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第４章 取り組みの点検評価と今後の展開 

４－１．自己点検評価および外部評価 

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

の取り組み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体制とした。 

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」を作成した。また、Ｓ

ＣＥ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した。委嘱した外部評価委員は以下の３人である。 

外部評価委員 宮崎県工業技術センター 副所長 

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 

富永 宏文 

川井 徳之 

水居 徹 

 

平成２１年度と平成２２年度の外部評価委員会議事録を以下にまとめる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平成２２年３月１９日 

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 議事録 

 

１．外部評価委員の委嘱について 

 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。宮崎県の公

的研究機関、企業団体および企業の立場から、平成２１年度に実施した自主を促す工学技

術者キャリア教育について外部評価委員として率直な意見をいただけるよう依頼した。 

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．外部評価委員会の議事要旨 

２－１．委員会日時・出席者・議事進行表 

日時：平成２２年３月１８日（木）１３：００－１６：３０ 

場所：工学部大会議室 

出席者：外部評価委員を含めて１６人 

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 

出 

出 

出 

工学部 

キャリア教

育事業推進

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、キャリア形成支援部門

長） 

大坪 昌久 

松下 洋一 

大塚 浩史 

出 

出 

欠 
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委員会 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） 

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） 

岡部 匡 

横田 光広 

坂本 眞人 

相川 勝 

白上 努 

西岡 賢祐 

河村 隆介 

迫田 達也 

関戸 知雄 

出 

欠 

出 

出 

出 

欠 

出 

欠 

欠 

事業取り組

み担当者 

工学部機械システム工学科（工学デザイン実習Ｃ）

工学部物質環境化学科 

鄧 鋼（ﾃﾞﾝｶﾞ

ﾝ） 

菅本 和寛 

出 

出 

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 

出 

出 

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 

欠 

出 

出 

 

議事進行 

（１）工学部長 挨拶（１３：００－１３：１０） 

（２）教育の質の向上への工学部の対応の状況（１３：１０－１３：３０） 

   事業推進責任者 松下 洋一 

（３）自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）事業取り組み計画の説明（１３：３

０－１３：５０） 

   事業推進責任者 松下 洋一 

（４）本年度実施の取り組み成果および自己点検評価（１３：５０－１４：１０） 

   事業推進責任者 松下 洋一 

（５）本年度実施の特色ある取り組みの紹介（１４：１０－１５：１０） 

①工学技術者知識講座Ⅰ 

   実践教育推進センターキャリア形成支援部門 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 

   実践教育推進センターキャリア形成支援部門 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 

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」 

   機械システム工学科 鄧（デン）鋼（ガン） 

＝＝＝休憩（１０分間）＝＝＝＝＝ 

（６）外部審査委員講評（１５：００－１５：３０） 

（７）工学部の施設見学（１５：３０－１６：００） 
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２－２．議事内容 

 以下議事次第に従って、外部評価委員会の議事内容を要約して報告する。発言者の所属・

敬称は略したことを承諾いただきたい。 

 

（１）工学部長 挨拶 

 工学部は、これまで「実践型専門技術者を育成する学部教育の充実」（平成 17～19年度）、

「農工連携等による先端的・融合的教育分野の充実」（平成 17～18年度）、文部科学省・若

手研究者育成経費「魅力ある大学院教育イニシアティブ」（平成 17～18 年度、略称大学院

GP）、および経済産業省のパートナーシップ人材育成事業「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」（平成 21～22 年度）などで継続して教育改

