（情報通信技術）を活用した取組みへ、シームレスな誘導が

できることを目指す。 

ホームページサイト構築にあたり、まず、ターゲットユーザーと要望事項を次のように

まとめた。 

【ターゲットユーザー】 
学 生：プログラム実施の対象者であるため、プログラムをしっかり理解させたい。 
教職員：プログラムを支援する立場であるため、プログラムの目的や目標などを認識してい

ただき適切なサポートをしていただきたい。 
地域・社会：キャリア教育プログラムの取組みとその成果を認知してもらいたい。 
受験生：特徴あるキャリア教育プログラムが存在することを知ってもらいたい。 

 
【全体的な要望事項】 
• 直感的にわかりやすいページ構成であること。 
• 欲しい情報に迷うことなく到達できるナビゲート構成であること。 
• デザイン性を重視し、学生が訪問しても飽きることなく情報閲覧ができるようにすること。 
• データ量が多い情報でも、無理なくポイントを押さえられ全体の内容が理解できるような

構成であること。 
• 図やイラストを適切に使用し、テキスト情報の内容をより理解しやすくすること。 
• ページ内容の更新はストレスを感じることなく作業ができること。 

 
【サイト構成への要求事項】 
• 学生が一度だけでなく、定期的に訪問する（自然としたくなる）サイトを目指す。 
• プログラムの活動が動いていることがわかり、現在の進捗、今後の予定（計画）もわかる

ようにする。 
• 具体的な取組を、「募集・実施中」「企画準備中」「実施実績」などの区分で紹介する。 
• プログラムの推進体制、支援体制が学生にも明確にわかるようにする。 
• 取組の評価体制・評価結果報告も公開する。 
• プログラムの教育目標とそれを達成するための取組の関連が明確にわかるようなイメージ

にする。 
• 学生自身がプログラムに取組もうと思える動機付けをどのように与えるかがポイントとな

る。 
• 学生自身がプログラムに取組もうと思ったとき、現在の自分は何に取組むことができ、ど

のように参加したら良いかがわかるようにする。 
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■サイト構成 
要望事項を満たすためにサイト構成は図１に示す構成とする。サイトのカテゴリとして、「Ｓ

ＣＥプログラムとは」「取組の概要」「具体的な取組」「学生のみなさんへ」「評価体制・評価方

法」の５つで全体を構成する。さらにそれぞれのカテゴリ内の内容は次のように構成する。 
 

≪ＳＣＥプログラムとは≫ 
このカテゴリでは、主にＳＣＥプログラムがどういう位置付けであるかを示すために次の内容

から構成する。 
• ＳＣＥプログラムの目的・目標は ⇒ ＳＣＥプログラムの目的・目標を示す。 
• ＳＣＥプログラムで工学部教育をどう変えるか ⇒ イラストを用いてどのように変わる

のかＳＣＥプログラムの位置付けを視覚的に示す。 
• 支援体制 ⇒ ＳＣＥプログラムはプログラム内容が多岐にわるため支援体制がどのよう

に構成されているかを示す。 

≪取組の概要≫ 
このカテゴリは、主にＳＣＥプログラムの各プログラムの概要を示すために次の内容から構成

する。 
• 実施内容 ⇒ ＳＣＥプログラムは、「正規授業」「課外授業・活動」そして「学生支援」

に関連する多岐にわたるプログラムで構成されており、学年進行による実施であることを

視覚的に示す。 
• 取組項目 ⇒ 各取組の簡単な説明を記載し表形式で表現する。 

≪具体的な取組≫ 
このカテゴリは、本サイトの特徴的な部分でもあり、多岐にわたるプログラムで実際に何が行

われているのかを時系列の状態別にリストアップし、プログラムの現状を示すために次の内容

から構成する。 
• 募集・実施中 ⇒ 現在、受講者の募集や取組の実施が行われているものをリストで示す。 
• 企画準備中 ⇒ まだ、実施されていないが現在企画や準備が進められている取組をリス

トで示す。 
• 実施実績 ⇒ すでに実施された取組の結果（実績）をリストで示す。 

≪学生の皆さんへ≫ 
このカテゴリは、本サイト利用の主である学生に、ＳＣＥプログラムが自分ごとであることを

理解してもらうために次の内容から構成する。 
• ＳＣＥプログラムの活用方法 ⇒ 学生にとってＳＣＥプログラムがどのようなものでど

のように活用すれば良いかを視覚的に示す。 
• 学年別実施内容 ⇒ 学年別に対象となる実施内容を視覚的に示す。 
• モデルケース ⇒ ＳＣＥプログラムに参加した学生の生の声や学生の実績等を紹介す

る。 

≪評価体制・評価方法≫ 
ＳＣＥプログラムはＰＤＣＡサイクルによって、実施活動を点検、評価し次年度計画へ改善を

反映させる。その評価および評価結果を公開するために次の内容から構成する。 
• 評価体制 ⇒ 自己点検評価ならびに外部評価の体制を示す。 
• 評価指標と評価方法 ⇒ 評価指標と評価方法を示す。 
• 報告書等 ⇒ 取組年度毎の自己点検評価ならびに外部評価の報告書を公開する。 

 
また、これらのカテゴリとは別に、知りたい情報がすぐに見つかるように階層を減らし、入口

を増やす構成として、プログラムの取組内容の紹介ページを設け、図２に示すとおりトップペ

ージから直接誘導する。 
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■ＣＭＳの導入 
各プログラムの取組内容の紹介ページには、募集案内や実績紹介などのページが随時追加さ

れていくことを想定している。よって、ページの更新作業だけでなく、ページの新規作成作業

も頻繁に発生することになる。ページレイアウト構成がサイト内で統一されたページを新規に

作成する作業はある程度の専門スキルと時間を要し、更新作業を行える人材の確保が問題とな

る。今回は、ページレイアウト構成がサイト内で統一されたページの更新または新規作成の作

業を専門の知識がなくても行うことができるように、ＣＭＳ（コンテンツマネージメントシス

テム）である Movable Type を導入し、サイト設計を施した。 
具体的に Movable Type を用いたページの作成は、図３に示すように、「タイトル」「本文入力」

「カテゴリ選択」の操作を行う。 
「タイトル」は作成するページ内での記事タイトルにあたる。「本文入力」は、文字装飾や箇条

書き、表組み、リンク、画像アップロード等の体制を整えており、Word や一太郎で文章を書く

ように更新作業が行える。そして「カテゴリ選択」はそのページへのリンクを指定するカテゴ

リを選択するものであり、今回のサイトでは入口を増やすという観点から複数のカテゴリを選

択して該当ページにアクセスし易くする。 

 

 

 

 

基礎物理実験・基礎化学実験

SCEプログラムとは

e-ラーニングシステムについて

専門実習・実験

工学デザイン実習

長期インターシップ

卒業研究テーマ募集による卒業研究

エグゼクティブ・プロフェッション・インタビュー

補習授業の強化

数学、物理、化学などの自主学習グループ形成

工学技術者知識講座

資格取得支援公開講座

e-ラーニングシステム

キャリア・ディベロップメント証明書

ライフ・プランイングシート

学習目標達成度自己評価シート

クラス担任のＧＰＡに基づく履修指導

新着情報

取組の概要

具体的な取組

学生の皆さんへ

キャリア・ディベロップメント証明書について

Q&A よくある質問

お問い合わせ先

サイトマップ

ＳＣＥプログラムの目的・ 目標

工学部教育をどう変えるか

支援体制

企画準備中、募集・実施中、実施実績

SCEプログラムの活用方法

学年別実施内容

モデルケース

評価体制・評価方法 評価体制

評価指標と評価方法

報告書等

ＳＣＥトップページ

実施内容、取組項目

図１ SCE プログラムのサイト構成 
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（２）ホームページの開設 

 １２月～１月に依頼先との複数回の打合せによりホームページの各ページを完成させて、

工学部ホームページにバナーを置いてリンクさせ、平成２２年１月２９日（金）にＳＣＥ

プログラムサイトを公開した。 

ＳＣＥプログラムサイトから文部科学省の教育ＧＰのサイトへリンクできるようにして

いる。また、２月初旬に文部科学省へサイト開設の連絡を行った。 

 

ＳＣＥプログラムＵＲＬ http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/sce/ 

 

 ホームページは随時更新して、学生へ募集・開催中のお知らせなどをできるようにして

いる。 

 

１－４．ポスターの作成 

（１）ポスターの作成 

 工学部掲示板などで掲示使用する目的でＳＣＥプログラムのポスターを作成した。ポス

ターデザインはＳＣＥプログラムのホームページのデザインと基本的に統一することで、

一体感のある周知が行えるように配慮した。ホームページを作成してサイトへアップロー

ドした１月２９日以降に、ポスター作成の準備を開始した。Ａ１サイズポスター５枚とＢ

２サイズポスター１０枚を印刷製本業者に依頼して作成した。 

 

図２ SCE プログラムサイト・トップページ 図３ Movable Type でのページ更新 
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（２）ポスターでのＳＣＥプログラムの

周知 

工学部２階のＳＣＥプログラム掲示

板や工学部入口の教務厚生係までなど

の大学内の複数箇所の目につく場所に

ポスターを貼って、プログラムの周知を

行った。 

 

 

 

 

 

 

２．実施成果 

１）自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムの実施内容が宮崎日日新聞

朝刊に掲載され、紹介された。 

２）ＳＣＥプログラムのパンフレットを平成２１年１２月に作成し、１月に県内外の高校

１７８校、工学部教職員および工学部１，２年生などに配布してＳＣＥプログラムの周

知を図った。 

３）ＳＣＥプログラムのホームページを平成２２年１月２９日（金）に立ち上げ、文部科

学省の教育ＧＰのサイトへもリンクさせた。 

４）ＳＣＥプログラムのポスターを作成し、掲示板他にポスターを貼ってプログラムの周

知を行った。 

 

３．自己点検評価 

パンフレットやホームページの作成時期が当初計画より約１ヶ月遅れた。しかし、ＳＣ

Ｅプログラムの学生対象の本年度２大事業である「工学技術者知識講座（２月）」と「工学

デザイン実習（３月）」の参加募集と同時期にパンフレット配布とホームページ開設が実施

でき、ＰＲ効果はむしろ高まったと判断する。実際、工学技術者知識講座ならびに工学デ

ザイン実習の参加希望者数は予想を越える多数になった。 

初年度未実施のために、ホームページの記述内容が現時点では十分でないページも存在

する。プログラム内容の紹介ページを充実させるために、当該取組の支援担当部門と取組
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の計画に沿ってどのような情報を発信するか検討を行い、取組活動の周知をしていくこと

が必要である。 

 

４．参考資料 

 作成したＳＣＥプログラムポスター 

 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ④ 

交付申請書 取組項目 工学技術者知識講座の実施開始 

工学技術者知識講座Ⅰの実施 

プログラム分類 ⑥ 工学技術者知識講座 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 社会人になるために、大学の間に身につけておくべき知識や素養を学

ぶために、工学技術者知識講座を課外授業の講座として開講する。企業

や公的機関から招聘した講座講師により、実践、経験および理論に基づ

いた生きたキャリア教育講義を行ってもらう。学生は自らのキャリア形

成のために計画的に講座講義を受講する。技術者として企業等で働くた

めに必要な専門知識・技術以外の広範な知識・素養を講義テーマとする。

特に、学生が企業人としての責任感や社会性および技術者としての考え

方や心構えを身につける講義内容を重視する。 

取組概要 平成２１年度は平成２２年２月に「工学技術者知識講座Ⅰ」として５

回の講義を開講する。平成２２年度は９月と翌２月に同じく５回の講義

を１セットとして、それぞれ「工学技術者知識講座Ⅱ」および「工学技

術者知識講座Ⅲ」を開講する計画である。さらに毎年２講座を継続開講

する。講座での講演はｅ－ラーニング教材としてストリーミング視聴で

きるようにする。 

期待する成果  正規授業で教える工学専門知識・技術の枠で収まらない，技術者に必

要な法令遵守，倫理，リスク管理，環境保全，コミュニケーション能力

などを課外講座で自主学習することで，企業で必要な専門分野以外の素

養を身につけた優れた技術者が育つ。 

取組担当者 実践教育推進センター キャリア形成支援部門 

松下 洋一（物質環境化学科） 

坂本 眞人（情報システム工学科） 

相川 勝 （教育研究支援技術支援センター） 
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１．取組実施内容 

１－１．取組計画 

（１）実施期間 

平成２１年度は２月中に「工学技術者知識講座（Ⅰ）」として５回の講義を開講する。 

 

（２）講義時間・方法 

・ １回の講義時間は約６０分間とする。 

・ 講義前に質問用紙を配布して講義後に質問事項を集め、約３０分間の質疑応答を行う。 

・ 聴講学生は、講義中のメモを元に、講義内容と意見・感想を記載したレポート（Ａ４用

紙１枚）を提出することで、講座講義の１回分を修了する。 

・ 聴講学生は開講する５回の講義の４回以上を聴取してレポートを提出することで、「工学

技術者知識講座Ⅰ」を修了したこととする。 

・ 講座修了を「キャリア・ディベロップメント証明書」に記載し、学生の自主的なキャリ

ア形成の成果の一つにすることができる。 

 

（３）講義内容例 

内容例を以下に挙げるが、これら例に限定されるものでは無く、社会人・技術者として

必要な広い知識を網羅したい。ただし、エントリーシートの書き方や面接の受け方などの

就職支援の項目は、宮崎大学の学務部学生支援課が実施しているので含めないこととする。 

 

１）技術者に必要な知識を身につける 
・企業の社会的責任（コンプライアンス、環

境保全など） 
・職業人としての倫理と行動 
・リスク管理と安全対策 
・技術者に必要な法規知識（ＰＬ法、拡大生

産者責任（ＥＰＲ）、労働安全衛生法など） 
・知的財産権（産業財産権、著作権） 

３）企業での仕事の現場を知る 
・企業の組織と役割 
・企業紹介：企業の仕事の実際 
・新規事業・製品開発への取り組み方 
・地域でのベンチャー・ビジネス 
・製品開発の考え方や実例 
・生産活動：生産の合理化の考え方や実践例 
・品質管理と品質保証の考え方や実践例 
・ISO9001 および ISO14001 について 

２）職業人として活躍するための基本能力を

磨く 
・社会人として必要なマナー 
・ソーシャル・スキル＆コミュニケーショ

ン・スキル 
・プレゼンテーション・スキル 
・プロジェクトマネジメント（ＰＭ）・スキ

ル 
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（４）その他の事項 

・ 講義担当の講師の了解を得て、講義風景をビデオ撮影し、講義プレゼンテーション資料

と合わせてｅ－ラーニング学習教材（コンテンツ）を作成し、後日にコンテンツをイン

ターネット学習できるようにする。ただし、ＩＤおよびパスワードで認証することで、

コンテンツのストリーミング配信の範囲を学生および教職員に限る措置を取る。 

・平成２２年度に工学技術者知識講座（Ⅱ）および工学技術者知識講座（Ⅲ）を開講する。 

 

１－２．工学技術者知識講座Ⅰの取組準備 

（１）講師の招聘 

 平成２１年１２月２０日頃より講師の委嘱準備を始める。平成２２年１月２０日に５名

の講師を決定し、講師依頼手続きに入る。講師には講座内容の紹介をした文書を１回、講

座計画の詳細文書を１回の計２回の郵送による連絡を行った。また、複数回の Email 連絡で

実施内容を決定した。 

 

（２）学生への案内 

 １月２５日から１週間を期限として、自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）プログラムの

パンフレットを各学科キャリア事業推進委員から学生に配布して説明してもらった。その

際に、参考資料①の「平成２１年度 工学技術者知識講座Ⅰの参加案内」をパンフレット

と共に配布して学生に周知した。 

また、１月２９日に本取組のホームページが開設されたので、ホームページでも講座の

受講者を募集した。 

 

（３）講座開講準備 

 下表のプログラム日時で講座開講を準備した。講師より学生に講義当日配布するレジュ

メを事前にいただき、教育研究支援室キャリア教育担当が印刷配布の準備を行った。参加

者名簿もキャリア教育担当が準備した。３日間の講座実施の準備、受付、写真撮影および

ビデオ収録を行われるために、学生３名を雇用した。ビデオの収録は後日に講座講義をｅ

－ラーニング教材としてストリーミング配信できるようにする目的である。 

 講義室は当初Ｂ２０９号室（定員１２０人）を予定していた。しかし、受講希望者が１

３４人に達したため、工学部で最も広い講義室Ｂ１０１号室（定員１２６人）に変更した。

定員を超えた時点で知識講座の参加者決定の案内をＳＣＥプログラム掲示板に出すと共に、

ホームページでも案内した。 
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工学技術者知識講座Ⅰプログラム 
回  実施日時  講師（敬称省略）  演題（仮題）  会場  

１ 
２月１８日（木）  
１３：００－１４：３０  

宮崎総合学院 大原簿記公務員

専門学校 校長  
栗山 重隆 氏  

就職に対する心構え  Ｂ１０１  

 
２月１８日（木） 
１４：３０－１５：００ 

宮崎大学 教育研究・地域連携

センター 准教授 
山田 裕司 氏 

ライフ・プランニン

グ・シートの説明 
Ｂ１０１ 

２ 
２月１９日（金）  
１３：００－１４：３０  

渡邉技術士事務所  
渡邉 祥造 氏 

企業人として必要な素

養  
Ｂ１０１  

３ 
２月１９日（金）  
１５：００－１６：３０ 

科学技術アドバイザー  
米良 博 氏 

工学系研究開発技術

者のマインドとスキル

を磨く  
Ｂ１０１  

４ 
２月２０日（土）  
１０：３０－１２：００  

旭化成ケミカルズ㈱ 常勤監査役  
小松 孝寛 氏  

企業が工学系社員に

期待するもの  
Ｂ１０１  

５ 
２月２０日（土）  
１３：００－１４：３０  

ＮＰＯ法人 アジア砒素ネットワー

ク 事務局長  
下津 義博 氏  

企業における環境活動  Ｂ１０１  

 
１－３．工学技術者知識講座Ⅰの実施 

当日配布した講座資料は、実施スケジュール案内（上記）、質問票・アンケート票、５つ

の講義のレジュメである。１回目講座講義の後で、ライフ・プランニング・シートの説明

を行い、平成２２年度の本格実施に向けて、学生に試行的にライフ・プランニング・シー

トを記入してアンケートに答えてもらえるように要請した。 

 毎回の講座ごとに出席を受付でチェックした。３回以上の参加者人数を学科ごとに集計

した結果を下表に示す。 

 

工学技術者知識講座Ⅰ 学生参加者数 

所属学科 参加者人数／人 
材料物理工学科 １６ 
物質環境化学科 ４８ 
電気電子工学科 １１ 
土木環境工学科 ２５ 
機械システム工学科 １０ 
情報システム工学科   ９ 
合計 １１９ 

 

 講師による講義を６０～７５分間実施してもらい、その後質疑応答時間を設けた。全体

で１回９０分間の講義を実施した。学生は極めて熱心に講義を聴講し、講座講師の評判も

良かった。はじめの２回の講座講義では質問票に質問を記載してもらい、回収した質問票
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を見て講師に回答をもらう方式をとった。後の３回は質問票を使わずに、直接質問を受け

付けた。後半３回では質問が少なく、質問票を使う質疑応答が方法として優れていると判

断した。講義の様子を写真撮影したので以下に示す。 

知識講座の開始前および開会挨拶 

 

 

 

第１回講義：講師 栗山 重隆 氏 

 

 

 

第２回講義：講師 渡邉 祥造 氏 
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第３回講義：講師 米良 博 氏 

 

 

 

第４回講義：講師 小松 孝寛 氏 

 

 

 

第５回講義：講師 下津 義博 氏 

 

 

 

 

１－４．工学技術者知識講座Ⅰのアンケート票への学生記入の回答 

 ライフ・プランニング・シートへのアンケートと同時に行ったＳＣＥプログラムへのア

ンケートに対して以下のような回答があった。全体としては、工学技術者知識講座を肯定

的に受け止めている。講義内容に対する学生の満足度も高く、次回講座を実施する意義は

高いと判断した。使用した講義室の広さについての苦情があり、次回からは２００人収容

規模の農学部または教育文化学部の講義室を使用する必要がある。 
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自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム そ う

思う 
どちらとも 
言えない 

そ う 思

わない 

11 
キャリア・ディベロップメント証明書を発行するのは

就職に役立ちよい。 
75 21 0 

12 工学デザイン実習にいつか参加してみたい。 74 21 1 

13 
工学技術者知識講座（企業で必要な知識や考え方を学

ぶ課外講座）に参加して、将来のために学びたい。 
81 15 0 

14 
エグゼクティブ・プロフェッション・インタビュー（企

業経営者や技術者を訪問インタビュー）にいつか参加

して体験してみたい。 
63 32 1 

15 SCE プログラムでの取組は全般的に興味深い。 68 27 1 
SCE プログラムへの感想、ご意見を記入下さい。 

今後も活用したい。 
就職に役立つというのはかなりの良いメリットだと思う。 
自分のキャリア育成に役立ったと思う。 
新たの取り組みで興味深い。 
証明書があることでどういった効果のようなものがあるのか。 
将来のことについて深く考えられ、学ぶことも多いのでいろんなプログラムをやって

ほしい。 
もっと定員人数を増やして欲しいと思った。 
これからもぜひ参加したい。 
参加できる人数を増やして欲しい。 
宮大生は就活に対する意識が低いので、このような講義をもっと増やしていって欲し

い。 
将来に役立ちそうな情報がたくさん聞けて興味深かった。 
貴重な話を聞くことができて良かったです。 
すばらしい取り組みだと思う。 
いい企画だと思う。ありがたいです。 
これからの自分を考えることができるのでこれからも行って欲しい。 
講演の内容がかぶっていて同じ事を何度も聞くことが多かったと思う。 

 

 工学技術者知識講座の中でも質問票・アンケート票を配布して、知識講座を含むＳＣＥ

プログラムに対する２つの質問を行った。それに対しての回答を以下に列記する。 

 

質問１：工学部 自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）プログラムに関する意見、要望およ

び感想などを記入して下さい。 
 
・現在の（先端の）科学技術の情報を知る機会を提供してほしいと思います。（企業の情報

などは公開されていないことなので） 
※私は、明治製菓会社がバイオエタノールの糖化酸素の研究もしている（？）ということ

はバイオエタノールの学会発表（？）を聴いて初めて知りました。そういう情報を得るこ

とで学生に興味がわき、学問をする上でのモチベーションとなるのではないかと思いま

す。 
・職に対する心構え等は、とてもよく理解することができたが、現代の就職難の具体的な
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話はなかったような気がした。 
 
