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Ⅳ 選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

１ 選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

正規課程の学生以外の教育サービスに係る目的に関して本校の中期計画から関係するものを資料

Ｂ－１－１に示す。 

 

 

資料Ｂ－１－１ 

３ 社会との連携，国際交流等に関する事項 

中略 

③小・中学校に対する理科教育支援の機会を増大するとともに，取組事例を総合データベ

ースに蓄積・共有し活用する。 

④地域社会との連携・協力，社会サービス等 

・社会人が必要とする技術教育分野について調査し，社会人向け講座（遠隔授業を含

む。）を開講する。 

・地域の公的機関等の委員会・審議会等の委員として教員を積極的に参画させる。 

・地域社会から要望されている教育活動に貢献する。 

・地域のニーズを踏まえた教育・啓発活動を行う。 

 岐阜市科学館での教育委員会との主催事業（サイエンス・テクノロジー展）など地域と

連携した教育活動を推進し，科学技術リテラシー教育の充実を図る。 

・社会人向けリカレント教育体制の整備を図る。 

 平成21～25 年度：リカレント教育体制として，人材育成事業（若手人材育成事業，学

び直し事業等）の自立化及び体制を検討する。 

・地域のニーズに応じた各種の公開講座を企画し開催する。公開講座開設数は年８講座以

上開催する。 

・毎年，以下の講座の開講・講師派遣依頼に積極的に応じる。 

 企業向け公開講座 

 中学生向けの「ものづくり教室」 

 中学校への出前講座 

 情報処理に関する講座 

 岐阜県等が開催する研修会 

・平成21 年度～25 年度：社会人向け公開講座を実施する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校 第２期中期計画 (平成21年度～平成25年度)） 
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２ 選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」の自己評価 

（１）観点ごとの分析 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学

生以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

 各学科で実施している公開講座の一覧を資料Ｂ－１－①－１に示す。 

 

資料Ｂ－１－①－１ 

 

 

（出典 岐阜高専ホームページ） 

 

中学生に対する出前授業のテーマを教員から募集し，それを中学校側に提示している。テーマ数は

全学科で 63 テーマである。そして，中学校からの要請により出前授業を行っている。出前授業一覧

を資料Ｂ－１－①－２に示す。 
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正規課程の学生以外への教育サービスとして科目等履修生を受け入れることができるように規程を

定めている。科目等履修生の規程を資料Ｂ－１－①－３に示す。 

 

資料Ｂ－１－①－３ 

岐阜工業高等専門学校科目等履修生規程 

制 定 平成 ５年３月１７日 

最終改正 平成１７年８月２４日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第５０条の規定に基づき，科目等履修生に関し必要な事項は，この規程の定める

ところによる。 

（入学資格） 

第２条 科目等履修生として入学できる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条 科目等履修生の入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（入学志願の手続） 

第４条 科目等履修生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の１４日前までに校

長に願い出なければならない。 

一 科目等履修生入学願書（別紙様式第１号） 

資料Ｂ－１－①－２ 

平成２３年度出前授業一覧（抜粋） 

番号 テーマ名 担当(所属) 