革に取り組んできた。また、より高度でかつ地域と連携した教育研究の推進ができるよう

に、工学部の改組を現在計画中である。こうした中で、大学教育・学生支援事業【テーマ

Ａ】 大学教育推進プログラムに採択され、「自主を促す工学技術者キャリア教育」を平成

２１～２３年度の期間で実施中である。学生の社会性やコミュニケーション能力の向上を

図り、学生の自主性を促してキャリアアップに繋げる取り組みを行っている。本日はこの

取り組み事業の平成２１年度の実施成果について発表し、外部評価委員に評価していただ

き、次年度以降の取り組みの改善に生かしたいと考えている。 

（２）教育の質の向上への工学部の対応の状況（１３：１０－１３：３０） 

（３）自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）事業取り組み計画の説明（１３：３

０－１３：５０） 

（４）本年度実施の取り組み成果および自己点検評価 

 途中の質疑応答を行わず、キャリア教育事業成果報告書と【資料１】に従って議事（２）

から議事（４）について続けて説明が行われた。報告内容は工学部の現況、工学技術者キ

ャリア教育に着手した理由や事業計画および平成２１年度に実施した取り組み成果と自己

点評価についてであった。報告後次のような質疑応答があった。 

＜河野＞ 

 取り組み成果が報告されたが、取り組みの結果で何を目指しているのかの目標が明確で

ないように思う。アウトプットがどうなるのか数値目標のような明確なものをメルクマー

ルに置く必要があるのではないか。例えば、取り組みは就職率のアップにつながるなどで

ある。事業を数年間進めていく段階的な目標を設定することも大事である。 

＜松下＞ 

 研究の取り組みでは目標を数値化しやすいが、教育の場合は数値が難しいものが多い。

ご指摘のように、目標の明確化は大事で次年度取り組みに向け、見直しを行いたい。 

＜河井＞ 

 期待できる成果に教職員の意識改革を挙げていたが具体的にどのような活動で意識改革

につながると考えているか。 

＜松下＞ 

 専門科目を講義するのと違いキャリア教育は大学教員にとっては未知である。このため、

「⑨教員のキャリア教育担当能力を向上する FD」の取り組みを行うことにして、教職員を

外で行われる講演会・講習会等に派遣していく中で、参加した教職員の意識が変わると期

待している。また、本日各学科等から選出されたキャリア教育事業推進委員会のメンバー
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が外部評価委員会に参加しているが、こうした取り組み内容に携わることが積極的な関与

