
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。 



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。 
 
 



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。 

 



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 

 

 



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。 



 

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。 



 

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。 



 

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。 



 

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。 



 

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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