中学校の教科目との対応 

簡単な内容紹介 
科目名 

学習指導要領

から選んだキ

ーワード 

L-1 数の英語 
清水 晃 教授 

（人文） 
外国語 単語 

数に関する英語表現をクイズ形式で楽しく

紹介します。 

L-2 映画で学ぶ英語 
亀山太一 教授 

(人文) 
外国語 文法 

アニメ映画などで使われている易しい英語

を楽しく学びます。 

L-3 外国語学習の喜び 
高原清志 教授 

(人文) 
外国語 文法 ドイツ語の基礎を学びます。 

L-4 伝承の世界 
宮口典之 教授 

(人文) 
国語 古典 『御伽草子』「浦島太郎」を読む 

L-5 古典入門 
中島泰貴 准教授 

(人文) 
国語 文法 

五十音図・いろは歌などを素材に、仮名遣

いについての解説と紹介 

L-6 仮名表現史 
中島泰貴 准教授 

(人文) 
国語 古典 ひらがなによる散文獲得の歴史 

L-7 
濃尾平野の戦国時

代史 

山本浩樹 教授 

(人文) 
社会 歴史 

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが木曽三

川の流域ではげしく戦った戦国時代史をひ

もとき、濃尾平野の地域特性を考えます。 

N-1 分数の理論 
中島泉 准教授 

（自然） 
数学 数と式 

142857 に関する不思議な計算の秘密と分

数の理論を紹介します。 

N-2 約数・倍数の理論 
中島泉 准教授 

（自然） 
数学 数と式 

111111 は７の倍数です。このような、約

数・倍数の理論を紹介します。 

N-3 式の展開の応用 
中島泉 准教授 

（自然） 
数学 数と式 

15×15，25×25，35×35，⋯  の計算術と

その秘密を解明します。 

N-4 ２次関数の応用 
中島泉 准教授 

（自然） 
数学 関数 

真上に投げ出されたボールはどこまで上が

るか。この問題を、2 次関数を利用して解

きます。 

（出典 学生課入試係資料） 
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二 履歴書 

三 最終出身学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考） 

第５条 入学者の選考は，面接試験又はその他の方法により行う。 

（入学の許可） 

第６条 前条の選考に合格した者は，所定の期日までに入学料を納付し，所定の書類を提出しなければならない。 

２ 校長は，前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければならない。 

（指導教員） 

第７条 校長は，科目等履修生に対し，履修に関する必要な指導助言を与えるため，指導教員を定める。 

（履修期間） 

第８条 科目等履修生の履修期間は，当該年度内とする。ただし，科目等履修生の願い出により，校長が必要と認め

るときは，１年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる履修期間の延長を希望する者は，履修期間延長願（別紙様式第３号）を校長に提出しなけ

ればならない。 

（履修科目） 

第９条 科目等履修生が履修できる科目は，校長が本校の教育研究上支障がないと認める科目とする。 

２ 科目等履修生が履修できる科目は，別に定める。 

（授業料の納付） 

第１０条 科目等履修生の授業料は，所定の期日までに，履修する科目に係る金額を納付しなければならない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第１１条 授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関

する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１２条 科目等履修生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならない。 

（単位修得の認定） 

第１３条 科目等履修生が，履修した科目を修得した場合は，所定の単位を認定する。 

２ 校長は，単位を認定した者から願い出があったときは，その認定科目につき，単位修得証明書（別紙様式第４

号）を交付する。 

（退学） 

第１４条 科目等履修生が履修期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退学願を校長に提出

し，その許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は，疾病等やむを得ない事情により成

業の見込みのない者に対して，退学を命ずることがある。 

（他の規定等の準用） 

第１５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

 正規課程の学生以外への教育サービスとして研究生を受け入れている。研究生の規程を資料Ｂ－１

－①－４に示す。 

 

資料Ｂ－１－①－４ 

岐阜工業高等専門学校研究生規程 

制 定 昭和５８年３月 １日 

最終改正 平成１７年８月２４日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第４８条の規定に基づき，研究生に関し必要な事項は， 

この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条 研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等専門学校を卒業した者 
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二 高等専門学校を卒業した者と同等以上の研究能力及び学力があると校長が認めた者 

（入学の時期） 

第３条 研究生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（志願手続） 

第４条 研究生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の１４日前までに，校長に

願い出なければならない。 

一 研究生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条 前条の入学志願者について面接試験その他により選考する。選考の結果合格した者は，所定の期日までに入

学料を納付しなければならない。 

２ 校長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

３ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければならない。 

（指導教員） 

第６条 校長は，研究生に対し，研究に関する指導助言を与えるため，指導教員を定める。 

（研究期間） 

第７条 研究生の研究期間は，当該年度内とする。ただし，研究生の願い出により，校長が必要と認めるときは，１

年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる研究期間の延長を希望する者は，研究期間延長願（別紙様式第３号）を校長に提出しなけ