の姿勢につながると思う。いずれにしろ、技術者倫理ＦＤ懇話会のように長く続けている

活動への参加者でも１０数名から増えず、意識改革の輪を広げるのはなかなか困難とは理

解している。 

＜河井＞ 

工学部の組織の話をされたが、教育改革のための組織の改革についていつのタイミングで

行えばよいと考えているのか。 

＜松下＞ 

 工学部の委員会を機能別にまとめたものを説明した。例えば教育改革関係では教育委員

会が企画型委員会でＦＤ委員会やＪＡＢＥＥ推進委員会がぶら下がる形になっている。今

回のキャリア教育事業は実践教育推進センターが中心になり進めているが、ＦＤ委員会他

の委員会と横断的な連携が必要となる。このため、工学部長が現在教育改革にあたる委員

会の再編を検討中である。 

＜大坪＞ 

 学部改組を計画中とお話ししたが、学部の委員会組織の見直しも行っている。先ほど工

学部長の下に３副学部長（教育担当、研究担当、評価担当）がいることが説明されたが、

新たに副学部長（教育改革担当）を設けて、この副学部長をトップとして教育改革・改善

に関わる委員会の集約と強化を目指している。 

＜河井＞ 

 競争心やハングリー精神が無くなっているのが、日本の現在の若者の最大の問題と思っ

ている。何でも手に入るし、必死に働かなくても暮らしていける日本の現状が競争心を育

てなくなっているのではないか。日韓交流で日本の生徒を韓国に連れて行ったことがあっ

たが、ゲームなどしても日本の生徒は韓国の生徒に圧倒的に負けてしまう。中国や韓国な

ど成長している国の若者には、この競争心やハングリー精神が強いし、残っている。この

点を考えた取り組みを行うことも大事ではないか。 

＜水居＞ 

 韓国の延世大学校によく行くが、卒業生が出身の大学に戻って、大学の先生に仕事の内

容などを頻繁に相談している様子が見られる。卒業して働いている者と大学とがフランク

に交流して相談をできる環境は日本では見られないのではないか。企業人から見ると、う

らやましい環境である。例えば、我が社にも宮崎大学の情報システム工学科を出ている社

員が２人いるが、大学に戻って相談することは皆無と言っていい。何とか企業人と大学と

の垣根を低くしてほしい。 

＜水居＞ 

 今回の知識講座のような取り組みは早稲田大学理工学部でも行われており、私も講師と

して数年呼ばれて講義している。学生は講義レポートの提出を科せられるわけである。多

量のレポートをどのように評価しているのか教えてほしい。早大での経験ではちゃんとし

た文章でしっかりしたレポートを書かない学生も多い。 

＜松下＞ 

 知識講座は課外授業であり、学生にはレポートを提出させるが、正規授業ような単位と

はならないので、点数評価をしない。提出したレポートは教育研究支援室でＰＤＦ化して

受講証拠資料として残し、原本は講師に渡して読んでもらっている。レポートはＡ４表裏
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に記載するフォーマットで、１．５頁分の講義内容の要約と０．５頁分の講義に対する意

見・感想を書くようになっている。今回の受講生は５回分のレポートをほぼ全員提出した。

単位にはならないが、ちゃんとレポートを書いている。レポートを提出した人をキャリア・

ディベロップメント証明書への知識講座受講の掲載条件にしているのみである。 

 

（５）本年度実施の特色ある取り組みの紹介 

①工学技術者知識講座Ⅰは【資料２】、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は【資料３】、③専門実習・実験の課題探求型テーマへ

の変更：物質環境化学実験は【資料４】および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」は【資料５】を使って、順次説明した。 

 

（６）外部審査委員講評（１５：００－１５：３０） 

＜河野 氏＞ 

 最終的には何をどの程度まで持っていくかという目標が必要かなと思います。一つはそ

の達成率がわかる目標設定です。 

取り組みの中ではキャリアディベロプメント証明書が非常におもしろい。他の大学でどこ

かやっているところがあるんですか？初めてだったらなおいいなと思います。証明書の定

義は今後検討していくという話しでしたが、例えば国家資格、免許証あるいは履歴書みた

いなものの意味合いかなと考えました。是非少しでもですね権威付けがあるとよいと感じ

ます。この学生はこの知識はありますよという証明書か、またはこんな勉強してきました

という履歴書か、それによっても証明書の価値が若干変わってくるかなと思います。意義

付けをしていくことと、日本で一番最初にやることが一番良いかなと思いました。 

 工学デザイン実習の 3Dの橋モデルでの実験は、百聞は一見に如かずで、こういう教育の

やり方は私たち素人でも非常にわかりやすく直感的でよいと思いました。大学の先生とい

うのは大体研究をしているイメージしかなかったんですが、こういうきめ細かい教育プロ

グラムを作られてやるのは、大変なことだなと感じました。 

 

＜川井 氏＞ 

 キャリア・デベロップメントの証明書ですけども、グローバルスタンダードを目指すべ

きです。世の中が求めてるスタンダードモデルというのを目指すのが良いんじゃないです

か。就職や進学だけっていう非常に短いレンジで物を見なくて、人生設計に役立つような

ロングレンジのものも取り入れてほしいですね。学生は世の中に出て就職をして社会に入

ってからさらに非常に鍛えられるんです。就職してからが勝負なんですね。大学ではこの

ようなプログラムで学生の目指すものを示すのが大事と感じました。 

プレゼン力を磨くことも非常に重要なんですね。そのプレゼン力をじゃあどうやって磨い

ているのかが非常に重要だと思います。例えば、スポーツでは一流と一流半や二流との違

いは歴然としています。学生たちに一流のプレゼン力はこういうのだというものを教えて

欲しい。亡くなりましたが、徳川夢声さんは、「アナウンサーは話すだけではない、プレゼ

ン力には「間」が一番重要だ」と言われています。話の「間」です。研ぎ澄ましてプレゼ

ンをするこつを教えて下さい。一流のプレゼン力を是非学ばして欲しいが二つ目に言いた

かったことです。 
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もう一つは、3Dの橋モデルの実習の件ですが、先生の自由活発なテーマ設定は良いと思い