・自分の将来を考える上で、あまり先のことを考えすぎずに小さくてもいいから「少し先

の目標」という軽い気持ちで考えていくことで内容の濃い将来設計ができると思った。 
 
・講座の内容がとても似ているところがよくあったのでもう少し違った内容にしてもらっ

てもよかったかなとも思う。 
・自主的に参加するものなので意欲的に受けることができてよかった。 
・３日間とてもためになる講義でした。 
・本場の人の話を聞くことができて、自分のこれからの人生について深く考えることがで

きた。 
・このような機会をもうけてもらえてよかったと思います。自分を見つめ直しや、社会の

変化、企業の要望などさらに詳しく聞けると良いなと思いました。 
・何かしら学べたと思います。これから整理しようと思います。 
・もう少し時間をあけてほしかった。 
・できるだけ多くの理系企業の方を招いていただきたい。 
・内容が似たようなことが多かったので、もっと多くの講演を聴いてみたいと思った。 
・ライフデザインと同じような授業だった。 
・将来何が大切か分かるのでとてもよかった。 
・キャリア教育プログラムは良いと思います。自分ではなかなか足を踏み出せないので、

このような企画は本当にありがたいです。 
・受けられる人数を増やしてください。 
・実際に外国の方と英語で話す英会話教室のような講座があるといいと思います。どの講

師の先生も英語は大切とおっしゃっていたので、もっと英語に親しむことができたらいい

なと感じました。 
・今後もつづけていくべき。タメになる教育だと思います。 
・研究している専門的な内容を話されると分からないのでやめて欲しい。 
・色々考えさせられたのでタメになった。 
・研究していることを話してくださるのはいいのですが、もう少しわかりやすく話しして

くれるともっといいんじゃないかと思いました。 
・あらゆる方面で活躍されている先輩方の貴重な体験談を聞くことで、私も将来を見て活

動しなければならないなという気持ちになりました。 
・興味深い内容だった。 
・自主的にやってみると普段と違う気持ちで講義を聴くことができたので新鮮だった。 
・単位がでればいいとおもう。 
・すばらしい講演を聞けてよかった。 
・参加することによってやる気が起き、自信につながるので、とても効果のあるプログラ

ムだと思います。 
・今後も自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）プログラムに積極的に参加したい。 
・もっといろいろなことを受けてみたい。 
・また夏休みにもやってほしい。積極的に参加したい。 
・今後もこのようなプログラムを行っほしい。 
・次回もあったら参加したい。 
・今回の講演は満足できるものだったので、次回も計画してほしい。 
・自分が今、何をするべきかを知り、得るよい機会になりました。 
・それぞれの意見をきけてよかったが、同じ内容のものもあった。時間数を減らしても良

いと思う。 
・これからもたくさん開いてください。 
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・ぜひ後輩にすすめたいプログラムである。 
・とても役に立ちます。 
・これからも続けてプログラム拡大を目指してほしい。 
・もっと広い教室でやってほしい。 
・すごく勉強になった。 
・３日間だったけど、とてもタメになった。次も受講したい。 
・もっと社会の内でやる仕事についての講演を増やしてほしい。 
・レポートなどで、復習できてよいとおもう。 
・本当に就職で有利なんですか？ 
・人数にあった教室をお願いします。 
・よいと思います。これからも続けてください。 
・とても将来に役に立つと思います。 
・キャリア教育は自分のために役に立っていると思った。 
・自主参加なのでとても集中して話が聞けたと思います。 
・とても勉強になりました。 
・ためになった。ただ、人数が多すぎ。（教室が狭い） 
・ＳＣＥプログラムのおかげで、今まで自分がこれからの自分の事を考えていなかったと

気がつきました。 
・今後、進学や就職に役に立つと思われる話が聞けて次回もあれば参加したい。 
・こういうものはいい経験になり、もっとやってほしいです。 

 

質問２：工学部 自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）プログラムに関する意見、要望およ

び感想などを記入して下さい。 
 
【招いてほしい講師】 
・世界中で活動している人の話を聞いてみたい。 
・東国原英夫（2 件） 
・プロスポーツ選手をまねいて欲しい。 
・孫正義氏を呼んで欲しい。 
・松下電器の人。 
・今回はベテランの方々が講師として来て頂いたが、次は現役の方々の話を聞いてみたい

と感じた。 
・トヨタの人。公的研究機関の人。 
・渡なべさん。 
・実際の大手企業の人事部の人。 
・外国人の講師さんを招いて欲しい。 
・ＳＥやプログラマの方の話を聞いてみたいです。 
・東芝の方 
・ナノシステムに関する人を呼んで欲しい。 
・自分たちの歳に近い人を呼んでもらいたい。 
・森永、資生堂 
・霧島酒造、サニーシーリングの方 
・贅沢な願いになりますが、ノーベル物理学賞受賞者の方の講義があるといいと思います。 
・もっと様々な分野の人の話を聞きたいです。 
・高校教師（土木）、公務員 
・厳しい意見を言ってくれる講師。 
・一流企業の人。 
・研究者を招いて欲しい。 
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・より現場にいる人たちの声も聞いてみたいなと思いました。 
 
【開講してほしい講義内容】 
・もっと、様々な企業で働いていて今現在どんな状況なのか、何が行われているのかなど

専門的な話。 
・マナールールなどをもっと詳しく深く知ることができるような講義。 
・自分は、情報系の人間なので、情報関連の話が聞いてみたい。 
・各学科の卒業生の生徒に企業の説明。 
・化学系の公務員についてなども知りたいです。 
・傾よった意見でいいので企業が人材に求める項目などを具体的に聞きたい。 
・公務員の講義が聞きたかった。 
・企業での面接の際に必要なことについて講義。 

 

 

２．実施成果 

１）工学技術者知識講座Ⅰを受講者２０９人（４回以上の受講者数）が参加して成功裏に

実施できた。 

２）キャリア教育担当および雇用学生により、講座準備および実施が円滑に行えた。 

３）知識講座の講義内容に対する学生の満足度は高いと判断された。 

 

３．自己点検評価 

１）工学技術者知識講座は学生の自主学習ニーズに合致している企画と考えられ、継続実

施の価値がある。 

２）実施時期は今回２月の後期定期試験後としたが、集中開講できる点でよい選択であっ

た。 

３）講師依頼や実施計画・準備で担当教員の負担が大きかった。次回からはキャリア教育

担当事務補佐員がかなりの手続きを進めるようにして、教員の負担軽減を図る必要がある。 

 

４．参考資料 

「平成２１年度 工学技術者知識講座Ⅰの参加案内」 

工学部１年生、２年生の皆さんへ 
平成２１年度 工学技術者知識講座Ⅰの参加案内 

 

工学部 キャリア教育事業推進委員会 
 

実施内容についての問い合わせ、連絡先 
教育研究支援室キャリア教育担当（Ｃ２０３号室、電話 58‐7863） 

 
平成２１年度の工学技術者知識講座Ⅰを２月中旬に５回の講義で実施します。この講座に参

加して修了した場合、『キャリア・ディベロップメント証明書』にその実績を記載し、就職活動
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などで自己ＰＲできるようになります。 
工学技術者知識講座Ⅰは、社会人になるために、大学の間に身につけておくべき知識や素養

を学ぶために課外授業の講座として開講します。また、平成２２年度には工学技術者知識講座

Ⅱと工学技術者知識講座Ⅲを開講する予定です。学生の皆さんが継続して学ぶことができるよ

う計画しています。企業や公的機関から招聘した講座講師により、実践、経験および理論に基

づいた生きたキャリア教育講義を行ってもらいます。技術者として企業等で働くために必要な

専門知識・技術以外の広範な知識・素養を講義テーマとします。特に、企業人としての責任感

や社会性および技術者としての考え方や心構えを身につける講義内容を重視しています。 
あなたが就職活動や企業で働くときに、工学技術者知識講座で得た知識はあなたを助け、ま

た役立つようになると信じます。学生の皆さんが自らのキャリア形成のために計画的に講座講

義を受講されることを期待しています。 
対象学年は１年生および２年生です。参加を希望される方は、別紙の申込用紙で申し込んで

下さい。先着順で募集人数に達した時点で締め切りますので、早めの申込をお願いします。参

加者は決定後に本人に後日メイル等で連絡すると共に、２階ピロティのＳＣＥプログラム掲示

板に貼り出します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
工学技術者知識講座Ⅰの実施計画 
（１）実施期間 
平成２１年度は２月中に「工学技術者知識講座（Ⅰ）」として５回の講義を開講します。 

（２）実施方法 
・１回の講座は９０分間です。講義を６０分間行い、その後に質疑応答３０分間設けます。 
・講義前に質問用紙を配布しますので、講義中に質問事項を記入して下さい。講義後に質問事

項を集め、約３０分間の質疑応答を行います。 
・講義中には必ずメモを取って下さい。そのメモを元に、講義内容の要約とあなたの意見・感

想を記載したレポート（A4 用紙１枚）を作成して、提出していただきます。レポートの提出

で、講座講義１回分を終了したことにカウントします。 
・開講する５回の講義はできるだけ全て聴講して下さい。少なくとも４回以上を聴講して、レ

ポートを提出しないと「工学技術者知識講座Ⅰ」を修了したことになりません。すなわち、キ

ャリア・ディベロップメント証明書に記載できません。 
・講座を修了すると「キャリア・ディベロップメント証明書」に「工学技術者知識講座Ⅰを平

成２１年２月に修了」と記載し、あなたの自主的なキャリア形成の成果の一つにすることがで

きます。 

（３）実施日程 
回 実施日時 講師（敬称省略） 演題（仮題） 会場 
１ ２月１８日（木） 

１３：００－１４：３０ 
宮崎総合学院 大原簿記

公務員専門学校 校長 
栗山 重隆 氏 

新しい職業観 Ｂ２０９号

室 

２ ２月１９日（金） 
１３：００－１４：３０ 

渡邉技術士事務所 
渡邉 祥造 氏 

企業人として必要な素養 Ｂ２０９号

室 
３ ２月１９日（金） 

１５：００－１６：３０ 
科学技術アドバイザー 
米良 博 氏 

工学系研究開発技術者

のマインドとスキルを磨く 
Ｂ２０９号

室 
４ ２月２０日（土） 

１０：３０－１２：００ 
旭化成ケミカルズ㈱ 常勤

監査役 
小松 孝寛 氏 

企業が工学系社員に期待

するもの 
Ｂ２０９号

室 

５ ２月２０日（土） 
１３：００－１４：３０ 

NPO法人 アジア砒素ネッ

トワーク 事務局長 
下津 義博 氏 

企業における環境活動 Ｂ２０９号

室 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑤ 

交付申請書 取組項目 
学生によるライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）

の作成 

ライフ・プランニング・シートの試行と改良 

プログラム分類 ①－１ ライフ・プランニング・シート 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 入学後すぐに自分の将来を考え，学習設計する。クラス担任による学

生個別指導の機会に見直し，学習目標・計画の立案に役立てる。 

取組概要 ライフ・プランニング・シートを設計して、本年度は試行で工学技術

者知識講座受講の１２０人程度の学生に記入してもらった。実際に記入

した感想や意見をアンケートで調査し集計した。 

期待する成果  大学生活の中で、自分の将来設計に沿って自発的に知識や能力を育成

するキャリア・ディベロップができるようになり、自主学習に積極的で

優秀な学生が増加する。 

主取組担当者 実践教育推進センター キャリア形成支援部門長 

松下 洋一 （物質環境化学科） 

副取組担当者 宮崎大学 教育研究・地域連携センター 准教授 

山田 裕司 
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１．取組実施内容 

１－１．ライフ・プランニング・シートの作成 

 第１回目のライフ・プランニング・シートを平成２２年１月に作成して、説明書と共に

物質環境化学科１年生および２年生に配布して、記入してもらった。記入の難易度などに

ついてアンケート調査した結果、１回目作成のシートは記入が難しいとの感想が多かった。 

 再度、ライフ・プランニング・シートの設計を見直し、より記入しやすいシートとして、

「これまでシート」と「これからシート」を試作した。このシートを工学技術者知識講座

受講の１２０人程度の学生を対象として、試行的な記入を実施してもらうことにした。 

 

１－２．ライフ・プランニング・シートへの記入とアンケート 

 ２月１８日（木）からの工学技術者知識講座Ⅰの第１日目の講義の終了後にライフ・プ

ランニング・シートへの記入とアンケート回答の時間を設定した。具体的には、２月１８

日（木）１４：３０－１５：００で宮崎大学 教育研究・地域連携センター 准教授 山

田 裕司 氏より、ライフ・プランニング・シートの解説をお願いし、シート記入とアンケ

ート調査への協力を促した。記入したライフ・プランニング・シートとアンケートは講座

の第３日目に回収した。 

 

説明文「ライフ・プランニング・シートを作成しよう」 わかっ

た 
どちらとも 
言えない 

わからない 

1 
ライフ・プランニング・シートの説明で作成の目的

はわかった。 
74 22 0 

2 
ライフ・プランニング・シートの説明で【解説・手

順】はわかった。 
77 19 0 

わからない点、難しい点を書いて下さい。 
昔のことを覚えていない 
なかなか字として書きづらい 
以前のシートより書きやすかったです 

 

ライフ・プランニング・シートへの記入 
そう

思う 
どちらとも 
言えない 

そう思

わない 
3-1 「これまでシート」の項目は記入しやすかった。 42 35 18 

3-2 
「高校までを振り返って見直すと」でこれまでのこと

を整理できた。 
49 38 9 

4-1 「これからシート」の項目は記入しやすかった。 31 39 24 

4-2 
「これからやりたいこと」、「なりたい人ややりたい仕

事」が整理して記入できるようになった。 
27 47 20 

5 
これからの目標と行動計画がこれまでよりはっきりし

た。 
48 36 10 
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記入しにくかった欄や不要な欄があれば書いて下さい。 
親しい友達の名前 （5 件） 
同じような質問が多く書きにくい 
「思っていた夢」と「やりたかった仕事」が同じことに思えた 
「これからやりたい仕事」、「なりたい人、やりたい仕事」を記入する項目が 2 つもあるの

で 1 つは不要 
10・15 年後の自分 
「欲しい友達や家族」の項目の意味が分からない 
これからシートは先の事を想像し辛かった(2 件) 

わからない点、改善すべき点を書いて下さい。 
同じような質問が多すぎてどう書けばいいか迷う（2 件） 
卒業・修了後と 10 年後・15 年後の欄に何を書くのか分からない 
もっとシンプルに 
なりたい人というのがよくわからない 
欲しい友達というのが良く分からない 
提出期限があいまいだったので提出が遅れてしまった。期限を明白に！ 

 

ライフ・プランニング全般 
そう

思う 
どちらとも 
言えない 

そう思わ

ない 
6 ライフ・プランを行うことで将来がはっきりしてきた。 29 56 10 
7 自分の夢や将来を考えることは大事と感じた。 85 8 2 

8 
ライフ・プランニング・シートへの記入は将来設計に

役立つ。 
57 35 2 

9 
年に１回はライフ・プランニング・シートで自分を見

つめ直したい。 
45 36 10 

10 
ライフ・プランニング・シートを大学の Web で記入で

きるサービスをはじめたら利用しようと思う。 
38 44 13 

ライフ・プランニング全般に対する感想や意見を記入して下さい。 
自分が何をやりたいのかが分からなかった 
今後に期待 
全く作製する意味が無いと思う 
書きにくい・かきづらい 
日頃考えているようで考えていなかったことに気づかされました 
これまで意識したことがなかったのでいろいろと考えられた 
自分自身の将来を見つめるいい機会になった 
小・中・高と振り返ることで今までの自分を見つめなおすことができた 
ライフプランニングがなくても将来については考えると思う 

 

２．実施成果 

１）ライフ・プランニング・シートを試行的に学生に記入してもらうことを２回実施し、

シートの改良を行った。ライフ・プランニング・シートへの記入に協力した学生は２０

９人になった。 

２）ライフ・プランニング・シート記入後のアンケート回答から、さらに改善を要する点

を抽出できた。 
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３．自己点検評価 

 本年度ライフ・プランニング・シートについて計画していた段階までの試行を行うこと

ができた。アンケート調査結果などを基に次年度シートの完成を目指す。 

 

４．参考資料 

ライフ・プランニング・シートの説明文書とシート見本 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

SCE プログラム取組：ライフ・プランニング・シート（第２回調査、平成２２年２月１８日） 

ライフ・プランニング・シートの設計・改良をしています。 

シート記入を体験し、アンケートに協力して下さい 
キャリア教育事業推進委員会 

１．ライフ・プランニング・シートの取組 
 文部科学省 平成 21 年度大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大学教育推進プログラムで

採択され、宮崎大学工学部は平成 21 年度～平成 23 年度に「自主を促す工学技術者キャリア教育

（Self-motivating Career Education Program for Students of Faculty of Engineering at University of 
Miyazaki：SCE）」プログラムを実施しています。学生の皆さんが自主的、自発的にキャリア形

成を行えるように支援するのが、このプログラムの目標です。学生の皆さんがキャリア形成に取

り組み、継続させる力になる中心的な仕組みが、ライフ・プランニング・シート（入り口：自分

の将来設計）とキャリア・ディベロップメント証明書（出口：自分のキャリア形成活動の集大成）

であると考えています。 
 
２．ライフ・プランニング・シートとは 

５年後、１０年後、２０年後のなりたい姿を明確にすることがライフ・プランニング・シート

の目的です。なりたい姿を現実にするために、大学生活でこれから何をすればよいか、何を身に

つければよいかを考える。そして具体的に行動を起こす。キャリア形成の行動もライフ・プラン

ニングの一つです。将来の自分を考えることでロジカルに自分設計ができるようになります。 
 １年生に入った時点で、ライフ・プランニング・シートを作成し、毎年見直しながらシートを

埋めていきます。少しずつでも自分の将来を埋めていく作業を続け、夢が現実になるキャリア形

成を目指しましょう。ライフ・プランニング・シートを参考に，クラス担任による学生個別指導

の機会に学習目標・計画について具体的に相談して下さい。 
 平成２１年度は一部の学生の皆さんにお願いし、作成したライフ・プランニング・シートに試

行的に記入をお願いしています。シートに対する意見や要望を参考に改良を進めていますので、

シート記入とアンケートにご協力下さい。平成２２年度秋にライフ・プランニング・シートを完

成させて、ＳＣＥプログラムのホームページで公開する計画です。しばらくお待ちください。 
 
３．ライフ・プランニング・シートの記入とアンケートへの協力について 
 現在、ライフ・プランニング・シートの記入様式を作成・改良しています。シートに実際に記

入して見て下さい。氏名記入欄は記載しなくても結構です。シート記入の後、アンケートにお答

え下さい。記入作業で感じたことなども自由記述欄に是非お書き下さい。シートの改良に生かし

ます。なお、提出されたライフ・プランニング・シートは返却しません。自分の手元に記入した

シートを残したい方は、コピーをしてから提出下さい。 

①ライフ・プランニング・シートの解説文書 

参考資料：ライフ・プランニングの方法について 
【解説・手順】 
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（１）ライフ・プランニングをしてみましょう。白紙を用意して思いついたことを全部書きましょう。 
 
① 好きなこと・やりたいことを考える（過去の自分を

振り返る） 
まず将来自分が「やりたいこと」を思い浮かべてくだ

さい。うまく想像できないという人は、過去を振り返り

ましょう。好きだった事、夢中になったことなどを例に

挙げ、その中で共通点や、興味の傾向が無いか探してみましょう。これまでの中で自分が喜べること、感

動のパターンを抽出し、それを味わえるであろう「やり

たいこと」を考えましょう。 
 
② 自分の人生（個人の生活、家族・友人、職業など）

を考える（現在の自分で考える） 
あなたは何をして生きたいのでしょう。自分の生活、

家族や友人関係および仕事（就職）の面から考えましょう。特に、社会に出ると働かないといけませんが、

あなたにとって働くとはどのようなことか考えてみま

しょう。 
 
③ 将来の夢・理想像を考える（未来の自分を思

い描く） 
最後に、自分自身の夢（理想像）を考えましょう。

①と②で考えた「好きなこと・やりたいこと」からイ

メージをふくらませ、夢を創ります。実現できそうにない、理想的すぎるなどと自分で自分に枠をはめる

のはやめましょう。大きな夢でいいのです。 
 
④ 夢・理想像を実現するのに何をするか考える。 
次に、その「夢」を実現するために、どのような生

活態度、知識・技能、経験などが必要かを考えます。

夢をかなえるために努力や勉強が必要ということを自

分に納得させるプロセスです。それらの生活態度、知

識・技能、経験などを身につけるために、今年１年で何をするとよいか具体的な行動を決めましょう。 
 
（２）ライフ・プランニング・シートに書いてみよう 
 今まで白紙に思いつくまま書いてきたライフ・プランのメモを整理して、ライフ・プランニング・シー

トに記入してみましょう。 
 
（３）ライフ・プランニング・シー

トを見直しましょう 
 ライフ・プランニング・シー

トは１年に１回か、半年に１回

見直しましょう。見直すことで

キャリア形成の継続が可能に

なります。取組では、「キャリ

つくチャート」を用いて自己採

点することで、自分の達成度を

見つめ直す仕組みを導入する

計画です。 

「過去に  →   今は」で考える 
・自分の好きだったこと→好きなこと 
・夢中になれたこと→夢中になれること 
・やってみたかったこと→やりたいこと 

「今の自分の気持ち」で考え、整理する 
・自分の生活は満足か 
・家族や友人はどうなったらよいか 
・どこでどのように働きたいか 

「夢」を考え、夢の実現に必要なものを考える 
・将来（5 年後、10 年後、20 年後）どこで誰

と暮らしているか 
・将来、余暇や遊びで何をしているか 
・将来、どんな仕事をしているか 

夢の実現に必要なものを考える 
・夢の実現に必要な生活態度、知識・技能、

経験などは何か（目標） 
    ↓ 
・必要な生活態度、知識・技能、経験などを

身につけるのに何をするか（行動計画） 
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ライフ・プランニング・シート：２月１８日（木）実施 

 
学年（       ）年   学籍番号（           ）   氏名

（          ） 
 

これまでシート 
 自分を見つめ直すことで、自分の軌跡や良い点・悪い点がはっきりして、これからのラ

イフ・プランニングに生かせるようになります。 
項目 小学生 中学生 高校生・高専生 
思っていた夢 
 
 

   

大人になってなりた

かった人ややりたか

った仕事 
 

   

がんばっていたこと

（趣味、クラブ活動、

遊び） 
 
 