ればならない。 

（授業料の納付） 

第８条 研究生の授業料は，前期及び後期の２期に区分し，前期にあっては４月，後期にあっては１０月に納入する

ものとする。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業科目） 

第９条 研究生は，指導教員の指導により，校長が必要と認めるときは，授業科目担当教員の承諾を得て，その授業

に出席することができる。 

（研究報告） 

第１０条 研究生は，その研究が終了したときは，研究報告書を指導教員を経て，校長に提出しなければならない。 

２ 研究成果等の証明は，本人の願い出により，教務会議の議を経て発行する。 

（実験及び実習費） 

第１１条 研究に必要な実験及び実習等（消耗品）の費用は，研究生の負担とする。 

第１２条 授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関

する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（職業の従事） 

第１３条 研究生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならない。 

（退学） 

第１４条 研究生は，研究期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退学願を校長に提出し，そ

の許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他やむを得ない事情によ

り，成業の見込みがない者に対しては，退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１５条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

正規課程の学生以外への教育サービスとして聴講生を受け入れることができるように規程を定めて

いる．聴講生の規定を資料Ｂ－１－①－５に示す。 

 

資料Ｂ－１－①－５ 

岐阜工業高等専門学校聴講生規程 

制 定 昭和５８年３月 １日 

最終改正 平成１７年８月２４日 

（趣旨） 
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第１条 岐阜工業高等専門学校学則第４９条の規定に基づき，聴講生に関し必要な事項は， 

この規程の定めるところによる。 

（入学資格） 

第２条 聴講生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校を卒業した者 

二 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者 

（入学時期） 

第３条 聴講生の入学は，学年又は学期の始めとする。 

（入学の出願） 

第４条 聴講生として入学を志願する者は，次の各号に掲げる書類に検定料を添えて入学の 

１４日前までに，校長に願い出なければならない。 

一 聴講生入学願書（別紙様式第１号） 

二 履歴書 

三 最終学校の卒業又は修了（いずれも見込みを含む。）証明書 

四 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 

２ 聴講生が聴講できる科目は，実験実習以外の科目とする。 

（入学者の選考及び入学許可） 

第５条 前条の入学志願者について，面接試験その他により選考する。選考の結果合格した者は，所定の期日までに

入学料を納付しなければならない。 

２ 入学を許可された者は，所定の期日までに誓約書（別紙様式第２号）を提出しなければならない。 

（指導教員） 

第６条 校長は，聴講生に対して聴講に関する指導助言を与えるため，指導教員を置くことができる。 

（聴講期間） 

第７条 聴講生の聴講期間は，当該年度内とする。ただし，聴講生の願い出により，校長が必要と認めたときは，１

年に限りその期間を延長することができる。 

２ 前項ただし書きによる聴講期間の延長を希望する者は，聴講期間延長願（別紙様式第３号）を校長に提出しなけ

ればならない。 

（授業料の納付） 

第８条 聴講生の授業料は，所定の期日までに聴講する科目に係る全額を納付しなければならない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

（授業料，入学料及び検定料） 

第９条 授業料，入学料及び検定料の額は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関す

る規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）の定めるところによる。 

２ 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。 

（履修証明書） 

第１０条 聴講生には，願い出により，聴講した科目の履修証明書を交付することができる。 

（職業の従事） 

第１１条 聴講生が職業に従事又は転職した場合は，その旨を校長に届け出なければならない。 

（退学） 

第１２条 聴講生が聴講期間満了前に退学しようとするときは，指導教員の承諾を得て退学届を校長に提出し，その

許可を受けなければならない。 

２ 校長は，この規程に違反した者，若しくは指導教員の指示に従わない者又は疾病その他やむを得ない事由により

成業の見込みがない者に対して退学を命ずることがある。 

（その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，学則等学内諸規定を準用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

企業における技術者および一般社会人を対象に組込み系ディジタルシステム設計技術者養成プログ

ラムの開設し，本校教員が講師を務めた。募集要項を資料Ｂ－１－①－６に示す。 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の中期目標として社会との連携あるいは地域貢献としての生涯学習機関および小・中学校に対