ます。工学部の教育研究は「自然と融合した地域産業・地域文化に貢献して・・・」と書

いてありますね。さらに、宮崎大学というコアな部分をもっと出したらいいと思いますね。

土木環境工学で今チャンスだと思っている例を出します。高千穂峡で岩が壊れて落石の危

険があり、渓流下りが怖いとの話題があります。大学の工学技術でこれを解決できればい

いですね。大学のキーワードは地域に根ざす、地域の問題を解決する地域力をもっと活力

を生むということではないかと思います。そういう視点でテーマ設定して下さい。もっと

地域との融合に主眼を置いてやっていただくと更にこう磨きがかかるんではないかなとい

う気がします。 

 

＜水居 氏＞ 

 東京にある宮崎県在京経営者会議という会があり、私もメンバーで役員です。１６０名

ほどの宮崎県出身の在京で活躍されている方々の会議があります。郷土に対していろいろ

恩返しをしたい気持ちが強いメンバーが多いです。私経由でもメンバーにお話いただくと

講師等で協力できると思います。外部講師の選択の幅を広げることが可能と思います。ご

検討下さい。 

二番目のホームページなど Web の話題ですが、宮崎大学の名前が長いのでドメインが長く

なってしまう問題がありますが、このプロジェクトくらい開き直ってなんか英語 3 文字く

らいのドメイン名すると身近になり、それを使って T シャツ作ったらくらいのノリがあっ

てもいいのかなと思いました。 

キャリアディベロプメント証明書ですが、私どもも採用活動している中で履歴書だけでは

なかなかわかりにくいということで、あわせていろんなことをやってきました。最近の面

白い話題ですが、われわれの業界の中に「Yahooオークションの良い評価を 680持ってます

とか、2300持ってます」と宣伝する人がいます。EC（ネット販売）をしている人にとって

は、私は Yahoo オークションで○○点の良い評価受けていますが実は意外と効果がありま

す。固定概念にとらわれない能力やスキルでもどしどし証明書に登録したらいいんではな

いですか。自己申告でいいんですが、例えばパソコンはすごい得意だとか。工学部何々科、

例えば土木環境工学科の学生ですと言ってもパソコンができるかどうかという判断は通常

はできません。しかし、会社に入ればどんな会社でもパソコンが出来るに越したことない

んですよ。証明書に登録してあれば採用側にわかりますよね。このように、証明書に道具

的部分のスキルの評価を入れていただけると嬉しいなぁというふうに思います。 

 プレゼンテーションについては、プレゼンの上手な方の講演会などへ行ってビデオ撮る

（撮れない場合もありますけど・・・）、帰ってからビデオを見ながら様子を語ってもらう

とよくわかるプレゼン力開発ができます。ビルゲイツなどのプレゼンテーションを１回見

るだけで全然感覚が違ってくるので、一つの方法と思います。 

最後に、宮崎の食品加工業への工学部からのアプローチなど今までやってこなかった分野

へも焦点を当てる地域共同をされてはどうでしょうか。 

 

＜川井 氏＞ 

雇用も就職も産業も大変な時期で産業の空洞化とかがあって、今年も就職担当の先生たち

も大変だったと思います。来年はもっと大変だろうと言われています。大学は暗くならず
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に明るく学生に接してほしいですね。学ぶということは夢を与えることなんですよね。大

きなビジョンをですね。今回の外部評価もそうですが、あまりに評価評価評価！ってやっ

てると、学生も評価の仕組みに当てはめられて、個性がだんだんなくなってきていうよう

な気がします。君の個性はこうなんだ！と一人ひとりの人間の明るさ、生きる力強さを大

学時代に培えるように、キャリア教育を実施してほしい。 

 

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り組みの課題は次年度改善を検討する。 

 

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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平成 23年 6月 1日 

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２２年度宮崎大学工

学部キャリア教育事業外部評価委員会議事録 

 