   

得意科目や自慢でき

たこと 
 
 

   

失敗や残念だったこ

と 
 
 
 

   

親しい友だち・仲間

（人数と名前） 
 
 

   

高校までを振り返って見直すと 
良かったこと、続け

たいこと 
 

悪かったこと、やり

直したいこと 
 

新たにはじめたいこ

と 
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これからシート 

 これまでシートで自分を見つめ直したら、自分の未来を想像しましょう。他人の目を気

にする必要はありません。自分自身の自分設計ですから夢やプランをポジティブな思考で

考えましょう。これからシートは、あなたが大学時代やその後をどう生きるか今の時点で

はっきりさせて、今年や来年にがんばる自分の目標や自分でできることを具体化するため

に使います。「これからやりたいこと」や「なりたい人ややりたい仕事」はできるだけ具体

的に記入しましょう。 

項目 大学時代 卒業・修了後 １０年後・１５年後 
考 え て い る

夢・プラン 
   

やりたい勉強

や身につけた

い知識・資格 

   

伸ばしたい特

技や能力 
   

やりたい遊び

や趣味 
   

ほしい友だち

や家族 
 

   

なりたい人や

や り た い 仕

事・バイト 

   

これからやりたいこと（自分の中の優先順） 
順位 やりたいこと（目標） そのために大学時代に何をするか（行動計画） 
１  

 
 

２  
 

 

３  
 

 

４  
 

 

５  
 

 

なりたい人ややりたい仕事 
順位 なりたい人・やりたい仕事（目標） そのために大学時代に何をするか（行動計画） 
１  

 
 

２  
 

 

３  
 

 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑥ 

交付申請書 取組項目 ｅ－ラーニングシステムの導入と試験運用 

ｅ－ラーニングシステムの導入と試験運用 

プログラム分類 ⑦－２ ｅ－ラーニングシステム 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 課外講座や授業で教材作成を進め、自宅での自主学習を支援する。 

取組概要 ｅ－ラーニングシステムは「自ら学び考える学習」を実現するための

中心的な役割を果たす取組である。課外学習・活動で計画しているプロ

グラムである資格支援公開講座、工学技術者知識講座やエグゼクティ

ブ・プロフェッション・インタビューなどで、講義・実習内容やインタ

ビュー内容を映像とプレゼンテーション資料で構成されるｅ－ラーン

イング学習資料として記録する。映像とプレゼンテーション資料を複合

したアクティブな学習コンテンツに編集し、インターネットでストリー

ミング配信することで、学生が「いつでも、どこでも」コンテンツを再

生して自主学習できるようになる。 

期待する成果  教材をストリーミング配信できるｅ－ラーニングシステムにより、学

生の自主的なキャリア・ディベロップ学習が学生の滋養な時間で可能に

なり、積極的なキャリア知識・能力アップが期待できる。 

取組担当者 実践教育推進センター キャリア形成支援部門 

相川 勝 （教育研究支援技術支援センター） 

松下 洋一（物質環境化学科） 

坂本 眞人（情報システム工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．ｅ－ラーニングシステムの機種選定および調達 

（１）ｅ－ラーニングシステムの導入の目的 

平成２１年度大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラムで採択

を受けて、現在「自主を促す工学技術者キャリア教育」の事業を実施中である。この事業

では、大学進学率の増加や入学志願者の意識の多様化もあり、学ぶ動機を持たない学生や

自主的な学習姿勢や考えができない学生が増加している問題を解決するため、自主を促す

教育方法の工夫により、技術者としての幅広い知識と社会性を持ち、将来は社会で中心的

な役割を担う高度専門技術者を育成できるキャリア教育を実現することである。このため、

正規授業と課外授業・活動とを組み合わせた複数の工学技術者キャリア教育の取組を体系

的に実施し、「教えてもらう学習」ではなく「自ら学び考える学習」の仕組みを構築する。

ｅ－ラーニングシステムは「自ら学び考える学習」を実現するために中心的な役割を果た

す。課外学習・活動で計画しているプログラムである資格支援公開講座、工学技術者知識

講座やエグゼクティブ・プロフェッション・インタビューなどで、講義・実習内容やイン

タビュー内容を映像とプレゼンテーション資料で構成されるｅ－ラーニング資料として記

録し、これを学生がインターネットでアクセス可能なストリーミング学習資料とすること

で、学生の自主的な学習や能力向上を支援する。また、正規授業でもｅ－ラーニングシス

テムを用いた教材開発を計画する。すなわちｅ－ラーニングシステムで、基礎物理実験・

基礎化学実験の実験基本操作を動画学習教材として作成したり、また、工学デザイン実習

で成果発表会を映像記録としてプログラムの啓発に利用したりする。 

 

（２）ｅ－ラーニングシステムの機種選定と調達 

 ｅ－ラーニングシステムの選定に先立ち、１１月初旬から講義・実習内容やインタビュ

ー内容を映像とプレゼンテーション資料で構成される e-ラーンイング学習資料として記録

し、映像とプレゼンテーション資料を複合したアクティブな学習コンテンツに編集し、イ

ンターネットでストリーミング配信できる市販システムを調査して、資料収集を行うと共

に、１２月末までに３社からシステムのデモを行ってもらい、キャリア教育事業推進委員

会および工学部教育研究支援センターから数名が出席して、内容について質疑応答した。

これらのデモの結果を受けて、ｅ－ラーニングシステムの選定のために機種選定委員とし

て３人を定め、事務方より工学部会計係長がオブザーバーとして出席し、機種選定委員会

を２回開催し、本事業で使用するために必要な調達物品の仕様を定め、仕様を満たす機種

を選定した。機種選定委員会議事録と機種選定報告書を以下に示す。また、ｅ－ラーニン
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グコンテンツの収録・編集を行う本体部分の機種選定に引き続き、作成コンテンツを保存

し配信するサーバーコンピュータについても仕様を決定し、調達を依頼した。この結果、

３月初旬までに調達物品が納品され、検収と機器動作確認を行った。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第１回機種選定委員会議事録 
 

調達物品：ｅ－ラーニングシステム 一式 
 
委員： 

工学部物質環境化学科 松下 洋一 

工学部電気電子工学科 横田 光広 

工学部教育研究技術支援センター 相川 勝 

 

日時：平成２２年１月６日(木) １３：００－１３：５０ 

場所：工学部ミーティングルーム 

 

議題及び議事 
１．委員長選出 
 工学部物質環境化学科 松下 洋一が委員長に選出された。 
 

２．調達物品の内容説明と質疑応答 
 松下委員長より、調達物品の使用目的、選定の条件及び選定候補になる物品機種につい

て説明があった。新たにシステムソフトウェアを構築するよりは、既にパッケージとして

市販されている物品が実績及び納期の面から安心との意見があり、次回までにパッケージ

製品を中心に調査し，検討することになった。また、選定の条件は箇条書きとするのがよ

いとの意見があり、次回までに機種選定報告書案に反映させることになった。 
 

以上 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
第２回機種選定委員会議事録 

 
調達物品：ｅ－ラーニングシステム 一式 
 
委員： 

工学部物質環境化学科 松下 洋一 

工学部電気電子工学科 横田 光広 

工学部教育研究技術支援センター 相川 勝 

 

日時：平成２２年１月１２日(火) １６：１０－１７：００ 

場所：工学部ミーティングルーム 

 

議題及び議事 
１．調達物品の選定 
 松下委員長より、調達物品の機種選定報告書案に従って、前回委員会での課題を中心に、
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調査・検討した物品機種についての説明があった。選定条件をすべて満たす物品機種は１

つであったことから、この物品を調達対象とすることを委員会で決定した。 
 

以上 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
別紙第２号様式（第７条関係） 

平成２２年 １月１２日 
機種選定報告書 

 
部局長殿 
機種選定委員会 
委員長 氏名 松下 洋一  印 
購入物品名、規格、仕様等 

ｅ－ラーニングシステム 一式 
 
１．使用目的及び選定の条件 

(1) 使用目的 
 平成２１年度大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラムで採択

を受けて、現在「自主を促す工学技術者キャリア教育」の事業を実施中である。この事業

では、大学進学率の増加や入学志願者の意識の多様化もあり，学ぶ動機を持たない学生や

自主的な学習姿勢や考えができない学生が増加している問題を解決するため，自主を促す

教育方法の工夫により，技術者としての幅広い知識と社会性を持ち，将来は社会で中心的

な役割を担う高度専門技術者を育成できるキャリア教育を実現することである。このため，

正規授業と課外授業・活動とを組み合わせた複数の工学技術者キャリア教育の取組を体系

的に実施し，「教えてもらう学習」ではなく「自ら学び考える学習」の仕組みを構築する。

ｅ－ラーニングシステムは「自ら学び考える学習」を実現するために中心的な役割を果た

す。課外学習・活動で計画しているプログラムである資格支援公開講座，工学技術者知識

講座やエグゼクティブ・プロフェッション・インタビューなどで、講義・実習内容やイン

タビュー内容を映像とプレゼンテーション資料で構成されるe-ラーンイング学習資料とし

て記録し、これを学生がインターネットでアクセス可能なストリーミング学習資料とする

ことで、学生の自主的な学習や能力向上を支援する。また、正規授業でもｅ－ラーニング

システムを用いた教材開発を計画する。すなわちｅ－ラーニングシステムで、基礎物理実

験・基礎化学実験の実験基本操作を動画学習教材として作成したり、また、工学デザイン

実習で成果発表会を映像記録としてプログラムの啓発に利用したりを実現する。 
(2) 選定の条件 

 本システムは、講演などを実施している映像とプレゼンテーション資料を同時にストリ

ーミング学習コンテンツとして収録作成できるシステムである。本システムは次のような

条件を備える必要がある。 
 
【収録同時作成】 

1) キャプチャーボード等を含め必要なハードウェアおよびソフトウェアがインスト

ールされたオールインワンパッケージの収録エンコード機器とする。 

2) 持ち運びが簡単に行えるポータブル型とする。 

3) 講演者の映像はビデオカメラからの入力としカメラとの接続はコンポジット端子、

S ビデオ端子、IEEE1394、または USBを選択して入力可能なこと。 

4) 講演者の音声は音声出力機器（ワイヤレスマイク・設備ミキサー）などからの入

力とし、RCA 端子が入力可能なこと 

5) 資料画像はＲＧＢ 信号で入力できること。またパソコン資料以外にもＲＧＢ 信

号で出力が可能なメディアであれば全て入力が可能であること。 
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6) 収録は、開始／終了を選択するだけの簡単操作で行え、講演中の操作を必要とし

ないこと。 

7) 講演者のパソコンで使用できる全ての資料をスライド化し、カメラ映像と自動的

に統合し収録できること。 

8) スライドを自動的にサムネイル化しインデックスとして利用できるよう自動作成

が行われること。 

【視聴】 

9) Windows・Macintosh 問わず視聴できマルチブラウザに対応できること。視聴可能

なブラウザは Internet Explorer、Firefox、Safari とする。 

【編集】 
10) すでに収録済みであるビデオ映像と教材用プレゼン資料を用いてストリーミング

学習コンテンツの作成（編集）ができること。 
 
２．検討事項 
上記の使用目的および内容の条件を考慮し調査したところ、３社の３種類の機種が候補

に上がった。３種類の詳細について別表のとおりそれぞれ比較検討した。特に、下に述べ

る２つの重要な条件をメディアサイトの MediasiteLive システムは満たすが、他の機種が満

たせない点に大きな差違があった。 
1) 表の項目番号 8 の条件 

学生がｅ－ラーニング教材を視聴するためには、講義内容を示す各スライドがサムネイ

ルとして表示され内容が把握できることが重要である。 
2) 表の項目番号 10 の条件 
既撮影のビデオ映像ファイルとプレゼンテーション資料ファイルを用いて、同時撮影で

なく後からコンテンツ撮影できることは既存の収録資料を用いて学習コンテンツを増やす

ために是非必要な機能である。 
 
 (2) その他検討事項 

特になし。 
 
３．選定理由 
 メディアサイト株式会社のMediasiteLive システムが選定条件に挙げた10項目すべてを満

たしており、選定対象として最適であると判断した。 
 
４．参考資料 
 別表：ｅ－ラーニングシステム比較一覧表（省略） 

 

上記のとおり種々検討した結果、標記購入物品の機種を選定したので報告する。 
以上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（２）調達したｅ－ラーニングシステム「Mediasite Live システム」について 

１）システム構成 

今回、新たに導入した Mediasite Live システムは、臨場感ある新たなｅ－ラーニングシス

テムの学習スタイル構築を目指したシステムである。Mediasite L ive のシステム構成を図１

に示す。「ビデオカメラ」から講師の映像を映像入力とし、「マイク＆ミキサー」から講師
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の声や講演資料の音声を音声入力とし、さらに「ＲＧＢ信号」から講師がプロジェクター

に投影する PowerPoint 等の講演資料をＲＧＢ入力としこれら３つの入力を「Mediasite ML 

Recorder（ＭＬレコーダーという）」に接続する。ＭＬレコーダーでは、それぞれの入力信

号を図 2 のように視覚的に確認することができる。講演が始まると同時に、ＭＬレコーダ

ーの収録ボタンを押すだけで講師映像＆音声＆講演資料が同期再生されるコンテンツをリ

アルタイムに作成することができる。講演終了後、学内ＬＡＮを経由してコンテンツ管理

サーバーである「Mediasite EX Server」に送信する。サーバー上では自動的に配信サイトの

ストリーミングコンテンツが生成され、学内または学外からブラウザを用いて視聴できる

構成である。 
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２）システムの特徴 

• 簡単な操作で、講師の映像音声と講演資料の同期したコンテンツを作成することがで

きる。 

• パソコン画面だけでなく、ＲＧＢ出力が可能な機器であれば資料画像として利用する

ことができる。 

図 1 Mediasite Live システム構成 

図 2 Recorder Control Panel の画面 
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• 視聴ＰＣは、Windows と Macintosh に対応し、Internet Explorer、Safari、Firefox、Chrome

のブラウザに対応している。 

• 学内の認証システムと連携することができ、きめ細かなセキュリティ設定ができるた

め柔軟な視聴ルールを定義できる。 

• スライドを自動的にサムネイル化できるため、スライドナビゲーション機能を実現で

きる。これによって、受講者は全体の内容を把握できると共にポイント的に学習した

部分を最適に反復学習できる。 

• コンテンツの一覧表を自動で作成できる。また、視聴者への見え方も柔軟に設定でき

るため視聴者に許可されているコンテンツだけを表示できる。 

 

３）ｅ－ラーニングシステムの利用形態 

本システムは、キャリア教育プログラム事業のプログラムであるためシステムの利用者

は工学部学生を基本としている。しかし、本システムによるｅ－ラーニングシステムを広

く周知し理解してもらうことも重要である。さらに、今後作成していくコンテンツの中に

は著作の制限が発生するものも予想させる。これらのことを考慮して現時点におけるシス

テム利用形態の大枠を次に示すように区分する。また、本システムにおけるユーザ認証は

学内統一認証システムと連携して行う。 

 
① 認証あり＆学内のみアクセス可 

著作の制限が必要なコンテンツ 
視聴（受講）の状況を管理したいコンテンツ 

② 認証あり＆学外からのアクセス可 
本学（本学部）の学生に自宅でも自由に学習させたいコンテンツ 
視聴（受講）の状況を管理したいコンテンツ 

③ 認証なし＆学内のみアクセス可 
大学内で自由に視聴できるコンテンツ 

④ 認証なし＆学外からのアクセス可 
一般公開したいコンテンツ 

 

１－２．ｅ－ラーニングシステムの試験運用 

平成２２年３月中旬から下旬に Mediasite Live システムの試験運用として、機器の接続か

ら収録、サーバーへの転送そしてコンテンツ配信までの一連の作業を行う。収録は、キャ

リア教育プログラムの紹介としてキャリア教育プログラム事業推進責任者である松下准教

授が講演するかたちで行う予定である。作業の流れは次のとおりである。なお、作成した

コンテンツは、キャリア教育プログラムの周知活動と本システムによる学習のＰＲとして

認証なしで学外にも一般公開する準備を進めている。 
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２．実施成果 

１）機種選定委員会を開催し、調達物品ｅ－ラーニングシステムの仕様を定め、仕様を満

たす機種を選定し、調達を行った。 

２）ｅ－ラーニングシステムで作成したコンテンツを保存し配信するサーバーについても

仕様を決定し、調達を行った。 

３）ｅ－ラーニングシステムおよび配信サーバーシステムは、３月初旬に納入、設置が完

了した。 

４）ｅ－ラーニングシステムの試験運用を３月中旬から下旬で行い、試験的なコンテンツ

作成作業を実施中である。 

 

３．自己点検評価 

１）ｅ－ラーニングシステムを導入設置し、平成２２年度からのｅ－ラーニングコンテン

ツ作成が可能な準備を終えることができた。 

 

４．参考資料 

 なし 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑦ 

交付申請書 取組項目 
キャリア・ディベロップメント証明書のデータベースの導入と

試験運用 

キャリア・ディベロップメント証明書のデータベースの導入と試験運用 

プログラム分類 ⑧ キャリア・ディベロップメント証明書 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 キャリア・ディベロップメント証明書を、学生の自主的な学習を促し、

継続させるための原動力とする。学生生活の中で自主的努力をした知識

や能力の習得の軌跡を，学部の証明書として発行する制度で，就職・進

学時に証明書添付により活用できる。 

取組概要 キャリア・ディベロップメント証明書は、学生が大学在学中に自主的

に行ったキャリア形成の学習履歴、取得資格、能力開発の活動などを記

載した証明書である。学生から申請されるキャリア形成の自主学習・活

動項目・内容をデータベースに蓄積し、学生の発行依頼があるとキャリ

ア・ディベロップメント証明書を発行し、キャリア形成の学習の軌跡と

成果を大学が証明する仕組みを整える。 

期待する成果 • 大学が自主学習の活動・成果を正式に証明することが、学生の自主

的な学習を促す動機となり、継続する原動力となる。 

• キャリア形成学習の証明により、学生が就職活動で自己ＰＲなどに

生かすことができる。 

• 自主学習の活動・成果の軌跡を教員が把握できるようになり、キャ

リア能力・知識の向上に繋がる学生への助言や指導に生かせるよう

になる。 

• キャリア能力・知識の向上のための自主的な学習や活動を行う学生

を大学として支援する体制があることを、高校生、企業および社会

に対しアピールできる。 

取組担当者 実践教育推進センター キャリア形成支援部門 

相川 勝 （教育研究支援技術支援センター） 

松下 洋一（物質環境化学科） 

坂本 眞人（情報システム工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．キャリア・ディベロップメント証明書発行システムの委託開発 

 １１月よりキャリア・ディベロップメント証明書の内容詳細を検討しはじめた。他に類

似のないシステム内容になるために仕様概要の決定に手間取った。１１月中に複数のソフ

トウェアシステム開発会社とコンタクトしてキャリア・ディベロップメント証明書発行シ

ステムの開発ができる会社を探した。１２月初旬に可能性のある２社に会社に絞り込んで、

キャリア・ディベロップメント証明書の目的と概要内容の説明を行い、一次提案の提出を

依頼した。１２月２８日に一次提案のミーティングを行った。この２社に対して、大学側

から１月６日に「キャリア・ディベロップメント証明書提案依頼書（Request For Proposal）」

（全体３２頁を提示し、Ｗｅｂベースでの発行システムの開発提案書作成を依頼した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【キャリア・ディベロップメント証明書提案依頼書のシステム概要部分の抜粋】 
１．３ システム全体の概要 
図 1 にキャリア・ディベロップメント証明書発行システムの全体イメージを示す。証明書

発行システムは、運用がＰＤＣＡサイクルとなることをめざすために、次に①～⑥の工程

からなる。 
① ライフ・プランニングによるキャリア形成活動への動機付け 

学生に対し証明書発行システムの意義、目的および利用方法の周知を行い、自主的な

学習意欲を高める動機付けを行う。 
② 自主活動記録 

学生が行った自主学習・活動やその成果を記録（登録）する。 
③ 証明書発行 

学生が就職や進学時など必要とする時に証明書を発行する。 
④ 証明書活用 

④－１ 学生による就職活動などでの活用 
在学中に行ったキャリア形成のための自主学習・活動およびその成果や自分の能力を

就職活動などでアピールするのに、証明書を活用する。 
④－２ 教員によるキャリア形成アドバイスや就職活動指導での活用 
クラス担任や就職担当の教員がアドバイスや指導にキャリア・ディベロップメント証

明書を活用する。 
⑤ 証明書の効果検証データの調査・収集 

就職活動の実績と証明書の効果を検証するためにアンケートなどでデータの調査・収

集を行う。 
⑥ 証明書の点検・評価・改善およびその結果の公開 

証明書が就職活動にどのくらい効果があるか検証した結果を分析して、改善に生かす

ために効果検証資料を作成する。証明書発行システムを学生、企業および社会へ広く

周知する一環として、証明書発行の実績および効果検証資料を公開する。 
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２．システム化の前提条件 
２．１ 利用部門および利用者 
本システムを利用する（関連する）利用部門および利用者は次のとおりである。また、利

用するログイン画面（メニューも含めて）は、学生用、キャリア担当者用（キャリア教育

事務担当、キャリア形成支援部門）、利用教員用（その他の分類される教員）の３つを設置

する。 
（１）学生 

本システムを利用する学生は工学部および工学研究科に所属する学生のみである。学

部生の学年進行により、３年度目から修士課程学生へも対象を拡大予定である。近い

将来、全学利用の方針になった場合は、宮崎大学に所属する全学生を対象予定である。 
平成 22 年度  ：工学部 1～3 年生（370 人×3 学年=1,110 人） 
平成 23 年度以降：工学部 1～4 年生（1,480 人） 
データ保有年数 ：学部入学年度から 8 年間（修士課程学生を対象とする場合はさらに

４年間を加算） 
（２）キャリア教育事務担当 

キャリア教育プログラムに関する業務を主に行う事務担当者である。 
人数：2 名～3 名 

（３）キャリア形成支援部門 
本システムに関する業務を統括する部門である。 
人数：3 名 

（４）クラス担任 
各学科の担当学年の履修指導等を担う教員である。 
人数：学科数(6 名) 

（５）就職担当教員 
各学科の就職活動指導を担う教員である。 
人数：学科数(6 名) 