する理科教育支援を挙げている。公開講座は毎年，各学科や技術室から提案があり，総務・企画係が

そのとりまとめを行っている。また，出前授業は教務会議を中心にして各科から講義内容を募り，一

覧表を作成している。そして，公開講座，出前授業の開催案内は中学校訪問の際やホームページを通

して行っている。科目等履修生，研究生及び聴講生の受入のための規程も整備し，受入体制を整えて

いる。 

なお，人材育成事業として企業の技術者を対象にした人材育成塾や技術者育成の講座や小中学生を

対象にしたサイエンステクノロジー展などを開催している。 

以上のように，正規課程の学生以外に対する教育サービスを計画的に実施している。 

 

 

 

 

資料Ｂ－１－①－６ 

組込み系ディジタルシステム設計技術者養成プログラム募集要項 

 

課程の名称 組込み系ディジタルシステム設計技術者育成プログラム 

目的    ディジタルハードウエアシステム設計技術と､そのハードウェア上で動作するソフトウ

ェア等からなるシステム制御技術を習得すること 

学習内容  ①ハードウェア記述言語によるディジタルハードウェア設計基礎 

②ディジタルハードウェア設計応用(ディジタルカメラを作ってみよう!) 

③公開講座:スキルアップのためのディジタル応用機器設計 

講習の方法 e ラーニング(貸出演習ボードによる演習を含む) 90 時間 

サポート方法：Web でのサポート(掲示板､プロジェクトファイルの問題点解析等) 

週 1 日のスクーリング対応日における直接指導(希望者のみ) 

公開講座  30 時間(7.5 時間×4 日) 

総時間数  120 時間 

期間    開講日 平成 23 年 5 月 21 日(土) 

登校日 初日および最終日(9 月中の土曜または 2 月中の土曜) 

公開講座 夏期と冬期に実施(どちらかに参加)(詳細は Web ページに記載) 

履修資格  大学人学資格を持ち､ディジタル回路と C 言語等の基際知識を持っている方で 

①今後この分野での就職を目指す求職者の方および学生の方 

②キャリアアップを目指す企業のエンジニアの 

募集人数  最大受入可能数 30 名 

受講料   岐阜高専地域協会会員企業社員(12.000 円)非会員(18.000 円)基礎+応用+講座 

ボード貸出 無料 

※故意あるいは重大な過失により演習ボードを破損した場合には､修理等の費用をご負

担いただく場合があります 

修了要件  以下の方法で評価を行い､所定の成績以上で履修証明を行います 

①Web 上でのスキルチェック 

②演習課題のレポート 

申込    受付期間:平成 23 年 3 月 21 日～4 月 22 日 

方法:申込書をダウンロード頂き､EmaH か FAX もしくは郵送にて送付ください 

（出典 岐阜高専ホームページ） 
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観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっている

か。また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

公開講座のアンケート結果を資料Ｂ－１－②―１に示す。 

 

資料Ｂ－１－②―１ 

平成２３年度 公開講座アンケート結果 

講座の名称 
総開設

時間数 
受講対象者 受講定員 受講者数 

有効回答者数

（Ａ） 

左のうち満足

回答者数

（Ｂ） 

満足度率 

（Ｂ／Ａ） 

中学生のためのロボット組

立て入門 
10 中学生 30 27 27 26 96.3% 

初めての七宝焼教室 3 
社会人・    

中学生 
15 21 21 21 100.0% 

電気・電子工作入門 -電

気回路を自作してみよう- 
4 中学生 10 6 6 6 100.0% 

電子工作・プログラミング

入門 -机をたたくとパソ

コンから音が鳴る“Desk 

Drum”を作ろう- 

2.5 中学生 12 6 6 6 100.0% 

すまいづくり入門：エコな

すまい編 
1 中学生以上 20 17 17 17 100.0% 

すまいづくり入門：安心な

すまい編 
1 中学生以上 20 17 17 17 100.0% 

すまいづくり入門：便利な

すまい編 
1 中学生以上 20 17 17 17 100.0% 

すまいづくり入門：設計図

を描いてみよう 
2 中学生以上 20 17 17 17 100.0% 

競技用ロボットの製作と

「きのくに学生ロボットコ

ンテスト 2011 予選会」 

6.5 
小学生・    

中学生 
40 50 47 41 87.2% 

ＬＥＤを使ってミニイルミ

ネーションを作ろう 
3 中学生以上 12 7 7 6 85.7% 

小型地雷探査ロボットの組

み立てとミニ競技会 
10 中学生 15 14 14 14 100.0% 

中学生のための環境都市工

学入門  1 地震防災・耐

震 

2 中学生 20 4 4 4 100.0% 

中学生のための環境都市工

学入門 ２ ブリッジコン

テスト 

2 中学生 20 2 2  2  100.0% 

（出典 総務課研究協力係資料） 

 