１．平成２２年度宮崎大学工学部キャリア教育事業外部評価委員会 議事録 

日時：３月１８日（金）１３：００－１６：００ 

場所：工学部大会議室（工学部Ａ棟２階） 

出席者：外部評価委員を含めて 18人 

区分 所属・役職 氏名（敬称略） 

外部評価委員 宮崎県工業技術センター 副所長 

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 

富永 宏文 

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、キャリア形成支援部

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（キャリア形成支援部門員） 

委員（キャリア形成支援部門員） 

委員（基礎教育支援部門員） 

委員（キャリア形成支援部門員） 

委員（キャリア形成支援部門員） 

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 

西岡 賢祐 

迫田 達也 
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委員（特色ある教育部門員） 関戸 知雄 

特任教授 宮崎大学名誉教授 平野 公孝 

事務担当 工学部教育研究支援室キャリア教育担当 日高 敦子 

 

企業インタビュー発表会への出席予定者 

キャリア教育

アドバイザー 

渡邉技術士事務所 渡邉 祥造 

 

【議事内容】 

司会進行：特任教授 平野 公孝 

１．工学部長 挨拶（１３：００－１３：１０） 

 大坪 昌久 工学部長により、工学部の近況報告とキャリア教育を含めた教育改革への

取り組みの現状について説明があった。 

 

２．企業インタビュー発表会 （１３：１０－１４：００）：１チーム質疑を含めて１５分

間 

 平成 22年 12月～平成 23年 3月までに行われた企業インタビューを実施した各チームの

学生がプレゼンテーションした。以下の３チームで各チームとも約 10分間の発表後、外部

評価委員を中心に質疑応答が行われた。 

 

１）Ａチーム 

チームメンバー：（電気電子工学科２年）大賀 博文、江濱 登志記、片山 奨、古庄 孝行 

アドバイザー・相談指導教員：（アジア砒素ネットワーク）下津 義博、（電気電子工学科）

迫田 達也 

インタビュー先企業：宮崎ダイシンキヤノン株式会社 

２）Ｂチーム 

チームメンバー：（電気電子工学科２年）坂本 かおり、黒松 美早紀、宇佐見 由貴、（土

木環境工学科）西留 広太郎 

アドバイザー・相談指導教員：（渡邉技術士事務所）渡邉 祥造、（機械システム工学科）

河村 隆介 

インタビュー先企業：東郷メディキット株式会社 

３）Ｃチーム 

チームメンバー：（物質環境化学科２年）竹之下 紗嬉、三木 詩織莉、山崎 葵 

アドバイザー・相談指導教員：（物質環境化学科）白上 努 

インタビュー先企業：株式会社ブリジストン 

 

３．自主を促す工学技術者キャリア教育（ＳＣＥ）事業の経緯・概要説明（１４：００－

１４：２０） 

 事業推進責任者の松下 キャリア教育事業推進委員会副委員長から自主を促す工学技術

者キャリア教育（ＳＣＥ）事業の経緯と概要説明が行われた。 
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４．本年度実施の取り組み成果の報告（１４：２０－１５：００） 

 実践教育推進センター各部門長から取り組み状況と成果の報告があった。 

大塚 基礎教育支援部門長：補習授業、入学前教育、自主学習グループ形成支援など 

岡部 実践型技術者教育部門長：工学デザイン実習、工学部連続講演会など 

横田 特色ある教育部門長：長期インターンシップなど 

松下 キャリア形成支援部門長：工学技術者知識講座、ビジネス・シミュレーション・ラ

リーなど 

 

５．外部審査委員講評と意見交換（１５：１０－１５：３０） 

 外部評価委員からは全体として事業がほぼ計画通りに進んでいることに対して高く評価

するとの講評があった。各外部評価委員に個別の取り組みに対するコメントと評価を「平

成２２年度 キャリア教育事業 外部評価用シート」に記入してもらうことになった。 

平成２２年度 キャリア教育事業 外部評価用シートの集計結果は資料 1にまとめた。 

 

６．その他協議事項 

 なし 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【外部評価委員会を受けた実施プログラムの改善に向けた取り組み計画】 