（６）プログラム実施担当教員 
キャリア教育プログラムの各種プログラムを実際に行う教員である。 
人数： 

 
２．２ 既存システムとの関連 

図 1 キャリア・ディベロップメント証明書発行システムの全体イメージ 

就職活動【学生】
キャリア形成アドバイス【教員】

就職活動指導【教員】

活動や成果を蓄積・管理

MICROSOFT CORPORATION

キャリア・ディベロップメント
証明書

② 自主活動記録

③ 証明書発行

④ 証明書活用

⑥ 証明書の点検・評価・改善およびその結果の公開

自主学習の活動
【学生】

証明書効果の分析
【学部】

証明書の周知
【学部】

証明書点検・評価・改善書

ライフ・プランニングによるキャリ
ア形成活動への動機づけ

①
証明書効果検証データ
の調査・収集

⑤
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（１）ネットワーク 
本システムは、学内ネットワークのみを利用し、学外からの利用は行わない。 

（２）ユーザー認証 
本システムのすべてのユーザー認証は、宮崎大学統一認証システム（ＭＩＤ）の認証

と連携すること。 
（３）学務情報システム 

本システムの学生基本情報は、学務情報システムより抽出したデータを一括登録（更

新）し、擬似的に学務情報システム内の学生基本情報と同期を取れること。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

提案書が提出される前に、大学側では提案評価方法について定めた。提案書の提出を受

けて１月２５日にキャリア・ディベロップメント証明書発行システム提案説明のプレゼン

テーションミーティングを２社に対し別々の時間帯を設定して行った。大学側からは実践

教育支援センター部門長４人、キャリア形成支援部門員２人の計６人が審査にあたり、ミ

ーティング後に提案評価方法に基づき審査を行い、平成２１年度中に行うキャリア・ディ

ベロップメント証明書発行システムのデータ入力部分（一次開発分）のプロトタイプの開

発を担当する１社を選定した。１月２９日に選定業者に開発を発注するシステムの仕様書

を送付し、これ以降に大学担当者－開発会社担当者間で要件確認を行いながら、プロトタ

イプのＷｅｂ入力システムの開発を行った。３月中旬に完成した一次開発分システムが納

入された。 

 

１－２．Ｗｅｂ入力システムの試験運用 

 今年度納入されたプロトタイプのＷｅｂ入力システムへの学生データの試験的入力によ

りシステム改善点の把握作業を開始している。平成２２年５月頃までに入力部分の改良点

を明確にする予定である。 

 

２．実施成果 

１）「キャリア・ディベロップメント証明書提案依頼書（Request For Proposal）」を決めて１

月末までにシステム開発を依頼する会社を選定した。 

２）キャリア・ディベロップメント証明書発行システムのデータ入力部分のプロトタイプ

が３月に導入でき、一部の学生データを入力する試験運用を開始した。 

 

３．自己点検評価 

 当初予定よりキャリア・ディベロップメント証明書発行システムのデータ入力部分のプ

ロトタイプ開発が遅れたが、これは入力仕様を当初想定したデータベースソフトからの入

力からＷｅｂ入力へ大きく変更し、証明書発行システムの仕様を根本的に検討し直す期間
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が必要であったためである。年度内には当初予定の計画の大半を実行できたと判断する。 

 

４．参考資料 

なし 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

基礎物理学実験 

プログラム分類 ②－１ 基礎物理学実験・基礎化学実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 実験基本操作のビデオ教材作成や課題探究を目指す実験項目の改良

により、よりわかりやすく興味深い基礎実験（基礎物理学実験および基

礎化学実験）を実現する。 

取組概要 基礎物理学実験の改良【⑧関係】に係り，既存実験に用いていると同

等の実験器具・消耗品をもう１セット導入して，実験を２チーム同時に

並行して行う中で，両チームで互いに議論しながら実験操作やデータ採

取を行う過程で問題抽出や課題解決の能力を身につけさせるのに使用

する。 

本年度は購入した器具・消耗品を用いて，雇用学生による４時間／日

×１０日間程度の試験運用と器具調整を行う。既存実験装置と平行した

試験比較により，両者間で実験データに差が出ないよう調整し，平成２

２年度４月からの基礎物理学実験に使用できる整備を行う。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 材料物理工学科 

宮城 弘守 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．基礎物理学実験の改良準備 

学生の２グループを指導教員とＴＡで指導(試行)する計画であったが、本年度は教員が指

導内容を検討する試行を実施した。 

① 誤差の実験 

【改良の目的・意義】 

現行では単純平均を求める程度しかさせておらず、誤差理論を意識できない。誤差の処

理はデータ解析の基礎であるから、誤差理論を理解できるよう実験内容を改良したい。 

【方法】 

升目の異なる 2 種類の方眼紙を用いて、計測生データの度数分布(ヒストグラム)と誤差曲

線を描かせ、比較する。誤差曲線を描くための平均値と分散は、電卓で求めさせる。物理

工学実験Ⅰ(材物 2 年後期)の中でも、度数分布から同様の作業を行なわせ、電卓処理とプロ

グラム処理の長短を比較する。 

【実験器具等】 

方眼紙 5mm 角、1mm 角、千枚通し 

関数電卓 シャープ @4,000  4  

補足的にノートパソコンのエクセル計算で分析結果をチェックする。 

 

② 「光のてこ」を利用したヤング率の測定 

【改良の目的・意義】 

精密測定では定番の「光のてこ」の利用であるが、不用意に行なうと測定結果が一定傾

向でずれる。これに注目し(慎重に実験し)た学生は、本学科ではこの 30 年間に皆無である。

「光のてこ」の使い方と結果のずれの因果関係を意識できるようにしたい。 

【方法】 

実験装置を 2 組用意して、SA2 グループそれぞれに「光のてこ」の鏡の角度を段階的に

変化して結果を出させ、比較検討させる。理論的には鏡の面が鉛直の時最も計測精度が高

く、材料の特性値と一致するはずであるが、それに彼らが気付くか関心がある。結果を既

存の結果と比較する際に必要な、目で見て材質を判断する練習を、金属片を用いて行なわ

せる。 

【実験器具等】 

読み取り望遠鏡 島津理化 @123,165  1 台追加 

試料棒(鉄、銅、真鍮)  島津理化 @21,420  1 組追加 
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光のてこ 自作 

金属片セット 島津理化 @8,300  1 鉄、銅、亜鉛、アルミニウム 

 

③ モンテカルロ法によるπの算出と減衰振動のコンピュータシミュレーション 

【改良の目的・意義】 

現行の基礎物理学実験のモンテカルロ法のテーマでは、利用する擬似乱数の初期値が固

定され擬似乱数の発生数の上限を設定しているため、モンテカルロ法が有効であるか、十

分経験・理解させえていない。 

また減衰振動のシミュレーションテーマでは、オイラー法による計算結果(プログラムは

ブラックボックス)が分解能を固定してディスプレイ上に表示されるだけである。臨界減衰

となる係数を探索させているが、「オイラー法の計算精度は低い」という指導書の説明を鵜

呑みにして理論が要求する真の臨界減衰との比較がおろそかになっている。 

【方法】 

多くの試行結果が得られるので、物理工学実験Ⅰ(材物 2 年後期)のプログラミング実習で

替える。 

モンテカルロ法のテーマでは、擬似乱数の初期値と発生数の上限をなくして、πを求め

させてみる。減衰振動のシミュレーションでは、オイラー法より精度の高いルンゲ・クッ

タ法で運動方程式を解かせ、刻みや表示方法を工夫し様々に比較させる。 

【実験器具等】 

物品、消耗品を計上しない。 

 

④ ボルダの振り子による重力加速度の測定 

【改良の目的・意義】 

基礎物理学実験で扱う力学系のテーマの中では最も精度の高い結果が得られる。そのた

め、ほとんどの学生が計測誤差が結果に影響したと考察する。それ自体に間違いではない

が、振り子の運動を線形近似して得られる数式を、真の値を得る式と誤解することも散見

される。教科書や実験手引書の説明を、振れ角を 5゜以下にすれば真値が得られると短絡理

解しているようであるが、理論的には「振れ角を 0゜にしない限り線形近似式から真値を得

られない」ことを思考実験できる能力は学生にない。 

【方法】 
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実験装置を 2 組用意して、SA2 グループそれぞれに、振り子の振れ角を変化して結果の

変化を観る試行実験を行なう。周期の計測精度を上げるため、ストップウォッチを用意し、

計測時間も延長する。 

実験結果を理論的に検証して、触れ角が大きくなったときの非線形の影響の拡大を理解

するため、ルンゲ・クッタ法のコンピュータシミュレーションを試行する。 

【実験器具等】 

ボルダの振り子 島津理化 @40,162  1 台追加 

ディジタルストップウォッチ 島津理化 @2,677  4 台 

 

⑤ モノコードによる交流周波数測定 

【改良の目的・意義】 

驚くべきことに、西日本の商用電力の交流周波数が 60Hz であることを記憶している学生

は少ない。弦(モノコード)を起振する電磁石と電磁力をイメージできないことも影響してい

るようではあるから、電磁力と定常波の共振メカニズムの理解に重点を置いて、改良を試

みる。 

【方法】 

鉄線を吸引する電磁力が電源周波数の 2 倍になることなど、本来、学生自らが気付いて

もらいたい点も多いので、実験装置を 2 組用意して、SA2 グループそれぞれに同じ実験を

行なわせ、中間結果を議論させてみることにした。 

電磁石の起振周波数を変化する実験は、2010 年度に改めて試行する。 

【実験器具等】 

モノコード教師用 島津理化 @72,292  1 台追加 

電磁石 

起振周波数可変実験装置 

 ファンクションジェネレータ 

 オシロスコープ 

 

① 誤差の実験 

【経過報告】 

・ 2009 年後期の物理工学実験Ⅰ(材物 2 年)で、各自が「誤差の実験」で得た記録や度数分

布をプログラム処理し、度数分布(ヒストグラム)と誤差曲線を重ね表示して考察させた。

通常の講義につき、SA、TA は雇用していない。 
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・ 雇用学生による試行実験を 2010 年 3 月 15 日～18 日の間に１日間実施する。 

 

② 光のてこを利用したヤング率の測定 

・ 雇用学生による試行実験を 2010 年 3 月 15 日～18 日の間に１日間実施する。 

・ 「光のてこ」の測定値をグラフに手描きさせ、鏡の角度の影響を光学的に解釈させるこ

とがポイント。 

 

③ モンテカルロ法によるπの算出と減衰振動のコンピュータシミュレーション 

・ 2009 年後期の物理工学実験Ⅰ(材物 2 年)で実習させたところ、現行の基礎物理学実験で

用いられているプログラムと課題が分かったので試行実験は行なわなかった。 

 

④ ボルダの振り子による重力加速度の測定 

・ 雇用学生による試行実験を 2010 年 3 月 15 日～18 日の間に１日間実施する。 

・ ルンゲ・クッタ法のコンピュータシミュレーションは、2009 年後期の物理工学実験Ⅰ(材

物 2 年)で実習させた。 

 

⑤ モノコードによる交流周波数測定 

・ 雇用学生による試行実験を 2010 年 3 月 15 日～18 日の間に１日間実施する。 

 

２．実施成果 

① 誤差の実験 

・ 誤差曲線を描くため誤差理論を学習し、実験で得た度数分布(ヒストグラム)と誤差曲線

が重ねて比較することで、誤差に関する理解が深まったと思われる。 

・ ただし物理工学実験Ⅰ(材物 2 年)で実施したプログラミングによると、最低 1.5 コマ 2

日を要し、現行の基礎物理学実験への導入は難しい。電卓計算により、1.5 コマ 1 日に

圧縮できるか試行実験により確かめる。 

・ 来年度の新入学生からノートパソコンが必携化される。プログラミングは無理にしても、

オフィス標準のエクセル計算が、電卓より勝るか、2010 年度に検討したい。 

・ 千枚通しの落下実験をダーツ(磁石式が安全)に換えると、楽しく実験できるが、ゲーム

に興じて必要なデータ取りがおろそかになるかもしれない。 

 

② 光のてこを利用したヤング率の測定 
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・ 試行実験結果による。 

・ 読み取り望遠鏡では視野が狭く光軸のずれを意識しにくい。結果との因果関係(理論的

理解)を容易にするため、2010 年度には読み取り望遠鏡の位置からレーダーポインター

等の光を「光のてこ」に当て，反射光をスケール上の変位角として読み取る方法を試行

してみたい。 

・ ノギスを使った測定に習熟させることも大切である。あわせてマイクロメーターなども。 

 

③ モンテカルロ法によるπの算出と減衰振動のコンピュータシミュレーション 

・ モンテカルロ法の FORTRAN プログラムを組ませ、擬似乱数の発生個数を数桁増やせば

理論的推定どおりπが真値に近づくことを経験できることが分かった。ただし、πの計

算結果が乱数発生の初期値に微妙に影響される「擬似乱数の限界」も分かった。 

・ 実施に必要な時間は 1.5 コマ×4 日程度で、改良方法に検討を要する。 

・ 教員がエクセル計算(擬似乱数 3 万個強)を試行してみたところ、現行の基礎物理学実験

よりは種々の検討ができる可能性を見出した。パソコン必携化を考慮し、今後も検討を

継続したい。 

・ オイラー法とルンゲ・クッタ法の FORTRAN プログラムを組ませ、計算の刻みや表示方

法を工夫し様々に比較させ、臨界減衰の探索精度を上げ理論的要求と比較できるレベル

の結果が得られることが分かった。ただし進度のおそい学生では、一定の理解を得るの

に 1.5 コマを 10 日程度必要とし、言語によらず、減衰振動(ばね・ダッシュポット系)の

運動方程式を解くルンゲ・クッタ法のプログラムを実験時間中に組ませるのは無理であ

ることが分かった。 

 

④ ボルダの振り子による重力加速度の測定 

・ 試行実験結果による。 

・ 物理工学実験Ⅰ(材物 2 年後期)の中でルンゲ・クッタ法の FORTRAN プログラムを組ま

せ、振れ角の拡大とともに周期が伸び、結果的に求めた重力加速度は必ず真値より小さ

い側にずれることを、理解させた。ただし運動方程式の数値解を間違いなく求められ、

さらに周期を検出するルーチンを組むことは、初学者には荷が重い。必要な時間は実験

の数倍を超え、本実験の課題に加えることは難しいことが分かった。 

 

⑤ モノコードによる交流周波数測定 

・ 試行実験結果による。 
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・ 従来の基礎物理学実験を 2 グループ同時に実施して比較・検討する効果をみる。 

 

３．自己点検評価 

1) 試行実験結果については別途検討する。 

2) 実験結果の検討を理論的に行なう道具としてコンピュータプログラミングを導入する

試行を材料物理工学実験Ⅰ(材物 2 年、後期)で実施したところ、授業改善アンケートに

教員(すなわち私)を指導教員として不適格とする特記意見があった。一筋縄ではいかな

い実験データの理論的検討を数値計算で検討する作業は、特に運動方程式の数値解を求

める作業は、プログラミングの初学者にとってオーバーロードになりかねないことを認

めさせる貴重な意見であると受け止めている。平成２２年度新入学生からパソコンが必

携化され、実験データの処理環境が充実して教授方法の自由度も増すわけであるが、学

生の進度との兼ね合いに注意しながら平成２２年度以降の試行を進めたい。 

 

４．参考資料 

 なし 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

基礎化学実験 

プログラム分類 ②－１ 基礎物理学実験・基礎化学実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 実験基本操作のビデオ教材作成や課題探究を目指す実験項目の改良

により、よりわかりやすく興味深い基礎実験（基礎物理学実験および基

礎化学実験）を実現する。 

取組概要 基礎化学実験の改良【⑧関係】で，実験テーマの一部を探究型実験へ

改良する目的で使用する。中和滴定の実験にｐＨメーターを購入してｐ

Ｈによる中和実験の追跡を可能とすることで，身の回りの様々な食品な

ど，例えばスポーツドリンクなどの中和挙動を実体験して確かめる自発

的・能動的な実験内容に変え，化学実験への興味を高める。 

平成２２年２月に雇用学生により，各種液体食品のｐＨと中和の滴定

曲線を実測する実験を繰り返して，学生の実験指導用のデータ蓄積を行

う。蓄積データを元に実験手順書を作成し，平成２２年４月から新しい

テーマでの実験に備える。平成２２年度からは前期に３学科を対象に，

曜日を変えて各３時限の基礎化学実験を行っており，その中で使用す

る。１４グループの同時並行実験を行うために１４組の物品を購入す

る。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 物質環境化学科 

湯井 敏文 

廣瀬 遵 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．基礎化学実験の改良準備 

（１）中和滴定実験の改良 

目的・意義 従来、指示薬による滴定終点を求め、濃度を評価する定量実験であったが、

今回、これにｐＨメーターによりリアルタイムでｐＨ変化を読み取ることにより、滴定曲

線の作図が可能となった。これにより受講生が酸塩基平衡についてより具体的に理解する

ことねらった。また、予算範囲内で可能な個数として１４台を購入し、小グループ単位で

の実験操作ができる環境を整えた。 

購入機器 

１、ｐＨメーター（アズワン，C-62）×１４台 

２、マグネチックスターラー（アズワン，RS-1DR）×１４台 

設置・使用場所 A 棟４階学生実験室（A412） 

 

（２）タンパク質の分析実験の改良 

目的・意義 従来、パスツールピペットや駒込ピペットを使用する操作に対して、微量秤

量の器具であるピペッタを導入した。これは、精度や操作効率よりもピペッタの使用体験

を目的とする。バイオ系実験に限らずピペッタは多くの化学実験室で一般的に配備される

器具でありながら、高等学校の化学実験室では見かけないことが、このことの背景にある。

また、予算範囲内で可能な個数として１４台を購入し、小グループ単位での実験操作がで

きる環境を整えた。 

購入機器   マイクロピペッタ２００μL および１０００μL、各１４台 

設置・使用場所  A 棟４階学生実験室（A412） 

 

１－２．基礎化学実験の改良のための試行実験 

ｐＨメーターを利用した中和滴定実験（１－１．①）の試行

実験を実施した。実験準備、実施補助として３名の学生を３月

８－１０日にかけて合計２０時間（一人あたり）雇用した。 

（１）中和滴定試行実験 

 現行の実験操作に従い、炭酸ナトリウムと塩酸の滴定実験を

行った。同時にｐＨメーターによりｐＨ変化をモニターし、理

論どおりの２段階滴定曲線が得られることを確認した。参考実

測定器具の設置状況 
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験として４種類の飲料（スポーツドリンク、紅茶、コーラ、豆乳）のｐＨ測定も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ｐＨメーター使用法、滴定操作のビデオ教材撮影  

各操作のビデオ撮影を行った。ビデオファイルの編集が終了次第、以下の URL に公開予

定である。 

http://www.chem.miyazaki-u.ac.jp/experiment/experiment2.html 

 

２．実施成果 

１）現行の中和滴定実験は１回の実験で終了する。今回、ｐＨメーターを利用することに

より器具操作の習得などに時間をとられ、実験が２回になるではないかとも当初、危惧

された。ところが、実際の試行実験から従来どおり１回で実施できる目安が得られた。

特に、実験初心者にとってはマグネチックスターラーの併用が、従来の手作業による攪

拌操作と比べて操作の効率化に寄与することが確認された。 

２）１）の成果をもとに、今後、実験回数を２回としたうえで内容をさらに充実・発展さ

せることも考慮する。具体的には、平成２２年度前期の講義における実施状況をもとに、

その可能性の有無や具体的な内容について考察する予定である。 

 

３．自己点検評価 

取組目的に挙げた項目を実施した。実際の適応対象である基礎化学実験は前期開講科目

であり、平成２２年度前期の当該実験より、今回の改良された実験項目を取り入れて実施

する予定である。 

 改訂実験の実際の適用時期である平成２２年５月頃までに実験操作書を改訂する予定

予備実験実施状況（スターラーは

使用せず） 
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である。 

 

４．参考資料 

 なし 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

専門実験課題探求実験 材料物理学科課題研究 

プログラム分類 ②－２ 専門実習・実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 現行の実験・実習をさらに体系的に工学技術習得でき、かつ課題探

究・問題解決能力を伸ばす実験になるように内容改良を行う。 

取組概要  材料物理学科の課題研究ⅠまたはⅡに、課題探求実験の課題とし

て、クルックス管（陰極線）の実験および核磁気共鳴の実験を新たに導

入する。ノーベル賞物理学賞の対象ともなった実験を自ら体験すること

で，学生の物理実験への興味が高める。 

課題研究Ⅰは２年後期３時限科目で，課題研究Ⅱは３年前期３時限科

目である。どちらかでクルックス管（陰極線）の実験を取り入れる。毎

年半期の間使用することになる。本年度は課題研究Ⅰで試験的に利用し

てみる。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 材料物理工学科 

松田 達郎 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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物理学基礎実験体験教室におけるクルックス管を

使用した実験実習の様子 

クルックス管および高圧電源 
核磁気共鳴実習装置 

１．取組実施内容 

１－１．材料物理学科課題研究の改良準備 

 日常生活では最先端機器があふれ、日々使用しているにもかかわらず、学生にとってこ

れら機器の内部はブラックボックスとなり、また機器内部の機構の理解および実感は驚く

ほどに乏しい。そこで、電子の歴史的発見のきっかけを追体験させ、さらに説明を付加す

ることで、知識のギャップの存在の自覚および学習動機を誘発する。また、先端医療診断

装置として使用されている核磁気共鳴の原理を実験・体験させ、原理的理解の積み重ねに

よって先端電子機器が理解できることを提示し、課題探求の意欲を刺激する。 

 そのためにクルックス管（陰極線管）および核磁気共鳴実習装置を購入し、基礎実験お

よび専門実験として整備する。クルックス管を使用した実験では電子の発見と存在を理解

させる。核磁気共鳴実習装置を使用した実験では核磁気共鳴の原理を理解させる。これら

の装置は課題研究の実施場所の一つである工学部Ｃ２０１室およびＣ２０６室に設置する。 

 

１－２．課題研究のための試行実験 

 平成２２年１月２８日および１月

３０日にクルックス管を使用した試

行実験を行った。１月２８日は工学部

Ｃ２０６室において試行実験を行い、

１月３０日には宮崎科学技術館にお

ける物理学基礎実験体験教室におい

て、学生３名を雇用し、また宮崎大学

工学部推薦入学合格者である高校生

２２名を含めて体験実験を行った。 

 また、核磁気共鳴実習装置について

106



は、平成２２年３月１６日より３月２０日まで連日学生４名を各日各５時間雇用し、試行

実験を行うことを予定している。３月２０日には宮崎大学工学部において第１３回「高等

学校と大学との物理教育に関する連絡会」を予定しており、宮崎県内の高校理科教員（物

理担当）と試行実験を計画している。 

 