出前授業の実施状況を資料Ｂ－１－②―２に示す。 

 

資料Ｂ－１－②―２ 

平成 23 年度出前授業実績一覧 

No. 日 時 学校 対象と希望テーマなど 

1 6 月 30 日 （木） 13:55～15:45 各務原市立桜丘中学校 M-4（片峯先生） 

2 6 月 30 日 （木） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 M-8（中谷淳先生） 

3 6 月 30 日 （木） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 C-2（岩瀬先生） 
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4 6 月 30 日 （木） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 A-5（青木先生） 

5 6 月 30 日 （木） 14:50～15:40 岐阜市立陽南中学校 M-6（山田実先生） 

6 7 月 1 日 （金） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 C-10（廣瀬先生） 

7 7 月 1 日 （金） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 E-7（冨田睦先生） 

8 7 月 1 日 （金） 13:45～14:35 岐阜市立陽南中学校 A-7（藤田大先生） 

9 7 月 1 日 （金） 14:50～15:40 岐阜市立陽南中学校 E-5（安田先生） 

10 8 月 3 日 （水） 9:00～12:00 
安八郡中学校理科部会 

（登龍中学校他） 
M-2（小栗先生） 

11 9 月 30 日 （金） 13:25～14:15 関市立板取中学校 C-9（廣瀬先生） 

12 10 月 20 日 （木） 14:10～16:00 各務原市立中央中学校 D-1（藤田一先生） 

13 10 月 31 日 （月） 14:40～15:30 北方町立北方中学校 
M-5(山田実先生)， 

M-8(中谷淳先生) 

14 1 月 27 日 （金） 14:30～16:00 大垣市立西部中学校 E-8(羽渕先生) 

（出典 学生課入試係資料） 

 

出前授業のアンケート項目を資料Ｂ－１－②―３に示す。 

 

資料Ｂ－１－②―３ 

 

 

 

（出典 学生課入試係資料） 
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出前授業の実施に関する改善案を資料Ｂ－１－②―４に示す。 

 

資料Ｂ－１－②―４ 

広報総括 

【出前授業から】 

・今年度の出前授業は昨年並みであった。中学校訪問などでＰＲしたり，魅力的なテーマを提案したり

するなど，さらに広める必要がある． 

（出典 教務会議資料） 

 

平成２３年度の研究生を資料Ｂ－１－②―５に示す。 

 

資料Ｂ－１－②―５ 

「平成 23 年度 研究生一覧」 

 

不開示情報 

 

（出典 教務会議資料） 

 

研究生の報告書の一例を資料Ｂ－１－②―６に示す。 
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資料Ｂ－１－②―６ 

研究生の報告書の一例 

 

（出典 教務会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 アンケート結果は教務会議や学科会議等で検討し，改善するシステムがある．改善提案が提示され

ており，システムは機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 公開講座や出前授業に関して多くの実績があり，受講者の満足度が向上するなどの成果を上げてい

る。 

（改善を要する点）  

 特になし。 

 

（３）選択的評価事項Ｂの自己評価の概要 

本校の中期目標として，社会との連携あるいは地域貢献としての生涯学習機関および小・中学校に

対する理科教育支援を挙げている。公開講座は中学生を主な対象者とし，小学生や一般向けの講座も
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含めて夏休みに実施している。出前授業は中学校と日程や内容を打ち合わせ，計画的に実施している。

また，企業の技術者を対象にした人材育成事業として，ものづくり人材育成塾や中核人材育成塾も開

催している。 

以上のように，正規課程の学生以外に対する教育サービスの目的に照らして，公開講座等の教育サ

ービスを計画的に実施している。また，各種アンケートに見るようにその成果が上がっている。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

 目的の達成状況が良好である。 
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