外部評価委員コメント（要改善コメントのみ） 改善への取り組み計画 
③ ４月 １年生を対象に補習授業を改善して実

施 
・補習が常習化しない取り組みを（川井） 
・ただ補習を実施したというだけでは自己満足で

あるので、今後は補習の効果についての評価も必

要です。（評価方法は難しいかもしれないが・・・）

（富永） 

補習の効果についての何らかのデータ

を収集する。 

④ ４月 基礎科目での自習学習グループ形成の

募集、実施 
・参加人数は適正かどうか。（水居） 

３つの取り組みであるが、数学自主学

習グループ、化学自主学習グループⅠ

（模擬授業）、化学自主学習グループⅡ

（環境化学自習）共に少人数での実施

となっている。人数が多いと実施が難

しい面があり、平成 23年度もこの規模
での取り組みを進めたい。 

⑤ ４月 基礎力重視型・課題探究型の基礎実験

および専門実習・実験の実施 
・与えられた実験をただやってみましたというこ

とでは困る。学生が、実験を振り返って、しっか

りとした考察が出来るようになることを期待して

います。（富永） 

課題探求型に改良できたか、3 年目の
自己点検評価で再点検する。 

⑥ ５月 基礎数学・基礎物理サポーター養成セ

ミナーの実施と学生の質問へのサポーターによる

指導 
・毎年実施することにより優秀な TAが増加し、学
生の能力も向上すると思うので、継続して頂きた

い。（富永） 

平成 23 年度も継続実施を計画してい
る。 

⑦ ７月 キャリア教育アドバイザーの支援でエ 平成 23 年度も継続実施を計画してい
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グゼクティブ・プロフェッション・インタービュ