２．実施成果 

１）クルックス管および高電圧装置を整備し、試行実験を行い、課題探求型学生実験とし

て活用できることを確認した。また実験実施上の安全面の配慮、付加的説明についての

整備、確認をすることができた。 

２）核磁気共鳴実習装置を整備し、試行実験を計画している。これによって求められる必

要教材、安全面の配慮の検討などを行うことができると考えている。 

 

３．自己点検評価 

１）実験機器の整備を行い、課題探求型基礎実験および専門実験のテーマを追加すること

ができた。 

２）機器の発注から納入までの日数を要したため、試行実験の実施が年度後半にずれたが、

年度内に試行実験を実施することができた。 

３）配慮すべき安全面などの検討や学生による理解、反応の確認を行うことができた。 

 

４．参考資料 

 なし 
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４．参考資料 

①平成２２年度「物理基礎実験体験教室」案内 
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②陰極線の実験説明資料 
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③第 13 回「高等学校と大学との物理教育に関する連絡会」の開催案内 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
宮崎大学工学部教員のみなさまへ 
 
  第 13 回「高等学校と大学との物理教育に関する連絡会」の開催について  
 
標記の連絡会の大学側世話人の森浩二（工学部材料物理工学科）です。本学では物理系の教員

を中心に、これまで高校理科物理の先生方と物理教育に関する会合をおこなってきました。これ

までに 12 回の会合を開き、高大間の情報交換をおこなってきました。 
このたび第 13 回連絡会を、 3 月 20 日(土)に下記の要領で開催することに致しました。今回は

定例の情報交換に加えて、基礎物理学実験の体験実習を予定しています。特に高校教科書で具体

的に挙げられている実験を中心にテーマを選定する予定です。また、高校側から、科学部での活

動の紹介もおこなっていただくことにしています。 
大変お忙しい時期とは思いますが、上記の趣旨をご理解の上、多数の先生方のご参加をお願い

申し上げます。 
 
お忙しいところ申し訳ありませんが、御参加いただける場合は、以下のフォームを 3 月 15 日ま

でに、森（mori@astro.miyazaki-u.ac.jp）までお送り頂きますようお願い致します。 
======================================================= 
学科名（        ） 
ご氏名（        ） 
電子メールアドレス（                  ） 
======================================================= 
このメールを受信されてない先生で、参加の希望がありましたら、ぜひ 
参加をお勧め頂きますよう願い致します。 
 
              記 
 第 13 回「高等学校と大学との物理教育に関する連絡会」の開催について  
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 １）日 時： 平成 22 年 3 月 20 日（土） 13：00～17：00 
 ２）場 所： 宮崎大学工学部大会議室 
 ３）内容 
    (1) 第 12 回会合の実施報告、その他報告 
      (2) 授業上の工夫点の紹介 
      (3) 基礎物理実験の体験実習 
      (4) 情報交換・協議 
           1. 物理実験機器の活用について 
           2. 新学習指導要領に関する各学校のカリキュラムの方向性について 
 
------------------------------------------------------------- 
森 浩二 (MORI Koji) 
mori@astro.miyazaki-u.ac.jp 
宮崎大学 工学部 材料物理工学科 量子システム工学講座 
Address : 〒889-2192 宮崎市 学園木花台西 1 丁目 1 番地 
------------------------------------------------------- 

 

以上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

専門実験課題探求実験 物質環境化学実験 

プログラム分類 ②－２ 専門実習・実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 現行の実験・実習をさらに体系的に工学技術習得でき、かつ課題探

究・問題解決能力を伸ばす実験になるように内容改良を行う。 

取組概要 物質環境化学科の物質環境化学実験Ⅰ～Ⅲで行われる探究型実験で，

水に含まれる各種化学物質の測定方法を調査，分析方法をデザインし，

実際に測定するのに使用する。 

利用頻度は平成２２年度の改良実験プログラムの本格導入に向け，本

年度は雇用学生による試行実験の実施により，実験方法の確立を行う。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 物質環境化学科 

菅本 和寛 

松下 洋一 

塩盛 弘一郎 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．物質環境化学実験の改良準備 

 専門実験である物質環境化学実験の一部を探究型実験へ改良することを目指した。学生

自らが水に含まれる各種化学物質の測定方法を調査し，学生のグループ（チーム）で目的

化学物質の分析方法をデザインし，実際に測定できることを目標としている。今回，分析

方法の基礎技術を習得させるための実験項目として，「キレート滴定による水の硬度測定」

「ｐＨメーターを利用した中和滴定」の導入を検討した。 

また，実験項目の実験方法の理解をするための予習，復習を学生が自ら行える環境を整

えるため，実験の基本操作，リン酸の定量，溶媒抽出についてビデオを作成し、動画教材

を作成する予定である。 

 

１－２．物質環境化学実験のための試行実験 

 試行実験は平成２２年３月８日から３日間で実施した。物質環境化学実験の一部を探究

型実験へ改良するために、学生を１５人雇用して試行実験を実際に行ってもらった。学生

には午前、午後合わせて１日６時間の試行実験をしてもらった。雇用学生１５人は５テー

マに分け，それぞれ別のテーマで試行実験を実施した。実験改をテーマごとに同時並行で

行ったことになる。実験テーマは以下の５項目である。 

①水溶液のキレート滴定による水の硬度測定 

②水溶液のｐＨメーターを用いた中和滴定 

③水溶液中のリン酸の定量 

④水溶液からの有機物質の溶媒抽出 

⑤物質環境化学実験の基本操作 

 

最終日には，それぞれのテーマの動画を撮影し，実験の動画教材を作成する予定である。 

雇用学生による物質環境化学実験を探究型実験へ改良するための試行実験の様子を下の

図に示す。中和滴定では自主を促す工学技術者キャリア教育の経費で購入したｐＨメータ

ーを用いて、滴定曲線を作成する実験条件を確立させた（図１）。水中のリン酸の定量方法

の確立では、同じくキャリア教育の経費で購入した紫外可視分光光度計を用いて実験を行

い、紫外可視分光光度計を用いる水分析方法を物質環境化学実験に取り入れる目処を立て

ることができた（図２）。キレート滴定（図３）や溶媒抽出（図４）においても実験操作の

試行で実験方法を確立した。 
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図 1 ｐＨメーターを用いた中和滴定.     図 2 紫外可視分光光度計よるリン酸定

量.   

 
図 3 キレート滴定の様子.             図 4 溶媒抽出の様子. 

 

２．実施成果 

１）物質環境化学実験で実施する新規の実験として「キレート滴定による水の硬度測定」

と「ｐＨメーターを利用した中和滴定」を確立できた。来年度あるいは再来年度に導入

予定である。 

２）化学実験の基本操作の動画を作成予定であり。近日中に学科ホームページに公開予定

であり，実際の実験では予習あるいは復習として学生に見せ学習させる予定である。 

３）物質環境化学実験の実験操作として「リン酸の定量」および「溶媒抽出」等の動画を

作成予定であり。近日中に学科ホームページに公開し，来年度の学生実験で予習として

学生に見せ学習させる予定である。 

 

３．自己点検評価 

１）物質環境化学実験で実施する新規の実験として「キレート滴定による水の硬度測定」

および「ｐＨメーターを利用した中和滴定」を確立できた。 
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２）化学実験の基本操作の動画を作成予定である。 

３）物質環境化学実験の実験操作「リン酸の定量」「溶媒抽出」の動画を作成予定である。 

上述の１）は確立できたが，２），３）の動画は作成予定であるので近日中に完成させる。

また，探求型の実験の確立はまだ完成できていない，今後さらなる検討が必要である。 

 

４．参考資料 

  なし 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

専門実験課題探求実験 電気電子工学基礎実験 

プログラム分類 ②－２ 専門実習・実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 現行の実験・実習をさらに体系的に工学技術習得でき、かつ課題探

究・問題解決能力を伸ばす実験になるように内容改良を行う。 

取組概要 電気電子工学科の電気電子工学基礎実験（２年生前期科目）は，座学

で学習する内容と実験の橋渡し的内容を扱う。この科目では，おおまか

な実験目的と測定機器，電子部品が与えられ，学生は担当教職員，ＴＡ

からのアドバイスを受けながら，実験目的を達成する状況を自ら作り出

し，課題探求・問題解決能力を訓練する。今回の改良では，本装置であ

るデジタルオシロスコープなど使用機器や電子部品を増やし，学生が測

定や回路に直接触れて実験する機会を増やす。これによって学生は自ら

考え実行する能力をさらに伸ばすことができる。 

平成２２年度の改良実験プログラムの本格導入に向け，本年度は６時

間／日×５日間程度の雇用学生による試験実施により，実験方法の確立

を行う。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 電気電子工学科 

穂高 一条 

迫田 達也 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．電気電子工学基礎実験の改良準備 

 電気電子工学科の電気電子工学基礎実験（２年生前期科目）は，座学で学習する内容

と実験の橋渡し的内容を扱っている。この科目では，おおまかな実験目的と測定機器，電

子部品が与えられ，学生は担当教職員，ＴＡからのアドバイスを受けながら，実験目的を

達成する状況を自ら作り出し，課題探求・問題解決能力を訓練する。そのためには、多く

の学生が実験機器に直接触れ、操作する機会を多くする必要があると考えられる。そこで、

今回は改良ではデジタルオシロスコープ（TDS2002B）2 台、ノートパソコン 1 台、アナロ

グオシロスコープ （テクシオ CS-4125A）1 台、ファンクションジェネレータ （テクシオ 

FG-274）1 台、ＤＣ電源（KIKUSUI PMC35-2）2 台や電子部品一式を増やし、今まで 3 名 1

機器で実験を行っていたのを、2 名 1 機器で実験を行うことができるようにした。これによ

り学生は実験をするために機器を操作する機会が増し、自ら考え実行する能力をさらに伸

ばすことができるようになると考えている。 

機器設置の様子の写真を下記に示す。 
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１－２．電気電子工学基礎実験のための試行実験 

 雇用した学生８名（１名あたり２０時間の雇用）と担当教職員により、今までの機器と

新たに導入した機器を用いて予備実験を３月８－１０日に実施した。実施する場所はＡ３

０８及びセミナー室で、３月８日に予備実験のための機器の準備、９日と１０日に予備実

験を行った。 

 

２．実施成果 

１）今まで３名１機器で実験を行っていたのを、２名１機器で実験が行うように機器を増

やしたことで、学生の実験機器の操作の修得や、実験内容の理解向上に役立つ環境を整

えた。 

２）予備実験（３月８―１０日実施）を行ったことで実験手順の見直しと指導要領の見直

しが行え、より良い実験内容に改良されることが期待できる。 

 

３．自己点検評価 

希望する機器を購入することができ、予備実験の準備を円滑にすることができた。 

 

４．参考資料 

なし 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑧ 

交付申請書 取組項目 基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 

専門実験課題探求実験 情報工学特別演習Ⅰｂ 

プログラム分類 ②－２ 専門実習・実験 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 現行の実験・実習をさらに体系的に工学技術習得でき、かつ課題探

究・問題解決能力を伸ばす実験になるように内容改良を行う。 

取組概要 情報工学特別演習Ⅰｂ（３年生）という前期の科目で、コンピュータ

グラフィックス（ＣＧ）による３次元対象の制作演習を行っている。こ

の演習を、市販の３ＤＣＧソフト「Shade」に重点を置く演習にし、セ

ミプロ級のかなり凝った作品を制作できるよう環境を整備したい。平成

２２年度の改良実験プログラムの本格導入に向け，本年度は雇用学生に

よる試験実施により，実験方法の確立を行う。具体的には、今年度購入

した３ＤＣＧソフト「Shade」とテキストを雇用学生により、実際に時

間内で従来の形式よりも効率的に作品制作ができるかどうかの試行実

験を行う。 

期待する成果  実習・実験で課題探求の姿勢を身につけ、実践的な課題解決能力

とチークワーク力を育成する。また、しっかりとした実習・実験の

基礎力を育てる。 

主取組担当者 情報システム工学科 

坂本 眞人 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．情報工学特別演習Ⅰｂの改良点 

 現在情報システム工学科では、応用コースの学生に対して情報工学特別演習Ⅰｂ（３

年生）という前期の科目で、コンピュータグラフィックス（ＣＧ）による３次元対象の制

作演習を行っている。この演習では、「POV-Ray（ポブレイ）」という３ＤＣＧ（3 次元ＣＧ）

フリーソフトを用いてアルゴリズムを理解しながらプログラミングによって作品をつくる

テーマと、市販の３ＤＣＧソフト「Shade（シェード）バージョン 9」を用いてクリエイタ

ーが行う作業と同じようにして作品を仕上げるテーマを与えている。これによって、ＣＧ

エンジニア的な立場とＣＧクリエイター的立場で演習ができるので、広い視野を持ってＣ

Ｇ制作に対する理解を深められると考えている。しかし、受講生 30 数名（来年度はさらに

増加の見込み）全員に尋ねると、ほとんどの学生が「Shade」を気に入り、演習を「Shade」

1 本化にしてもっと３ＤＧＣ制作に時間をかけ、動画も含めて本格的な作品を作りたいとい

う意見がほとんどであった。中には、国内外の著名なＣＧコンテストに応募して力試しを

したいという学生もおり、実際作品を投稿している個人やグループもいる。「コンピュータ

グラフィックス」の講義や研究室のゼミ等で各種コンテストを紹介し、こういう世界もあ

るのだと夢や希望を持たせて、やる気を起こさせるトリガーのような役目を担いたい。そ

こで、「Shade」に重点を置く演習にし、セミプロ級のかなり凝った作品を制作できるよう環

境を整備したい。具体的には、人数が増えるのでソフトの本数を増やし、既存のものはバ

ージョンアップして統一し、参考図書も豊富に揃えたい。また、教員作成テキストだけで

は追いつかないので、市販の専門書をテキスト（毎年貸し出し）として購入する。 

 

１－２．情報工学特別演習Ⅰｂのための試行実験 

 平成２２年度の改良実験プログラムの本格導入に向け，本年度は５時間／日×９日間の

雇用学生３名による試験実施により，実験方法の確立を行う。具体的には、今年度購入し

た３ＤＣＧソフト「Shade バージョン 11」とテキスト「Shade11 ガイドブック」を雇用学生

に貸し出し、４月からの情報工学特別演習Ⅰｂで力を入れる項目などを指示して、実際に

時間内で従来の形式よりも効率的に作品制作ができるかどうか試行を実施中である。 

 

２．実施成果 

現在作業が進行中であるが、制作時間が増えたことや、「Shade」の性能が向上したこと等

により、雇用学生からの評判は良い。 
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３．自己点検評価 

取組目的である雇用学生による試験実施により，実験方法の確立を行うを実施し、中間

的ではあるが雇用学生から良い評価を得ている。従来の形式よりも効率的に作品制作が可

能で、４月からの環境整備がなされ、さらに充実した演習内容になるものと今後大いに期

待できる。 

 

４．参考資料 

 なし 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑨ 

交付申請書 取組項目 工学デザイン実習の実施 

工学デザイン実習の企画・準備 

プログラム分類 ②－３ 工学デザイン実習 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 綿密な実験・実習のテキストは用意せず、テーマ・材料のみを提示し、

チームで試行錯誤して問題解決し、体験的に工学技術センスやイメージ

を磨くことができる新しい実習科目である。所属学科以外の学科の実習

テーマを選んでよく、自らのアイデアで実験を進められる。 

取組概要 工学デザイン実習を平成２２年３月に実施する計画で、備品・消耗品

の購入準備を平成２１年１２月から始めた。工学デザイン実習としてテ

ーマＡ～Ｃの３つの実習を計画した。平成２２年１月２１日から募集を

開始して、定員に達した２月中旬までに募集を打ち切った。参加できる

学生には電話とメイルで結果を連絡した。３月初旬から中旬に３テーマ

で実習を実施した。 

期待する成果  実験マニュアルを用意しないで，テーマと材料を与えて，チームで考

え，解決することを試行錯誤で行う過程で工学センスやデザイン力を身

につける効果がある。 

主取組担当者 実践教育推進センターキャリア形成支援部門 

松下 洋一（物質環境化学科） 

坂本 眞人（情報システム工学科） 

相川 勝 （教育研究支援技術センター） 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．工学デザイン実習の企画・準備 

 参考資料のリーフレットとホームページで工学デザイン実習の参加募集の案内を行った。

具体的には、１月２１日から１～２週間を期限として、自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）

プログラムのパンフレットをキャリア事業推進委員から学生に配布して説明してもらう際

に、参考資料①の「工学デザイン実習の募集案内」をパンフレットと共に配布して学生に

周知した。また、１月２９日にはホームページに参考資料②の募集案内をアップロードし

た。 

学生には工学デザイン実習に参加して終了すると、キャリア・ディベロップメント証明

書に記載することを合わせて連絡した。募集案内の文章は以下の通りである。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成 21 年度 工学デザイン実習の募集 

取組項目：工学デザイン実習 2010 年 1 月 26 日 

平成２１年度の工学デザイン実習を次の A～Cの３つのテーマで３月に実施します。この実習に参加し

て修了した場合、『キャリア・ディベロップメント証明書』にその実績を記載し、就職活動などで自己ＰＲ

できるようになります。 

工学デザイン実習は、体験的に工学技術センスやイメージを磨くことができる新しい実習科目です。将

来は履修科目に入れることも考えていますが、本年度は課外に行う自主参加の催しで実施します。新

しいことが好き、実験・実習が好き、また幅広い工学センスを見つけたいと希望する学生の方の参加を

募ります。所属学科以外の学科の実習テーマを選んでよく，自らのアイデアで実験・実習を進められま

す。 

対象学年は１年生および２年生です。参加を希望される方は、別紙の申込用紙で申し込んで下さい。

先着順で募集人数に達した時点で締め切りますので、早めの申込をお願いします。参加者は決定後

に本人に後日メイル等で連絡すると共に、２階ピロティのＳＣＥプログラム掲示板に貼り出します。 

工学デザイン実習 テーマ A 

ホットカイロを製品開発して、チャレンジコンテストで優勝しよう(^▽^*) 

化学製品開発プロジェクトです。鉄粉の酸化反応による発熱を利用したホットカイロ（温シップ）の機能

デザインを行い、市販品より優れた性能や特徴ある製品を目指した製品開発を行います。実験は２～

３人のグループで協力して行い，データロガーを使用した温度の自動計測で性能評価を定量的に行い

ます。 
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各チームの開発製品はチャレンジコンテストで性能（発熱温度と発熱継続時間の積算値）を競います。

さらに性能と合わせてチームで工夫した商品パッケージデザインを合わせて審査し、チャンピオンを決

定し表彰します。 

• ホットカイロを製品開発して、チャレンジコンテストで優勝しよう（PDF ファイル：121KB） 

工学デザイン実習 テーマ B 

太陽電池の効率は何で決まるのか？―光音響測定装置で探る― 

太陽電池の光電変換効率を左右する大きな要因として、光励起された電子のエネルギーが光起電力

とならずに発熱して消費されてしまう現象があります。この発熱と光起電力を実際の太陽電池セルや

材料について、光音響測定することにより、入力した光エネルギーがどんなプロセスで、光起電力や発

熱となるのかを考えることができます。この考察を通して、太陽電池の原理を教科書に書いてあるよう

な単純な一面的な解釈だけでなく、エネルギー変換という観点から一般的に理解することを目指した実

践的な実習を行います。実習から太陽電池をいかにデザインすればよいか考えましょう。 

• 太陽電池の効率は何で決まるのか？(PDF ファイル：215KB) 

工学デザイン実習 テーマ C 

異想天開へのアプローチ－君の自由な発想を現実に (^▽^*) 

複雑な形状や構造を簡単に作れるようになりました。 
機械加工ではなく，プリンタで３次元モデルを作ります。以下のモデル例は全てプリンタで作成していま

す・できます。しかも部品一つ一つではなく，一回の操作で作成してしまい，組立は不要です．しかも，

切りくずなど廃棄物はありません！君の自由な発想で無理と考えたものを作ってみませんか。 

• 異想天開へのアプローチ－君の自由な発想を現実に（PDF ファイル：355KB） 

実施内容についての問い合わせ、連絡先 
教育研究支援室キャリア教育担当（C203 号室、電話 0985-58-7863） 

申込書等ダウンロード 

• 平成 21 年度 工学デザイン実習参加申込書（PDF ファイル：81KB） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１－２．工学デザイン実習の募集結果 

１）工学デザイン実習 テーマＡ 

【募集人数】36 名に対して【応募人数】24 名となった（２月３日締め切り）。 
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２）工学デザイン実習 テーマＢ 

【募集人数】5 名に対して【応募人数】5 名となった（１月２７日締め切り）。 

３）工学デザイン実習 テーマＣ 

【募集人数】24 名に対して【応募人数】24 名となった（２月３日締め切り） 

※実際の応募は 41 名でしたが、希望者が同じ学科に偏っていたため、22 名に他の実習に移

ってもらった。 

 

２．実施成果 

１）学生から多くの募集があり、テーマＢとテーマＣはすぐに募集定員に達した。 

２）テーマＡは募集人員２４人になり、応募を締め切った。 

３）応募は応募用紙の提出で受け付け、応募結果はメイルと電話で連絡した。 

 

３．自己点検評価 

１）初めての実施で募集の案内が学生に十分に浸透できなかったにも係わらず、学生の関

心が高くて、募集定員が埋まるのは早かった。 

２）応募結果をメイルと電話で連絡する方法は連絡が取れないケースがあり、別の方法を

今後検討する必要がある。 

 

４．参考資料 

① 募集案内リーフレット（各実習テーマの内容案内は割愛） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
工学部１年生、２年生の皆さんへ 

平成２１年度 工学デザイン実習の参加案内 
 

工学部 キャリア教育事業推進委員会 
実施内容についての問い合わせ、連絡先 
教育研究支援室キャリア教育担当（Ｃ２０３号室、電話 58‐7863） 

 
平成２１年度の工学デザイン実習を次の３つのテーマで３月に実施します。この実習に参加し

て修了した場合、『キャリア・ディベロップメント証明書』にその実績を記載し、就職活動など

で自己ＰＲできるようになります。 
工学デザイン実習は、体験的に工学技術センスやイメージを磨くことができる新しい実習科目

です。将来は履修科目に入れることも考えていますが、本年度は課外に行う自主参加の催しで実

施します。新しいことが好き、実験・実習が好き、また幅広い工学センスを見つけたいと希望す

る学生の方の参加を募ります。所属学科以外の学科の実習テーマを選んでよく，自らのアイデア

で実験・実習を進められます。 
対象学年は１年生および２年生です。参加を希望される方は、別紙の申込用紙で申し込んで下

さい。先着順で募集人数に達した時点で締め切りますので、早めの申込をお願いします。参加者

は決定後に本人に後日メイル等で連絡すると共に、２階ピロティのＳＣＥプログラム掲示板に貼
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り出します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

工学デザイン実習 参加申込書 
 
提出先：工学部教育研究支援室キャリア教育担当（電話 58－7863） 
    Ｃ棟２階 Ｃ２０３号室 
 
１）工学デザイン実習参加テーマ（該当に○をして下さい） 

 テーマ A ホットカイロを製品開発して、チャレンジコンテストで優勝しよう 

 テーマ B 太陽電池の効率は何で決まるのか？光音響測定装置で探る 

 テーマ C 異相天開へのアプローチ－君の自由な発想を現実に 

 
２）参加希望者氏名・連絡先等※ 

学科名  
学 年  
学籍番号  
ふりがな  
氏 名  
  
自宅電話番号  
携帯電話番号  
メイルアドレス

（常時連絡のつ

く先） 

 

※各テーマへの参加者を決定しましたら、実施日程・実施場所など詳細を各自にお知らせ

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑨ 

交付申請書 取組項目 工学デザイン実習の実施 

工学デザイン実習 テーマＡ 

ホットカイロを製品開発して、チャレンジコンテストで優勝しよう 

プログラム分類 ②－３ 工学デザイン実習 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 チームでホットカイロの性能を高める実験を通して、チームワーク

力、創意工夫力、問題解決力、デザイン力を育成する。 

取組概要 化学製品開発プロジェクトである。鉄粉の酸化反応による発熱を利用

したホットカイロ（温シップ）の機能デザインを行い、市販品より優れ

た性能や特徴ある製品を目指した製品開発を行う。実験は２～３人のグ

ループで協力して行い，データロガーを使用した温度の自動計測で性能

評価を定量的に行う。各チームの開発製品はチャレンジコンテストで性

能（発熱温度と発熱継続時間の積算値）を競う。さらに性能と合わせて

チームで工夫した商品パッケージデザインを合わせて審査し、チャンピ

オンを決定し表彰する。 

平成２２年度３月に４日間の実習を実施し、最後の日にチャレンジコ

ンテストで自作ホットカイロ性能の評価と各グループの実習成果のポ

スター発表を行い、成果評価した。 

期待する成果  工学デザイン実習は実験マニュアルを用意しないで，テーマと材料を

与えて，チームで考え，解決することを試行錯誤で行う過程で工学セン

スやデザイン力を身につける効果がある。 

主取組担当者 物質環境化学科 

塩盛 弘一郎 

松本 仁 

宮武 宗利 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．工学デザイン実習テーマＢの準備 

 鉄の酸化反応熱を利用したホットカイロの開発を行うこととした。カイロの温度変化を

連続的に記録するために熱電対を備えたデータロガーを１２台購入し、５階学生実験室

（A512）に配置した。使用中の様子を図１に示す。 

 ホットカイロの開発実験を行うことにより、課題を解決するための工学的な思考やグル

ープ活動でのコミュニケーションの取り方とその重要性、得られた結果のまとめ方や発表

方法を習得することを目的として行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 データロガーによるホットカイロの温度測定の様子 

 

１－２．工学デザイン実習テーマＢの実施 

 使用したテキストを参考資料 2 に示す。実習は 3 月 5 日より下記の日程で行った。 

3 月 5 日（金）10：30－ グループ分け、実験内容説明、グループ調査 

3 月 8 日（月）10：30－ 実験、製品開発 

3 月 9 日（火）10：30－ 実験、製品開発 

3 月 10 日（水）10：30－ 実験および発表準備 

3 月 11 日（木）10：30－ プレゼンテーションおよび評価コンテスト 

１６名の参加があり、参加者を下表に示す。各班３名ごとのグループに分け、それぞれ

のグループでの合議によりグループリーダーを選出した。 

 

グループ 学  科 学 年 氏  名 

1 

機械システム 1 年  西元 祐喜 

機械システム 1 年  山﨑 公靖 

材料物理 1 年 ○野村 圭 

2 
電気電子 1 年  古庄 孝行 

電気電子 1 年 ○中村 晋也 
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電気電子 1 年  古澤 亮平 

3 

電気電子 1 年  後藤 翔馬 

電気電子 2 年 ○奥村 拓雄 

電気電子 2 年  籾木 崇 

4 

物質環境化学 1 年  一政 のぞみ 

物質環境化学 1 年  冨森 慧子 

物質環境化学 1 年 ○亀元 省吾 

5 

物質環境化学 1 年 ○江島 健 

物質環境化学 1 年  奥 直輝 

物質環境化学 1 年  上原 南美 

6 

物質環境化学 1 年  本多 加奈 

物質環境化学 2 年 ○西 雅斗 

物質環境化学 2 年  谷口 和彦 

    
○：リーダー 

 

 実験の様子を図２に示す。それぞれ、鉄粉、活性炭、塩水溶液、バーミキュライト等を

電子天秤で量り取り、フィルムケースの中で混合して熱電対を差し込み、温度変化をデー

タロガーに記録した。データロガーに記録したデータはノートパソコンに取り出しエクセ

ルでグラフ化した。温度と時間の関係を積分して発熱量を算出した班もあった。原料の配

合割合を変化させて、それぞれの班で設定した開発目標に合う温度特性をもったホットカ

イロを開発した。 

 

 

図３ 実験の様子 
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 開発した結果をまとめてポスター形式で持ち時間１０分間で発表した。発表は、基本的

には模造紙に記入したポスターとしたが、一部パワーポイントでポスターを作成した班も

あり液晶プロジェクターを併用した発表も行った。ポスター作成の様子を図４に、発表会

の様子を図５に示す。 

 

 

図４ ポスター作成の様子 
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図５ ポスター発表の様子 

 

 各班のグループ名、ホットカイロの商品名、パッケージデザイン、単価を下表に示す。 

グループ グループ名 
ホットカイロ商品

名 

パッケージ 

デザイン 

単価 

1 アツ×２カイロ 熱×２ 

 

90.5 円 

2 でんでん 高速 KAIRO 

 

79.2 円 

3 温ったカイロ スイカイロ 

 

95 円 
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4 The Turtles Recycled 鉄 

 

11.9 円 

5 くまさんチーム 長もちカイロ 

 

117.8 円 

6 チーム物環 ぽかぽか日より 

 

84 円 

 

ポスター発表について参考資料３に示す審査シートを使用して参加教員および TA によ

り審査し、最も良かった発表のチーム 1 つを最優秀発表賞として選出した。また、カイロ

のパッケージデザインについてTAが相談して最も良いと感じられたデザインの 1つを最優

秀デザイン賞として選出した。 

最優秀発表賞：4 班 The Turtles 

最優秀デザイン賞：2 班 でんでん 「高速 KAIRO」 

 

２．実施成果 

・ホットカイロを題材に製品開発を行い、それぞれの目標に応じたカイロの開発を行い、

開発内容についてポスター発表をすることができた。 

・学生自身が開発目標を設定し、実験を行い、その実験結果に基づき次の実験を計画して

さらに改善を繰り返すという課題解決に自主的に取り組むことができた。 

・温度変化をデータロガーで測定し、エクセルでグラフ化することにより実験結果を比較

検討することができた。 

 

３．自己点検評価 

１）ホットカイロの製品開発を行い、グループ活動により目標の設定、実験の計画、実験

の実施、実験結果の検討、改善実験の実施、結果の整理、発表資料の作成などを行うこ

とができた。 
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２）データロガーで実験結果を自動記録し、その後ノートパソコンでグラフ化することに

より結果の比較を行いやすく、有効に使用することができた。 

３）試薬の準備、TA への内容の周知およびデータロガーの使用方法の習得などの準備が不

十分であった。 

４）終了後のアンケート（参考資料４）で、17 名中 16 名が、工学デザイン実習に再度参加

しても良いと回答していることから、学生の印象はおおむね良かったと判断できる。 
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４．参考資料 

① 工学デザイン実習 テーマＡの募集案内 
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② 工学デザイン実習テーマＡ 実験操作書（表紙） 
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③ 工学デザイン実習テーマＡ 発表審査シート 

グループ発表内容の採点評価表    

評価者用    氏名（           ） 

採点項目内容：①まとめ方の適正（項目・内容構成），②発表方法（時間・役割分担・進行のスムーズさ），

③調査内容の分析の深さ・適切さ，④考察や結論の妥当さ・深さ，⑤発表内容全体の充実度 

グループ 

採点評価項目（各５点満点） 合計点 

（ ２ ５点 満

点） 

①まとめ方の

適正 

②発表方法 ③ 分 析 の深

さ・適切さ 

④考察・結論

の深さ 

⑤発表内容の

充実度 

１ 
      

２ 
      

３ 
      

４ 
      

５ 
      

６ 
      

＜発表に対するコメント記入欄＞ 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 
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④ 工学デザイン実習テーマＡ 終了時アンケート調査結果 
「工学デザイン実習テーマ A」アンケート 

 
最も当てはまる項目を選んでください。 
 
Ⅰ．工学デザイン実習への参加について 
（A-1）どのようにして工学デザイン実習について知りましたか 
① ポスター、案内、WEB などで ② 友達から ③ 先生から ④ その他 

① ② ③ ④ 
５ １ １１ ０ 

（A-2）参加を決めたきっかけは 
① 自分で決めた ② 先生に勧められた ③ 友達に誘われた ④ その他 

① ② ③ ④ 
１３ ０ ４ ０ 

（A-3）工学デザイン実習に参加した理由はなんですか 
① 化学が好きだから ② 実験が好きだから ③ 興味があったから ④ 友達と一緒に行動する

ため ⑤ その他 
① ② ③ ④ ⑤ 
２ ３ ８ ０ ４ 

 
Ⅱ．工学デザイン実習の実験について 
（A-４）実験はおもしろかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
７ ９ １ ０ ０ 

（A-５）実験は難しかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
２ ３ １０ ２ ０ 

（A-６）グループでの製品開発はおもしろかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
８ ８ １ ０ ０ 

（A-７）グループでの活動は難しかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
３ ３ ７ ４ ０ 

 
Ⅲ．準備・指導について 
（A-８） 実験操作書は分かりやすかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
４ １１ ２ ０ ０ 

（A-９）実験操作書はおもしろそうでしたか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
０ １１ ３ １ ２  

（A-10）実験器具・試薬の準備は十分でしたか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
４ １２ １ ０ ０ 

（A-1１）実験の事前説明は分かりやすかったですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
２ １５ ０ ０ ０ 

（A-1２）実験中の教員または TA の助言は適切でしたか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
８ ９ ０ ０ ０ 

 
Ⅴ．今後の工学デザイン実習について 
（B-１）今後同じような工学デザイン実習が行われる場合に参加したいですか 
① とてもそう思う ② そう思う ③ そう思わない ④ 全くそう思わない ⑤ 分からない 

① ② ③ ④ ⑤ 
７ ９ １ ０ ０ 

  

 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑨ 

交付申請書 取組項目 工学デザイン実習の実施 

工学デザイン実習 テーマＢ 

太陽電池の効率は何で決まるのか？―光音響測定装置で探る― 

プログラム分類 ②－３ 工学デザイン実習 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 太陽電池の光電変換効率を左右する大きな要因として、光励起された

電子のエネルギーが光起電力とならずに発熱して消費されてしまう現

象がある。この発熱と光起電力を実際の太陽電池セルや材料について、

光音響測定することにより、入力した光エネルギーがどんなプロセス

で、光起電力や発熱となるのかを考えることができる。この考察を通し

て、太陽電池の原理を教科書に書いてあるような単純な一面的な解釈だ

けでなく、エネルギー変換という観点から一般的に理解することを狙っ

た実習である。 

取組概要 平成 22 年 3 月に工学デザイン実習を１週間集中実施するに際し、雇

用学生による試行実験の実施と準備を行った。なお、光音響分光法を実

施する装置の納期が遅れそうであったことから、代替実験装置として、

光熱変換信号を測定できるようなシステムを構築した。3 月 4 日から 5

日間、担当教員が所属する学科以外の情報システム工学科より、5 名の

学生を迎えて実際に工学デザイン教育を実施した。 

期待する成果  工学デザイン実習は実験マニュアルを用意しないで，テーマと材料を

与えて，チームで考え，解決することを試行錯誤で行う過程で工学セン

スやデザイン力を身につける効果がある。 

主取組担当者 電気電子工学科 

碇 哲雄 

前田 幸治 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．工学デザイン実習テーマＢの準備 

 実施に当たり、準備したことは以下の通りである。 

(1) 太陽電池素子と、ｐｎ接合素子の準備をおこなった。前者は、市販のものを使い、後者

については、研究用として在庫に余裕のあるｐｎ接合シリコンを使うこととした。ただ

し、次年度以降については適当な市販品を探すことが必要である。 

(2) 電流電圧特性測定の機器準備を行った。直流・交流の電圧計、直流電源、信号発信器、

オシロスコープなど、学生が提案するであろう実験方法を予測して、できるだけ対応可

能な機器を準備した。 

(3) 測定を実施する場合の計測システムの構築を含む試行実験を行った。ただし、学生には

詳しい測定方法は知らせず自身で考えさせるために、予期されるいくつかの実験手法に

ついて試行を行った。 

(4) 光音響セルの納期が遅れる事が予想されたため、原理的にほぼ同様な手法であり、研究に用

いている光熱変換分光法についてＴＡにも教え、具体的な測定装置（システム）をくみ上げ

るのに、具体的にどの様な機器が必要か考えさせ、実験の準備を行った。 

 

１－２．工学デザイン実習テーマＢの実施 

 具体的実施内容は以下の通り。 

3 月 4 日（木）  午前 太陽電池の一般的な原理について説明した。同時に、半導体の基礎に

ついても説明した。 

 午後 太陽電池の諸特性の基礎となる電流電圧特性を測定した。市販の耐用

電池セルを与え、どのようにして測定するか、測定に必要な装置とし

て何が必要であるかについても考えさせるようにした。TAを付け、所々

ヒントを与えるようにした。 

3 月 5 日（金）  午前 前日測定した電流電圧測定結果について検討した。特に予想される特

性とは異なる結果が得られたが、その理由について考察を行った。光

吸収測定の原理について説明します。測定原理についても考えます。 

 午後 市販の太陽電池セルについて、光起電力のスペクトル測定を行った。

TA と一緒に実験を行った。測定結果については、次回以降検討する事

とした。 

3 月 8 日（月）  午前 測定した光起電力のスペクトル実験結果を基に、光吸収の実験結果と

太陽電池の効率との関連性について考えた。 

 午後 光学測定を行う場合の基礎的な実験手法について考察した。その場合、

高原のスペクトルを測定することの必要性を理解させ、具体的に測定

を行った。 

3 月 9 日（火）  午前 太陽電池の光電変換ロスの主原因となるキャリアの再結合によって発

生する熱を測定できる光音響測定の原理について説明した。 
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 午後 光音響セルの納期が遅れたため、原理的にほぼ同様な手法であり、研

究に用いている光熱変換分光法について教え、具体的な測定装置（シ

ステム）をくみ上げるのに、具体的にどの様な機器が必要か考えさせ、

実験の準備を行った。 

3月 10日（水）  午前 光熱変換信号を測定した。この際には光音響信号との関係性について

も考察できるようなヒントを与えた。 

 午後 太陽電池の効率に、光を出さない電子遷移が重要であることについて

考え、さらに効率を上げるための工夫について総合的に考えた。 

 

なお、ＴＡとして学生をつけ、実験を実施する際に、測定原理についての質問や、データ

のまとめ方について指導助言できるようにした。参加者は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

２．実施成果 

(1) 全体を通じてスムーズに実験を実施することができた。受講生は学部 2 年生であるた

め半導体の基礎知識はほとんどなく、易しく説明することから始めたが、よく理解し

てくれた。 

(2) 測定についても、具体的な方法を教示するのではなく、簡単な例からヒントを与え、

自ら実験方法について考えることができた。 

(3) 実験結果の取り扱いについては、結果から何が言えるのか、予想した結果と合ってい

るのか、合っていなければその理由は何かなどを考えさせるようにした。その結果、

適宜ヒントを与えることによってスムーズな実験結果に対する考察が行えるように

なった。 

(4) 本工学デザイン実習に参加した学生は、実験で発生した問題点を整理し、課題を見い

だす力、それを解決できる力が、これからの技術者にとって不可欠であることを体験

できたものと考える。 

 

３．自己点検評価 

 短時間の準備にもかかわらずうまくいったものと考える。学生の課題探求能力の育成は、

学生へ具体的なテーマを実施させ経験させると同時に、このような教育手法によってその

情報システム  2年  矢野翔太 

情報システム  2年  河野忠明 

情報システム  2年  田畑真奈美 

情報システム  2年  平谷充郷 

情報システム  2年  平元沙智 
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能力が深まることも説明する方がよい。また、実験の補助を行ったＴＡ学生にとっても、

改めて基礎を考え直す機会を与えることができ、有意義であった。 

 

４．参考資料 

①工学デザイン実習での実験結果と実験風景 

1. 初日の実験によって得られた結果。二日目にはこのグラフを元に考察を行った。 

 

2. 実験風景 
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②工学デザイン実習 テーマＢの募集案内 

 
工学デザイン実習 テーマ B  
 

太陽電池の効率は何で決まるのか？  
――光音響測定装置で探る―― 

 

 
 
 
募集人数：  5 名 
指導担当者 
電気電子工学科 碇哲雄、前田幸治、横山宏有 
電気電子工学科 4 年生 
 
日程：3 月 4 日（木）～10 日（水） 

土日はもちろんお休みです。 
平日は 10:00 に実験室に集合して下さい。 
場所は工学部 E 棟、一番南の建物 4 階です。  

☀ 半導体電子物性研究室（E405） 
 
 
実際の実験計画（おおまかな時間配分です。実験次第では一部スキップすることもあります。） 

3 月 4 日（木）  午前 太陽電池の一般的な原理について説明します。半導体の基礎も少し説明に

加えます。 
 午後 光音響信号の発生原理について説明します。発光遷移と、非発光遷移につ

いて、それらが太陽電池にどの様に影響するのか学びます。 
3 月 5 日（金）  午前 光吸収測定の原理について説明します。測定原理についても考えます。 
 午後 代表的な半導体について光吸収測定を行います。更に実験結果を解析する

手法を学びます。 
3 月 8 日（月）  午前 光吸収の実験結果と太陽電池の効率との関連性について考えます。 
 午後 実際の太陽電池について電気的、光学的測定を行い、効率の概念を考えま

す。色々な構造上の工夫があります。 
3 月 9 日（火）  午前 光音響測定の原理について説明します。 
 午後 測定装置（システム）の作製。具体的にどの様な機器が必要か考え、それ

らを組み上げます。 
3 月 10 日（水）  午前 幾つかの試料について実際に光音響信号を測定します。 
 午後 太陽電池の効率に、光を出さない電子遷移が重要であることについて考え

ます。そして、効率を上げるための工夫について総合的に考えてみます。 
 

太陽電池の光電変換効率を左右する大きな要因として、光励起された電子のエ

ネルギーが光起電力とならずに発熱して消費されてしまう現象があります。こ

の発熱と光起電力を実際の太陽電池セルや材料について、光音響測定すること

により、入力した光エネルギーがどんなプロセスで、光起電力や発熱となるの

かを考えることができます。この考察を通して、太陽電池の原理を教科書に書

いてあるような単純な一面的な解釈だけでなく、エネルギー変換という観点か

ら一般的に理解することを目指した実践的な実習を行います。実習から太陽電

池をいかにデザインすればよいか考えましょう。 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑨ 

交付申請書 取組項目 工学デザイン実習の実施 

工学デザイン実習 テーマＣ 

異想天開へのアプローチ 

—君の自由な発想を現実に— 

プログラム分類 ②－３ 工学デザイン実習 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 コンピュータを利用して多様な形状の部品等を比較的簡単に構造設

計できる。しかし，その設計図に基づいて，材料を機械加工して実物を

製作するには時間と手間がかかるので，製作までの実習を学生に行わせ

る機会は実際には少ない。本取組は複雑な形状のモデルを簡単に作成で

きる３次元プリンタを用いて，学生独自の設計を工作物として実現する

ことで，ものづくりの最新技術の学習と学生のデザイン意欲の増進を目

的としている。  

取組概要 平成２２年度３月に工学デザイン実習を１週間前後集中実施するの

で，それに先立ち１月に導入し，６時間／日×５日間程度のＴＡによる

試運転と機器操作の習熟を図る。３月の工学デザイン実習では約１０～

２０人の学生参加を見込み，ＴＡの支援を受けて3次元モデルを設計し，

それを三次元プリンタによってモデルの実物を作成する。 

期待する成果  ものづくりに直接関係する機械科の学生のみならず，土木，科学，電

気，物理関係の学生にも３次元デザインの技術を習得でき，設計用ソフ

トウェアの活用で今後の学習に役立てることが期待できる。  

主取組担当者 機械システム工学科 

鄧 鋼 

副取組担当者 実践教育推進センター実践型技術者教育部門 

岡部 匡 （機械システム工学科） 

西岡 賢祐（材料物理工学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．工学デザイン実習テーマＣの準備 

 雇用学生による次元モデル作成用ソフト（solidWorks）の利用方法の習得，及び３次元プ

リンタの設置と利用方法の講習を実施した。 

 

１－２．工学デザイン実習テーマＣの実施 

 本取組は異想天開へのアプローチ—君の自由な発想を現実に—をテーマに，工学部全学科

の学生 24 名を対象に実施した。実施時間は 3 日間で約 24 時間であった。具体的プログラ

ムは以下の通りである。 

3月 3日（水） ３次元 CAD 人材育成応用講座（初級編） 

 ３次元 CAD について，SolidWorks の特徴，基本操作，スケッチ作成，部品作成，ア

センブリ作成，図面作成，演習；<ボトムアップ>各部品作成（７部品），アセンブリ作

成，干渉認識，分解図，エンジンモデルの作成 

3月 4日（木） ３次元 CAD 人材育成応用講座（解析編） 

 有限要素について，解析プロセス，メッシュコントロール，境界条件，部品/アセン

ブリの解析；（応用編）部品の固有値解析，座屈解析，熱伝導解析，疲労解析 

3月 5日（金） デザインコンテスト 自由な発想で最強の橋を創ろう 

 距離５０ｍを離れた垂直の崖に幅 10ｍの橋を 500 分の 1 のモデルを設計しなさい。

橋の強さの評価指標として橋の中央に荷重 1Nを与えた場合の橋の最大応力(von-mises

応力)を用いることとし，最大応力を小さくなるような構造を考えなさい。ただし，資

源の節約のため，利用材料の体積を 10,000mm３以内とする。 

 