ー実施 
・企業と連携しチーム数を増やす取り組みを（川

井） 
・参加した学生は思ったより少なかったかもしれ

ないが、参加した学生にとっては記憶に残る貴重

な体験であったことが伺える、面白い試みである。

インタビューでは、相手は自分（会社）に都合の

良いことしか言わない傾向が有るなど難しい。相

手の本音を聞き出すためには事前の準備が大切で

す。（富永） 

る。学生にとって、正規授業と重なっ

ての活動となるため参加を躊躇する傾

向が大きい。宮崎県工業会の協力を得

てインタビュー先企業を増やすことで

取り組みの魅力を PRしたい。 

⑧ ７月 中長期インターンシップの試行的な募

集開始 
・大学院に進学する４年生が対象なので、受入企

業とのマッチングがうまくいかなかったというこ

とではあるが、実施件数が１件では評価できない。

インターンシップは貴重な経験となるので、参加

者と受入企業を増やす努力をお願いしたい。（富

永） 

学部学生の長期インターシップは、企

業側の受入の問題、特に安全管理上の

問題で難しいとの回答が多く、大幅に

増やすのは難しいとの現状認識があ

る。今回のキャリア教育プログラムだ

けでなく、長期的・継続的な課題とし

て取り組みたい。 

⑨ ８月 工学技術者知識講座Ⅱの実施とｅ－ラ

ーニングシステムによる収録・公開 
・ｅ－ラーニングシステムでの配信効果について

は疑問である。なるべく多くの学生に講座を受講

させる努力をこそすべきではないか。（富永） 
・レポートの報告もあるとさらによいか。（水居）

現在もｅ－ラーニングシステムでの配

信受講を中心的に置いていない。今後

も講座の受講を中心に取り組みたい。

⑩ ８月 公開講座による資格取得支援の実施 
・受講者数は予定より多かったのかどうか分から

ないが、資格は就職に有利になるという面もある

ので、当該資格の説明や開催について十分周知が

されていれば、もっと受講者は増えたのではない

か。また、個人的に環境計量士の資格があるとい

いなと思っているので、学外開催も検討して欲し

い。（富永） 
・参加者がさらに増えるともっとよいのでは。（水

居） 

環境計量士の講座は長期にわたり、途

中で脱落してあきらめる学生が多く、

最終的に最後まで残る学生数は少な

い。毎年同じ傾向である。公害防止管

理者はさらに受講者を増やす工夫をし

たい。社会人向けの講座は教員負担の

増加から躊躇しているところである。

⑪ ９月 工学デザイン実習の実施 
・学生が学科を超えて一緒に学習するというのは

面白い試みである。参加者にも好評であったとい

うことなので、あとは参加する学生を増やす工夫

をお願いしたい。（富永） 

平成 23年度の参加者はできれば 60人
を上回るように、学生への周知等で工

夫をしたい。 

⑫ １０月 キャリア教育に関するＦＤ研修会の

実施、外部ＦＤ研修会への教職員参加 
・学生が教員を評価するシステムを導入している

学校もある中で、教員の教育能力の向上は必要な

取り組みであると思います。参加者の増加を期待

しています。（富永） 
・参加者増を（水居） 

工学部の FD 推進の部門と協力して、
教員参加者の増加を図りたい。 

⑭ １月 平成２２年度教育改革プログラムで教

育改革情報交換 
・学内へのフォローを（川井） 

ご指摘通り学内への周知不足であり、

平成 23 年度は学内での会合等で発表
して周知を図りたい。 

⑮ ２月 工学技術者知識講座Ⅲの実施とｅ－ラ 平成 23 年度も実施する計画で取り組
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ーニングシステムによる収録・公開 
・説明を聞いただけでも楽しそうな研修であり、

受講してみたくなった。実際に行われている社会

人研修を体験することで社会人としての心構えを

育むことができ、しかも、学生の評価も高いよう

であるので、今後も続けて欲しいと思います。（富

永） 
・面白い試み（水居） 

みを進める。 

⑯  ３月 推薦入学者への事前教育（添削によ

る教科学習、物理体験実験） 
・教科学習を指示することに止めるなどの教員の

負担軽減の工夫が必要（希望者のみ添削）（川井）

・添削のための時間や郵送等の経費を要するなど

厳しい状況であると思うが、学生が入学後、学習

について行けず脱落するという事態を防ぐために

継続して実施していただきたい。（富永） 

平成 23 年度は実施する方向で計画す
る。工夫できる点は今後検討したい。

⑰ 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 
・計画通りに実施できたというだけでは評価しづ

らい。前年度の評価を今年度どう活かしたのかが

大事である。（ＰＤＣＡサイクルなので。）今後は、

受講した学生の率直な評価も取り入れて、プログ

ラムの改善に取り組んではどうでしょうか。（富

永） 

前年度の評価を今回のような評価シー

トで行っておらず、講評で済ませたの

が反省点で今年度は学部評価委員に評

価シートでの指摘をお願いした。平成

23年度はプログラム終了年度であり、
３年間の成果評価を外部評価でも実施

する。 

 

 

以上 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

４－２．今後の展開 

 平成２３年度に「自主を促す工学具術者キャリア教育」プログラムの補助事業期間が終

了する。事業成果最終報告書を作成し、3カ年の取り組みの自己点検評価を実施して、目標・

計画の教育効果を検証し、未達成または不十分な事項を洗い出し、改善策を立案する予定

である。同時に外部評価委員会を開催して、外部評価委員により指摘された改善点を反映

させて、平成 24年度以降のキャリア教育事業の継続実施を図る。 

 工学部で行ってきたキャリア教育プログラムの中で学生による評価が高く、かつ他学部

でも実行可能な取り組みを、他学部にも紹介して全学での取り組み展開へと発展できれば

幸いである。知識講座のような取り組みは比較的容易に全学で実施できると考えている。

また、キャリア支援システムとして開発してきた「キャリア・ディベロップメント証明書

発行システムや履修カルテシステムもカスタマイズにより全学運用が可能になると考えら

れる。平成 24年度以降もキャリア支援システムは工学部で運用予定であるが、運用による

教育成果・効果を明確にして、全学に発信していきたい。 

 教育改革の取り組みに必要な経費を継続して確保していくことが大事である。補助金は

平成２３年度で終了するので、今後は実施してきた取り組みを大学および工学部の経費で

行う必要がある。教育改革の継続発展のためには、今後も教育改革に関わる国等の各種補

助金を申請する努力も重要である。平成 24年度以降の本事業の継続は工学部教育改革推進
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センターで担う。同時に、新規の教育改革事業補助金への申請も教育改革推進センターの

重要な役割になると思われる。 

 
 