２．実施成果 

 学生は３次元設計と評価のソフトを触れ，自分のデザインを実現することができたこと

から，ものづくりの感動を初体験できた。この経験を今後の学習等に行かせたいいと学生

からの反響を得られた。 

 

３．自己点検評価 

 参加学生が各学科にわたり，学生のデザイン意欲を認識し，その必要性を感じ取れるこ

とができた。学生の取組は熱心で，長時間の講習と実習にもかかわらず無断欠席がなく，

デザインテーマには積極的に考案し，思い思いの作品を創ることができたので，本取組は

当初目的を充分に達成できた。次年度以降は，更なる改善と充実を図る予定である。 
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４．参考資料 

①実施風景とコンテストの結果 
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②工学デザイン実習 テーマＣの募集案内 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑩ 

交付申請書 取組項目 
キャリア教育アドバイザーを委嘱，キャリア教育アドバイザー

会議の実施 

キャリア教育アドバイザーの委嘱 

キャリア教育アドバイザー会議の実施 

プログラム分類 ⑩ 学生支援・教育支援の事務強化 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 キャリア教育アドバイザーと実践教育推進センターを加えた会議を

年数回の定例で催し，プログラムの企画・改善を図る。 

取組概要 企業関係者・県産業アドバイザーなどから５人程度にキャリア教育ア

ドバイザーを委嘱する。キャリア教育アドバイザーと実践教育推進セン

ター事業推進委員会委員からなるキャリア教育アドバイザー会議を３

月に開催し，次年度開始するエグゼクティブ・プロフェション・インタ

ビュー，長期インターンシップなどへの指導・協力を願う。 

期待する成果  キャリア教育アドバイザーの協力で企業の協力を得て実施する取組

を可能にできる。企業経験者の立場からキャリア教育プログラムの改善

のアドバイスを受けられる。 

主取組担当者 実践教育推進センター長（工学部長、キャリア教育事業推進委員会委員

長） 

大坪 昌久 （電気電子工学科） 

副取組担当者 事業推進責任者（キャリア形成支援部門長、キャリア教育推進委員会副

委員長） 

松下 洋一 （物質環境化学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．キャリア教育アドバイザーの委嘱 

 ２月に工学技術者知識講座で講演をいただいた企業等経験者講師５人にキャリア教育ア

ドバイザーを委嘱することにした。この中で、米良 博 氏は企業での現役を退いて永い

のでキャリア教育アドバイザーを辞退し、オブザーバーとしてキャリア教育アドバイザー

会議などに出席し、協力するとのご返事を得た。残り４人の方々に２月１８日付でキャリ

ア教育アドバイザーを大坪 工学部長から委嘱した。 

 

キャリア教育アドバイザー名簿* 

氏  名 所属・役職 

栗山 重隆 宮崎総合学院 大原簿記公務員専門学校 校長  

渡邉 祥造 渡邉技術士事務所  

小松 孝寛  旭化成ケミカルズ㈱ 常勤監査役 

下津 義博 ＮＰＯ法人 アジア砒素ネットワーク 事務局長 

*）オブザーバー参加・協力者：科学技術アドバイザー 米良 博． 

 

１－２．キャリア教育アドバイザー会議の開催 

 平成２１年度のキャリア教育アドバイザー会議を以下の日時および議事内容で行った。 

 

日時：３月１２日（金）１４：００－１７：００ 

場所：工学部中会議室 

出席者： 

区分 所属・役職 氏名（敬称略） 出欠 

キャリア教育 

アドバイザー 

宮崎総合学院 大原簿記公務員専門学校 校長  
渡邉技術士事務所  
旭化成ケミカルズ㈱ 常勤監査役 
NPO 法人 アジア砒素ネットワーク 事務局長 

栗山 重隆 
渡邉 祥造 
小松 孝寛 
下津 義博 

出 

出 

出 

欠 

工学部教職員 工学部長、実践教育推進センター長 

実践教育推進センターキャリア形成部門長 

実践教育推進センター基礎教育支援部門長 

実践教育推進センター実践型技術者教育部門長 

実践教育推進センター特色ある教育部門長 

実践教育推進センターキャリア教育支援部門員 

実践教育推進センターキャリア教育支援部門員 

大坪 昌久 

松下 洋一 

大塚 浩史 

岡部 匡 

横田 光広 

坂本 眞人 

相川 勝 

出 

出 

出 

出 

欠 

出 

出 

オブザーバー 宮崎大学名誉教授 

科学技術アドバイザー 

平野 公孝 

米良 博 

出 

出 
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配付資料： 

①キャリア教育アドバイザー会議プログラム 

②大学教育推進プログラム【テーマＡ】申請書「自主を促す工学技術者キャリア教育」 

③「自主を促す工学技術者キャリア教育」の説明用プレゼンテーション資料 

④平成２１年度キャリア教育事業成果報告書中の「工学技術者知識講座Ⅰの実施」の報告

部分の抜粋 

 

議事内容： 

１．工学部長 挨拶（１４：００－１４：１０） 

 工学部実践教育センターでは、特色ある教育部門が申請し、経産省平成２１年度「産業

技術人材育成支援事業（産学人材育成パートナーシップ等プログラム開発・実証事業）」に

採択されました。この事業は「太陽光発電関連産業のニーズに応える高度専門性を持つ人

材育成プログラム」をテーマとして２年間に渡り実施し、主として大学院修士課程での人

材養成を行っています。また、皆様にキャリア教育アドバイザーをお願いしています事業

はキャリア形成支援部門が中心となり、本年度より「自主を促す工学技術者キャリア教育」

のプログラムを３カ年間で実施します。工学部は現在学科改組にも取り組んでいます。学

部の教育改革と共に大学院では基礎科目を英語で講義する計画などを進めています。工学

部の教育にご理解賜り、今後とも協力をお願いいたします。 

 

２．自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）事業取組内容の説明（１４：１０－１

４：３０） 

 キャリア形成支援部門長より、本事業を申請した時の書類（配付資料②および③）に基

づいて、本事業の取組概要を下のプレゼンテーション資料を提示しながら説明した。 

 

３．キャリア教育アドバイザーからの事業全般計画へのコメント（１４：３０－１４：４

０） 

ＳＣＥ事業取組の概要説明後、事業内容等についてアドバイザーと意見交換した。自己

発言力の強化を取組の中でどう育てるか、動機づけをどう行うか工夫が必要などの意見が

あった。インターンシップと英語教育については集中的に意見交換した。 

【インターンシップ】 

・企業受入側の経験から、目的意識を持たないでインターンシップに参加する学生がおり、

企業側としても対処に困る。また、インターンシップを受けいれるのは企業に取っても
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負担であり、実際を言えば仕事の邪魔になる。学生の安全に最も気を遣っている。この

ような企業側の努力を学生にも理解させ、インターンシップに派遣する前に事前での企

業の調査・研究やインターンシップの目的の整理などを指導してほしい。 

・インターンシップを就職活動の一部と位置付けないのであれば、３年生ではなく２年生

で実施するのがよい。企業での仕事を大学生活の早い時期に知ることで、学生にも何を

大学で学ぶべきかの意識が生まれる。キャリア・ディベロップが必要で継続して努力す

る動機づけになる。 

・インターンシップは全員参加の必修科目である方がよいとの意見もあったが、実際上は

派遣先を確保するのが極めて難しいとの意見（高校生のインターンシップ実施経験から）

もあった。多くの学生が参加して経験するのがよいが、派遣先確保は頭の痛い問題であ

る。 

・通常インターンシップは５日間くらいであり、企業活動や内容を理解するには表層的に

なる傾向がある。数週間以上となる長期インターンシップは確かに有効であるが多くの

学生を対象にするのは難しいだろう。取組で考えている４年生での長期インターンシッ

プは、大学院進学希望者を対象として、かつ指導教員が祖業論文研究の実施などに支障

が無いと判断する場合に実施するもので、人数は限定されると思う。大学院での長期イ

ンターンシップを少し拡大する方向と考えてほしい。特色ある教育部門に検討をお願い

している。 

・現在の大学のインターンシップは、宮崎県内の企業を経済同友会が取りまとめて大学側

に情報を流していただき、学生が募集企業の中から選択する方法で行われている。この

他にインターンシップに熱心な企業から直接に募集がある。県内募集企業の業態は様々

であり、学生が各学科の専門と関係の少ない企業を選んでインターンシップに行く問題

が起こっている。今後、インターンシップの内容の検討が必要である。 

【英語教育】 

・工学部は英語教育をどう実施しているかとの質問があり、ｅ－ラーニング英語システム

を共通教育での取組プロジェクトとして始めている。また、工学部でも共通教育から連携

して３年生での工学英語の実施などを行っていると説明があった。これを受けてもっとレ

ベルを上げる、特に会話ができる能力を付けさせるべきと指摘があった。学部学生全部を

対象にコミュニケーション英語の底上げは難しいが、大学院では英語での講義を実施する

などで重視を検討している。 

・日本語には英語で必要な子音の文化がないので、英語を聞き取れない。インドネシアな

どの人の方が日本人に比べ、はるかにうまい。リンケージプログラムで東南アジアの留学
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生が来るとの話であり、留学生と日本学生との交流を利用して、英語を学ばせるのは有効

ではないか。 

・ヒアリングが重要で聞き取り、理解するのが大切であることを経験した例を話す。公立

大学の異文化交流授業を体験したが、講義は英語で行われていたが日本人学生と外国の学

生が混合した状態での英語講義は違和感がなく、学生も雰囲気の溶け込んで、内容も理解

しているようである。もちろん、英語で意見を述べるのは無理で、質疑応答は日本語で行

っていたが、少なくともヒアリングができていれば、このように授業が成り立っている。 

 

４．工学技術者知識講座の実施報告および意見交換（１４：４０－１５：１０） 

 配付資料④の平成２１年度キャリア教育事業成果報告書中の「工学技術者知識講座Ⅰの

実施」の報告部分の抜粋を資料にして、実施報告を行った。その後以下のような意見交換

を行った。 

・大学が行っている就職ガイダンスや工学部で行っている工学部創立 60 周年記念連続講演会

「先輩から後輩に伝える技術者のこころざし」などの内容と知識講座の内容の違いをはっ

きりさせる必要がある。 

・就職あたっての心構えや企業選択の仕方などを教えることはどうか。知識講座の目的はキ

ャリア・ディベロップであり、本人の自主的な能力や知識の向上を目指しており、就職対

策は意識的に外している。目的のところにも書いてあるが、就職マナーやエントリーシー

トの書き方などは大学の就職ガイダンスで行うので講座では行わない方針である。 

・入社後５年とか１０年くらいまでの若い人が講座で話す意味は大きい。 

・今回は企業経験者ばかりを講師としたが、公務員の方や技術職でない人（人事担当者など）

に講義願うのもよい。 

 

５．エグゼクティブ・プロフェッション・インタビューの実施の方法について（１５：１

０～１５：４０） 

 エグゼクティブ・プロフェッション・インタビューを平成２２年度の夏休みに実施する

計画であることを説明した。内容について意見交換した。 

・エグゼクティブ・プロフェッションとかなり企業経験の長いポジションの高い人をイン

タビュー対象としているようであるが？（確かにエグゼクティブ・プロフェッションでは

企業活動の広範囲についてインタビューに答えられる地位の企業人をイメージしていた。）

経験の深い人でなく技術職の若い人に聞くもの学生にはよい体験になると思う。若い人で
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もぶつかって越えた企業経験は何回もあるはずで、それを伝えてもらうことで学生に感じ

るものがあるはずである。 

・企業にもこの取組に協力してくれる人はいるが、目的はなんですか？と聞かれると思う

のではっきりさせておく必要がある。 

 

６．その他検討事項 

 数学などの基礎教育についてもアドバイザーの意見を聞きたいと要望があり、アドバイ

ザーに答えてもらった。 

・自分が勤めていた富士通では電気電子系でない物理学科の学生が１１名入社させた経験が

ある。入ってから専門家でなくても、設計もできるし、また営業に回った人もいる。富士

通の場合、理系で基礎学力をしっかり持っていれば専門分野にこだわらないとの採用姿勢

である。基礎ができていればよく、基礎こそ大事である。 

・自分が数学をもっと学んでいればと感じたのは３０代後半、そのころ仕事で量子化学を知

って使う必要があり、必然的に数学が必要になり、改めて自学したわけである。１年間も

自学にかかったが、大学で学んでいればもっと楽だったはずである。必要と思わないと継

続して学ぶ気にはならない。どこでどのように必要か学生に伝えて動機づけになるように

する必要がある。 

・高分子関係の会社にいたが、物理が大事で必要と感じた。物理と化学には境がなく、両方

を理解していないと研究開発はできない。 

・今教えているのは文系の学生ばかりであるが、簿記や経理では数学の知識も必要である。

財務の数値がわかるような数字へのセンスが必要なのは理系、文系問わないのではないか。 

 

７．キャリア教育アドバイザーへの工学部施設の紹介 

 会議終了後、工学施設としてものづくりセンターおよび産学連携支援センター機器分析

支援部門施設を見学してもらった。 

 

２．実施成果 

１）キャリア教育アドバイザー４人を委嘱した。 

２）キャリア教育アドバイザー会議を開催し、事業での取組について意見交換し、アドバ

イスを受けた。 
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３．自己点検評価 

キャリア教育アドバイザー５人の委嘱と会議の実施が本年度計画で実施の予定であった

が、ほぼ計画通り実施できた。 

 

４．参考資料 

 キャリア教育アドバイザー会議（３月１２日（金））の様子 

  

  

  
 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑪ 

交付申請書 取組項目 
プログラム実施報告書および自己点検評価報告書の作成，外部

評価委員会の開催 

プログラム実施報告書・自己点検評価報告書の作成 

外部評価委員会の開催 

プログラム分類 その他 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 年度ごとに自主を促す工学技術者キャリア教育事業の実施結果を報

告書にまとめて、この取組事業内容について外部評価委員から客観的な

評価・改善指摘を受け，プログラムの企画・実施組織が次年度計画へ改

善を反映させる。 

取組概要 自主を促すキャリア教育（ＳＣＥ）プログラムの平成２１年度実施結

果・成果および自己点検評価をまとめた「自主を促すキャリア教育事業

成果報告書」を作成する。 

ＳＣＥプログラム実施後の年度末には，事業成果報告書と実施検査に

より、外部評価委員会による第三者評価を実施する。外部評価委員には、

企業，高等教育機関および公的機関などから３～５名を委嘱する。 

期待する成果  外部評価を受けることで、ＳＣＥプログラムの取組についてＰＤＣＡ

サイクルを回しながら継続的に改善することが可能になる。 

主取組担当者 実践教育推進センター長（工学部長） 

大坪 昌久（電気電子工学科） 

副取組担当者 事業推進責任者 

松下 洋一（物質環境化学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．平成２１年度キャリア教育事業成果報告書の作成 

 自主を促す工学技術者キャリア教育で平成２１年度に実施した取組項目の実施結果を中

心に成果報告書をまとめた。成果報告書では自己点検評価結果も記述した。下のような目

次項目になる約１８０頁の報告書を作成した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第１章 教育の質の向上への大学等の対応について 
第１節 人材養成目的の明確化  
第２節 成績評価基準等の明示等  
第３節 ファカルティ・ディベロップメントの実施  
第４節 自己点検・評価等の実施体制・展開と評価結果の反映  
第５節 宮崎大学工学部が既に実施している主な教育改善の取組  
第６節 中教審答申と工学部既実施取組の関係  
第７節 大学の基礎情報  

 
第２章 自主を促す工学技術者キャリア教育の取組計画 

第１節 取組概要  
第２節 取組の趣旨・目的・達成目標  
第３節 取組の評価体制・評価方法  
第４節 取組の内容，経過，成果等の積極的な情報提供の方法  
第５節 取組の実施計画  
第６節 取組で期待される成果  

第３章 平成２１年度自主を促す工学技術者キャリア教育の取組成果 
第１節 平成２１年度の取組目的、事業実施計画・内容および期待される成

果  
第２節 取組結果  
第３節 取組達成度の自己評価  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１－２．自主を促す工学技術者キャリア教育の評価方法 

取組事業の企画・実施組織でまとめられた年度の成果報告と自己点検評価は、大学の評

価委員会で定めた４段階評価によって、客観的に行われる。目標の達成度が低い項目につ

いてスパイラルアップ委員会より改善点・方向が示される。平成２１年度報告書に対して

は平成２２年４月または５月にスパイラルアップ委員会よりの指摘が予定される。 

一方、外部評価では，１）大学側のプログラム企画・実施組織がプログラム実施報告書

と自己点評価書をまとめ，あらかじめ外部評価委員に送付して事前点検を受ける，２）事

前点検で指摘を受けた不足資料等の準備後，外部評価委員会を開催し，大学側の説明と質

疑応答後に外部評価委員が評価・講評を行う，３）外部評価委員の指摘に対して改善回答

書を作成し，外部評価委員に送付して確認・了承を得る，４）外部評価の改善内容を次年
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度のプログラム計画に反映させる，の手順で実施する。評価指標の項目についても，詳細

に定める。以下に外部評価委員に依頼した評価項目表を示す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

自主を促す工学技術者キャリア教育事業の外部評価項目（案） 
 
１．工学部およびキャリア教育事業の全般的評価 
工学部およびキャリア教育事業について全般的な評価をお願いします。下記の評価項目

について、４段階の評価段階（④達成、③ある程度達成、②少し未達成、①未達成）で評

価願います。また、コメントがあれば記入をお願いします。 
 

 評価項目 
（空欄にはコメントがあれば記入して下さい） 

評価段階

の数字 
教育課程 

１ 
志願者や社会のニーズに合う学科構成や教育目標であるか。  
 

２ 
入学者受入の方針（ポリシー、入試方法、初年次教育）が妥当か。  
 

３ 
学生への教育課程や JABEE 教育プログラム内容などが十分説明されてい

るか。 
 

 

４ 
履修指導および就職支援など学生支援が十分に行われているか。  
 

５ 
シラバスは妥当で、授業方法・内容が実質化されているか。  
 

６ 
成績評価が厳正で妥当であるか。  
 

７ 
学生の意見や要望を収集し、反映する体制は十分であるか。  
 

ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント） 

１ 
組織として FD への取組は十分か。  
 

キャリア教育 

１ 
キャリア教育プログラム実施体制・組織は妥当か。  
 

２ 
キャリア教育プログラムのそれぞれが実質的な内容で実施されているか。  
 

３ 
プログラムを受講学生の満足度は十分か。  
 

４ 
プログラム実施による教育効果を客観的に評価しているか。  
 

経費（予算、支出） 

１ 
経費の使途の適正性と使途の教育効果・有効性は十分か。  
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２．個別の取組の評価 

平成２１年度にキャリア教育事業で実施した個別の取組について、４段階の指標（④達

成、③ある程度達成、②少し未達成、①未達成）で評価願います。また、それぞれの取組

にコメントがあれば挙げて下さい。例えば、廃止すべき点、改善すべき点、評価が高く継

続すべき点などのコメントをお願いします。 

 
番

号 
事業での取組実施内容 
（空欄にはコメントがあれば記入して下さい） 

評価 
数値 

教育課程 

① 
１１月 教育実践推進センターに事業推進委員会の設置，教育研究支援室

の拡充 
 

 

② 
１１月 キャリア教育ＦＤ研修会の開催および外部研修会等への教員派

遣 
 

 

③ 
１２月 本事業のホームページ作成および学生への周知  
 

④ 
１２月 工学技術者知識講座の実施開始  
 

⑤ 
１２月 学生によるライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）の

作成 
 

 

⑥ 
２月  ｅ－ラーニングシステムの導入と試験運用  
 

⑦ 
２月  キャリア・ディベロップメント証明書のデータベースの導入と試

験運用（学生データの一部入力） 
 

 

⑧ 
３月  基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良  
 

⑨ 
３月  工学デザイン実習の実施  
 

⑩ 
３月  キャリア教育アドバイザーを委嘱，キャリア教育アドバイザー会

議の実施 
 

 

⑪ 

３月  プログラム実施報告書および自己点検評価報告書の作成，外部評

価委員会の開催（キャリア教育事業報告書・外部評価委員会での報告を評

価下さい） 

 

 

そ

の

他 

３月  補習授業の強化：事前学習の支援・指導  
 

経費（予算、支出） 

１ 
経費の使途の適正性と使途の教育効果・有効性は十分か。  
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３．評価委員の講評（改善点指摘を含む） 
 
 
 
 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１－３．外部評価委員会の開催 

（１）外部評価委員の委嘱 

 平成２２年２月初旬に工学部長から下記の３人に外部評価委員を委嘱した。 

所属・役職 氏名（敬称略） 

宮崎県工業技術センター 所長 

社団法人 宮崎県工業会 専務理事 

アイコムティ株式会社 代表取締役社長 

河野 雄三 

川井 徳之 

水居 徹 

 

（２）外部評価委員会の実施 

 外部評価委員会は、下のプログラムに沿って平成２２年３月１８日（木）に実施する。

外部評価結果については、本成果報告書とは別に外部評価報告書としてまとめる。 

 

平成２１年度大学教育推進プログラム「自主を促す工学技術者キャリア教育」外部評価委

員会 計画 

 

日時：３月１８日（木）１３：００－１６：００ 

場所：工学部大会議室（工学部Ａ棟２階、工学部入り口右の階段を上がって２階のすぐ左

の部屋です） 

出席者：  

区分 所属・役職 氏名（敬称略） 出欠 

外部評価委

員 

宮崎県工業技術センター 所長 

社団法人 宮崎県工業会 専務理事 

アイコムティ株式会社 代表取締役社長 

河野 雄三 

川井 徳之 

水居 徹 

 

工学部キャ

リア教育事

業推進委員

会 

委員長（工学部長、実践教育推進センター長） 

副委員長（事業推進責任者、キャリア形成部門長） 

委員（基礎教育支援部門長） 

委員（実践型技術者教育部門長） 

委員（特色ある教育部門長） 

委員（キャリア教育支援部門員） 

委員（キャリア教育支援部門員） 

委員（基礎教育支援部門員） 

大坪 昌久 

松下 洋一 

大塚 浩史 

岡部 匡 

横田 光広 

坂本 眞人 

相川 勝 

白上 努 

 

 

欠 
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委員（実践型技術者教育部門員） 

委員（実践型技術者教育部門員） 

委員（特色ある教育部門員） 

委員（特色ある教育部門員） 

西岡 賢祐 

河村 隆介 

迫田 達也 

関戸 知雄 

 

 

欠 

欠 

事業取組担

当者 

工学部機械ｼｽﾃﾑ工学科（工学デザイン実習Ｃ） 鄧 鋼（ﾃﾞﾝｶﾞ

ﾝ） 

 

オブザーバ

ー 

宮崎大学名誉教授 

宮崎大学 教育研究・地域連携センター 

平野 公孝 

山田 裕司 

 

事務担当 工学部教務厚生係長 

工学部教育研究支援室キャリア教育担当 

工学部教育研究支援室キャリア教育担当 

徳留 新一 

中武 直子 

三宮 絢 

 

 

議事次第（質疑応答は随時行います） 

１．工学部長 挨拶（１３：００－１３：０５） 

２．出席者紹介（１３：０５－１３：１５） 

２．教育の質の向上への工学部の対応の状況（１３：１５－１３：３５） 

   工学部長 大坪 昌久 

３．自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）事業取組計画の説明（１３：３５－１

４：００） 

   事業推進責任者 松下 洋一 

４．本年度実施の特色ある取組の紹介（１４：００－１５：００，１件１５分間で質疑応

答を含む） 

①工学技術者知識講座Ⅰ（１４：００－１４：１５） 

   実践教育推進センターキャリア形成部門 松下 洋一 

②ＳＣＥプログラムホームページとキャリア・ディベロップメント証明書発行システム（１

４：１５－１４：３０） 

   実践教育推進センターキャリア形成部門 相川 勝 

③専門実習・実験の課題探求型テーマへの変更：物質環境化学実験（１４：３０－１４：

４５） 

物質環境化学科 菅本 和寛 

④工学デザイン実習 テーマＣ「異想天開へのアプローチ－君の自由な発想を現実に」（１

４：４５－１５：００） 

   機械システム工学科 鄧（デン）鋼（ガン） 

 

＝＝＝休憩（１０分間）＝＝＝＝＝ 

４．本年度実施の取組成果および自己点検評価（１５：１０－１５：３０） 

   事業推進責任者 松下 洋一 

５．外部審査委員講評（１５：３０－１６：００） 

以上 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

２．実施成果 

外部評価委員３人を委嘱し、平成２２年３月１８日に外部評価委員会を実施した。外部

評価委員会の指摘に対する本事業取組の課題は次年度改善を検討する。 
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３．自己点検評価 

計画通り外部評価委員会を開催できた。 

 

４．参考資料 

 なし 

 

 

以上 
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＜自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラム平成２１年度実施報告＞ 

 

交付申請書 取組番号 ⑳ 

交付申請書 取組項目 その他 

補習授業の強化－推薦入学者への入学前数学事前学習支援 

プログラム分類 ⑤－１ 補習授業の強化 

取組期間 平成２１年度～平成２３年度 

取組目的 高校での未履修科目を補習授業で学び、大学での専門基礎科目との接

続を図る。補習クラス数を増加し、学習レベル別のクラス分けで補習授

業を強化する。 

取組概要 現在は，推薦入学で入学した学生について，数学と物理の未学習部分

をそれぞれ 1 クラスで補習授業している。参加者が５０名以上になり教

育効果に限界がある。平成２２年度よりクラス数を増加し，学習レベル

別のクラス分けで補習授業を強化する。また，化学でも要望があれば実

施する。現在は準備中である。 

補習授業の一貫として、推薦入学者に対して高校在籍中に数学の問題

を送付して自主学習を促す取り組みを行っている。平成２２年度も実施

したので、実施内容について報告する。 

期待する成果  推薦入学者の数学の学習レベルを把握でき、入学後の補習授業の内容

に反映できる。また、推薦入学者が入学後の数学の授業に円滑に対応で

きる。 

取組担当者 実践教育推進センター 基礎教育支援部門 

大塚 浩史（材料物理工学科） 

白上 努 （物質環境化学科） 
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１．取組実施内容 

１－１．事前学習支援の準備 

平成１７年度（１８年度入学者）から、推薦合格者に、大学で必要となる数学の知識を

確認・復習させるための教材を（１月頃）送付し、レポート用紙に解答させ（２月末頃ま

でに）提出させる、という取り組みを行ってきた。これは数学教員からの発案によるもの

だが、現在では教務委員会からの依頼という形で数学教員が教材（問題・解答例）作成を

担当し、回収後の課題の処置は各学科で対応することになっている。これらを添削し返却

することで、より教育効果が上がると思われるが、これは必ずしも全ての学科で実施でき

ていたわけでは無かったようである。 

 

１－２．事前学習支援の実施経過 

 今年度は、他資金（学部長裁量経費）の支援の下、提出された課題を添削・返却するこ

とに取り組んだ。その為に、工学部学生・院生に添削員を公募し（２０名強の応募者があ

った）、注意深く選抜し１０名を採用するに至ったが、本学部では数学の専門教育を受けて

いるものがいないので、実際の添削には、添削後、その添削が妥当か否か確認する点検を

行った。点検は、大塚と教育経験の豊富な大学院学生が分担したが、その大学院学生を雇

用するのに本プログラムの予算を活用した。現在全４回の提出課題の４回目の添削作業が

終わりつつあるところである。 

 

２．実施成果 

 期待されていたことは推薦合格者の学習レベルの把握であったが、それ以上の成果が得

られつつある。それは、添削員の多くが、添削作業を通して大いに成長したことである。

当初添削者が課題答案に書き込んでいたコメントには、残念ながら間違いを糾弾するよう

なものも見られたが、最終段階に至って、入学者を励ますような内容のコメントを書ける

ようになるになっている。このことにより、本添削作業は、単に推薦合格者の課題の添削・

返却ができたことに留まらず、添削者にとっても、他人とのコミュニケーションをどのよ

うに取るべきか、と言うことを学ぶ機会を作ることができたと思われる。 
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添削員による最近のコメント例： 

 
 

３．自己点検評価 

１）推薦合格者の学習レベルの把握は、添削者への調査（実施中）により、これまでより

具体的に出来つつある。 

２）多くの添削員の人間的成長を促し、課題の添削・返却という目的以上の成果が得られ

たと思われる（添削員へのアンケートは、現在実施中）。 

 

４．参考資料 

① 数学添削作業について(22/Jan./'10)：添削員への作業説明書 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

数学添削作業について (22/Jan./’10) 

担当：大塚浩史（教員室 A209，e-mail：ohtsuka@cc.miyazaki-u.ac.jp) 

配付資料：  

(1)数学添削作業について（本用紙） (2)推薦合格者数学課題問題及び解答 (3)添削返却用表紙（該当数） 

最初に：諸連絡は e-mailで行いますが、添削課題の受け渡しなど、諸事務手続きは 

応用数学事務室（A211）：事務員 本村朋子さん、e-mail：motomura@cc.miyazaki-u.ac.jp 

で行います。また、皆さんの添削作業上の疑問について、経験豊富な 

秋田健一君（農学工学総合研究科博士後期課程 2年）居室： C315室、 e-mail：akita@phys.miyazaki-u.ac.jp 

に、相談に乗ってくれるようにお願いしました。e-mail等で所在を確認の上、居室に訪問してください。 

日程：推薦合格者が課題を提出する締め切り、その課題を皆さんが受け取る日（ 16時以降に応用数学事
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務室

第１回 ２月 ５日（金）までに投函： 提出課題受け取り２月 ８日（月）： 添削期限２

月１５日（月）第２回 ２月１２日（金）までに投函： 提出課題受け取り２月１５日（月）： 

添削期限２月２２日（月）第３回 ２月１９日（金）までに投函： 提出課題受け取り２月２

２日（月）： 添削期限３月 １日（月）第４回 ２月２６日（金）までに投函： 提出課題

受け取り３月 １日（月）： 添削期限３月 ８日（月） 

に来て下さい）、添削期限は以下の通りです。 

このスケジュールが基本となりますが、あくまで目標です。提出の遅れなどから受け取りがずれ込むこ

ともあると思います。各受取日に受け取れない分は、到着次第メールで連絡しますので、受け取りに来て

下さい。なお、事前に受け取りに来て、来ているものから添削してくれてもかまいません。 

 
事前準備：添削する前に、必ず問題を解いておいて下さい。解くことで、どこを注意すべきか分かります。

早速取り組んで下さい。勿論解答例を参考にしても良いですが、基本的には自分で作成した解答例を見な

がら

作業の実際：  

添削して下さい。なお後日、添削上の注意すべきところを補足する資料「添削上のポイント」を配布

予定です。 

• 課題の受け取り：採点員各自に、担当する合格者を指定します（ 9～10名）。その合格者の課

題を、受取日に本村さんの所まで取りに来て下さい。その際、担当一覧表に日付を記入して下さい。  
• 添削：「解答例」、「添削上のポイント」を元に、赤色ペンを用いて添削して下さい（必要なら、

赤ペンは本村さんからもらって下さい）。添削中に問題（解答が正しいか否か不明、解答例に問題がある、

など）が発生したら、遠慮無く、私又は秋田君に問い合わせて下さい。最後に表紙を付け替えて（もとの

表紙は、添削提出時に本村さんに渡して下さい）、新たな表紙に必要事項を記入して下さい。  

• 添削済み課題の提出：：添削が終了したら、私又は秋田君の点検を受けて下さい。

• 出勤簿に押印：定期試験日程を考慮し、 2/16(火)及び 2/19(金)から 3/12までの全ての月曜日、

金曜日 (計 8日)を出勤日として設定します。工学部庶務係（玄関入って左の部屋）に出勤簿がありますの

で、期日に押印して下さい。作業は自宅で行って構いませんが、押印しないと給与が支給されません。 

点検は、状況

によっては数時間或いは数日かかるかもしれません。点検が終わり次第改めて連絡しますので、提出した

人の所に受け取りに来て下さい。それを本村さんの所に持って行き、返却用封筒に入れて提出になります

（元の表紙も提出、担当一覧表に日付を記入）。添削期限までに本村さんまで、を目標に、早めに作業を

進めて下さい。がんばりましょう。  

 
最後に：何か不安があったら、自分だけの判断で進めないで、必ず大塚或いは秋田君に相談して下さい。

問題点の共有という意味もあります。また、上記のやり方は、実際作業を進めてみて不都合があったら修

正することもあると思います。それらは随時 e-mailで一斉連絡しますので、情報にも注意して下さい。 

では、新入生を迎える、という気持ちでがんばりましょう。 

以上 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以上 
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第３節 取組達成度の自己点検評価 

 平成２１年度の自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）プログラムで取組を予定

していた事項を中心に、取組成果を自己点検評価する。第１節で述べた事業実施計画・内

容および期待される成果の順に従って点検評価の結果を述べる。点検評価指標は、取組内

容と期待される成果を「④達成、③ある程度達成、②少し未達成、①未達成」の４段階と

した。 

 

① １１月 教育実践推進センターに事業推進委員会の設置，教育研究支援室の拡充 
内容  教育実践推進センターに各学科等委員を加えた事業推進委員会を設置して実施組

織とする。教育研究支援室にパートの事務補佐員２人を雇用して事業推進事務に当

てる。 
期待 
成果 

 事業推進体制を確立でき，一部の教職員の実施ではなく，工学部全体の教育改善

活動として定着させることができる。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 実施組織としてキャリア教育事業推進委員会を設置できた。ただし，初年度でもあり各

学科が重要な教育改善事項として認識し、取組までには浸透していない。ＦＤなどによる

継続的な啓発が必要である。 

教育支援室キャリア教育担当の事務補佐員２人を雇用し、事業推進のために教育支援室

を強化できた。採用手続きの遅れで、雇用予定時期が当初予定より１ヶ月後にずれ込み１

２月となったが、事業推進の取組には支障がでなかった。 

 

② １１月 キャリア教育ＦＤ研修会の開催および外部研修会等への教員派遣 
内容 工学部を中心に本学教職員を対象としたキャリア教育ＦＤ研修会として「第３回宮

崎大学専門職・技術者倫理教育ワークショップ」を開催する。 
期待 
成果 

 キャリア教育ＦＤ研修会の開催を継続することで，キャリア教育に本学教員が主

体的に関与する意欲と知識を獲得でき，キャリア教育プログラムを学内で継続する

体制へと移行しやすくなる。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 第３回宮崎大学専門職・技術者倫理教育ワークショップを１１月に予定通り開催できた。

教員の参加人数が少ない点が反省点である。ワークショップを教職員に広報する方法とし

てメイルでの連絡で行っていたが、さらに周知の方法を改善する必要がある。ワークショ

ップを学生にも参加してもらう新しい試みを実施した。学生にとって非常に興味深い新鮮

な催しであったようで、ワークショップにＦＤとは別に倫理教育的な意味合いを与えるこ

とができた。 
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③ １２月 本事業のホームページ作成および学生への周知 
内容 本事業のホームページを専門業者に委託して作成し，また，本事業の紹介用パンフ

レットを作成する。ＨＰおよびパンフレットにより学生への事業内容の周知を図る

とともに，県内の関係する企業等にパンフレットを送付して事業を紹介する。 
期待 
成果 

 本事業のホームページは事業目的の学生への周知を図ると共に学生の取組参加を

促す目的で開設すると同時に，県内外の企業等に本事業を周知する効果も高い。パ

ンフレットも同様の効果を狙っている。 

 

【点検評価結果】（４）達成できた 

 学生へのＳＣＥプログラムの周知を図るために、パンフレット作成配布、ホームページ

の開設、ポスター作成貼りだしなど複数の取組を実施した。工学デザイン実習や工学技術

者知識講座などへの参加申し込みは多数となり、学生への周知はうまくいったと判断する。 

 高校等へのパンフレット送付なども積極的に行った。外部へのＰＲの効果は今後継続的

に判断する必要がある。 

 

④ １２月 工学技術者知識講座の実施開始 
内容 工学技術者知識講座として技術者に必要な法令遵守，倫理，リスク管理，環境保全，

コミュニケーション能力などを地域企業から招聘した講師による課外講座（１回９

０分間程度）として実施する。２月までに５回を実施予定である。 
期待 
成果 

 正規授業で教える工学専門知識・技術の枠で収まらない，技術者に必要な法令遵

守，倫理，リスク管理，環境保全，コミュニケーション能力などを課外講座で自主

学習することで，企業で必要な専門分野以外の素養を身につけた優れた技術者が育

つ。 

 

【点検評価結果】（４）達成できた 

 工学技術者知識講座の開催は大学からこの事業の申請時期には１２月を予定していた。

実際に取組を開始する時期に再度実施時期を見直し、２月実施に変更した。各学科のカリ

キュラムを検討すると、１２月に各学科授業と重ならない課外講座時間帯を確保するのは

困難と判明したためである。２月の期末試験が終わった時期を選ぶと平日の昼間を講座開

講に使用でき、時間帯確保の不都合を解決できた。 

知識講座参加希望者は極めて多く、会場とする講義室の収容人数の関係から１３０人の

応募があった時点で募集を打ち切った。結局、１２０人の学生が３日間にわたって５回の

講座を受講し、レポートを提出した。アンケート結果などからも学生の満足度も大きく、

実施成果は極めて大きかったと判断する。 
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⑤ １２月 学生によるライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）の作成 
内容  ライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）のフォーマットを作成し，数

学科の学生にライフ・プランニング・シートを実際に作成してもらい，アンケート

による意見聴取でシートの改良を本年度中に終え，平成２２年度４月から本格実施

する。 
期待 
成果 

 ライフ・プランニング・シート（ポートフォリオ）の作成で，学生が自分の将来

を見つめ，自ら学ぶ意義を見いだし，自主学習を積極的に行う動機になる。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 ライフ・プランニング・シートのフォーマットを作成し，学生にライフ・プランニング・

シートに実際に記入してもらい、アンケートで改善点を見つける取組を２回繰り返した。

１回目は物質環境化学科１～２年生から協力者を募り実施し、記入しにくいとのアンケー

ト意見を得た。このため、記入シートの構成を大幅に改良して、工学技術者知識講座参加

学生１２０人を対象学生として２回目の記入・アンケートを実施した。２回目のシート記

入・アンケート調査でライフ・プランニング・シートの記入しにくい項目がはっきりして

きたが、申請時書類で計画していた平成２２年度４月から本格実施に入れる段階には至っ

ていない。次年度に再度試行的なシート記入・アンケート調査を実施する必要がある。な

お、ライフ・プランニング・シートはキャリア・ディベロップメント証明書発行システム

に入れ、Ｗｅｂ入力できるようにすることを新たに目指す。 

 

⑥ ２月  ｅ－ラーニングシステムの導入と試験運用 
内容  講義ビデオとプレゼンテーション教材が同時にインターネット経由で視聴できる

ｅ－ラーニングシステムを導入し，主として工学技術者知識講座での講義をライブ

ラリーとして蓄積し，平成２２年度から学生がアクセスして自主学習できるように

する。毎年度教材を蓄積して充実する。 
期待 
成果 

 工学技術者知識講座の講義を受けた学生だけに止めないで，講義を教材ライブラ

リーとして蓄積していくことで，学生がキャリア教育を自主学習できる貴重な講義

を増やす効果は毎年実績を経るごとに増大する。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 講義ビデオとプレゼンテーション教材が同時にインターネット経由でストリーミング視

聴できるｅ－ラーニングシステムの導入を目指し、既存システムを比較して目的に最適な

機種を選定した。導入時期が２月から３月に遅れたことで、導入機器で工学技術者知識講

座講義を録画できなかった。講座講義は別のビデオカメラで撮影し、本システム機器を用

いてストリーミング教材に加工する計画変更を行った。装置の検収は済み、試行的に使用

する状態になったので、ある程度達成できたと判断した。 
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⑦ ２月  キャリア・ディベロップメント証明書のデータベースの導入と試験運用（学

生データの一部入力） 
内容  キャリア・ディベロップメント証明書の仕様を策定して，データベースとして蓄

積するコンピュータシステムを導入する。本年度はデータ蓄積のシステムを試験運

用し，一部学生のキャリア・ディベロップメント・データを入力しながらシステム

改善を図る。 
期待 
成果 

 キャリア・ディベロップメント証明書が複数ある取組のキーとなるもので，学生

の自主学習・活動の全ての記録をデータベース化し，進学や就職の必要時に大学が

発行することで，学生に自主学習の目標を持たせ，継続する力を生むことが可能に

なる。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 キャリア・ディベロップメント証明書発行システムは既存の市販システムがなく、独自

開発する必要があり、大学側で極めて詳細な仕様を策定して，システム開発業者に委託し

た。平成２１年度に目指したデータ入力・蓄積システム部分の開発（一次開発）までを３

月に完成して納入引き渡しを受けた。一部学生のキャリア・ディベロップメント・データ

を入力したが件数的には少なく、次年度４月～５月まで入力検証を継続する課題が残った。 

 

 

⑧ ３月  基礎実験・専門実験の課題探求型テーマへの改良 
内容  基礎化学実験，基礎物理学実験および学科専門実験の一部で課題探求型実験テー

マの導入と雇用学生による試験実施による改良を行い，平成２２年度当初から新シ

ラバスでの実験を開始できるようにする。残りの学科専門実験は平成２２年度に改

良を図る。 
期待 
成果 

 基礎化学実験，基礎物理学実験および学科専門実験は実験技術を学ぶ点に重点が

置かれていたが，それぞれの実験で学生が主体で考え行う課題探求テーマを一部に

取り入れることで，学生の自主的な学習意欲を高める効果が期待される。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 基礎化学実験，基礎物理学実験および学科専門実習・実験の一部（４学科）で課題探求

型実験テーマの導入と雇用学生による試験実施による改良をおよそ実施できた。装置やソ

フトの契約発注が一部で遅れ、３月の実施時期が時間的に窮屈になったのが反省点である。 
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⑨ ３月  工学デザイン実習の実施 
内容  工学デザイン実習を新設するために，実習内容を新たに設計し，機器を揃えて，

学生補佐による予備実験ののち，３月に工学デザイン実習への参加希望者を募って

１週間程度の期間で実習を集中実施する。本年度は数テーマで実施し，平成２２年

度に新テーマも加えて本格的に実施する。 
期待 
成果 

 工学デザイン実習は実験マニュアルを用意しないで，テーマと材料を与えて，チ

ームで考え，解決することを試行錯誤で行う過程で工学センスやデザイン力を身に

つける効果がある。 

 

【点検評価結果】（４）達成できた 

 全く新しい課外でのデザイン実習の試みであったが、各担当者の熱心な企画実施により、

初回としては円滑に実施できた。教職員の業務多忙のために、学生に参加しやすい２月で

なく、３月での実施を選ばざるを得なかったが、期待以上にたくさんの学生が参加した。

学生のニーズにも合った企画であったと判断する。 

 

 

⑩ ３月  キャリア教育アドバイザーを委嘱，キャリア教育アドバイザー会議の実施 
内容  企業関係者・県産業アドバイザーなどから５人程度にキャリア教育アドバイザー

を委嘱する。キャリア教育アドバイザーと実践教育推進センター事業推進委員会委

員からなるキャリア教育アドバイザー会議を３月に開催し，次年度開始するエグゼ

クティブ・プロフェション・インタビュー，長期インターンシップなどへの指導・

協力を願う。 
期待 
成果 

 キャリア教育アドバイザーの協力で企業の協力を得て実施する取組を可能にでき

る。企業経験者の立場からキャリア教育プログラムの改善のアドバイスを受けられ

る。 
 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 キャリア教育アドバイザーを２月に４人委嘱した。キャリア教育アドバイザー会議を３

月に開催したが、大学側の参加者を事業推進委員会委員から実践教育推進センターのセン

ター長・部門長とセンターのキャリア形成支援部門員に変更した。事業推進委員会委員全

員を参加させると出席者２０人を越す大きな会議になり、会議内容の実質的審議が困難に

なるとの判断であった。この変更を行ったものの会議自体は有意義な意見交換となった。 
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⑪ ３月  プログラム実施報告書および自己点検評価報告書の作成，外部評価委員会の

開催 
内容  プログラム実施報告書および自己点検評価報告書を作成し，外部評価委員会を開

催して次年度に向けた事業内容の点検評価・改善を行う。 
期待 
成果 

 事業内容のＰＤＣＡサイクルによる評価・改善の最も重要なステップとなる。 

 

【点検評価結果】（３）ある程度達成できた 

 初年度の事業開始が１１月からで半年に満たない短期間での取組展開で、⑧基礎実験・

専門実験の課題探求型テーマへの改良など３月に行う取組も多く、報告書作成は外部評価

委員会に間に合う期限ぎりぎりになった。このため、プログラム実施報告書および自己点

検評価報告書を別々に作成する余裕がなく、この報告書の中に自己点検評価の記述も入れ

る措置をとった。 

 

以上 
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