
2.平成24年度部署別FD活動報告

■学内活動

部署名 活動日・開催回数 場所 活動名 内容 議事録・報告書 備考

教務主事室 計11回開催 教務主事室 主事等・主任連絡会 学科に関する情報交換 議事録 ３主事、専攻科長、一般科目主任、３学科主任

教務主事室 計8回開催 教務主事室 主事担任代表連絡会 クラスに関する情報交換 議事録 ３主事、学年主任

教務主事室 計4回開催 小会議室 科目間調整会議 授業内容の確認 議事録 数学系、物理系、理科教育、英語教育

教務主事室 平成24年9月24日 管理棟３F演習室 全クラス担任・主事室等学生指導連絡会 クラス運営について 議事録 １５クラス学級担任、３主事他（計23名）

教務主事室 H25年3月 管理棟３F演習室 新旧担任学生指導連絡会 クラス運営について 議事録 １５クラス学級担任、３主事他（計29名）

教務主事室 H25年2月～3月・3回 メディアホール他 FD研修会 学生の自学自習の涵養 報告書 全教員

学生主事室 毎週１回 学生主事室 学生主事室連絡会 学生会行事・学校行事運営・企画、厚生補導等 議事録

学生主事室 １回 メディアホール エイズ講話 エイズに関する学習 報告 ３年生対象

学生主事室 １回 メディアホール AED講習会 AEDに関する講習 報告 クラブ学生、指導教員対象

寮務主事室 35回開催 寮会議室 寮務連絡会 寮の運営や課題・問題点及びその改善方策に関する話し合い 議事録 寮務主事・主事補・寮務係長・事務補佐員

機械電気工学科 計１６回開催 小会議室３ 学科会議 学科に関する情報交換 議事録 機械電気工学科教員全員（１５名）

情報電子工学科
H24年4月～H25年3月
月2回程度
計20回開催

FD推進支援室 学科会議
各審議事項について，議論し，決定等を行った．教育，学生指導の改善に資する
ための各教員の担当校務等の活動報告とその情報共有，ならびに担任からの各クラス
の状況報告とその情報共有を行った．

議事録 情報電子工学科教員，授業関連第2技術室技術職員

土木建築工学科 計21回開催 専攻科棟２F講義室１ 土木建築工学科 教室会議 学科運営に関する議事 議事録

一般科・3学科 1回/週 一色教員室隣部屋 主任連絡会 各学科の情報交換 なし 一般科主任・各学科主任計4名、適宜他教職員

図書館 8月1日 小会議室 図書館運営会議（第１回） 年間計画について 議事録 館長・館長補・学科選出委員（３人）

図書館 8月1日 小会議室 紀要編集委員会（第１回） 紀要発行スケジュールについて 議事録 館長・館長補・学科選出委員（３人）

図書館 10月10日 小会議室 紀要編集委員会（第２回） 紀要発行スケジュールについて 議事録 館長・館長補・学科選出委員（３人）

図書館 12月12日 大会議室 図書館運営会議（第２回） 時間外開館補助員について 議事録 館長・館長補・学科選出委員（３人）

テクノ・リフレッシュ教育センター 計１０回開催 小会議室 センタ運営会議 行事等の審議 議事録

テクノ・リフレッシュ教育センター 計１２回開催 テクノRセンタ室 テクノCD連絡会 テクノC長及びCDの業務打合せ会議 配布資料

テクノ・リフレッシュ教育センター 計４回開催 テクノRセンタ室 テクノM in 中国ｴﾘｱ会 テクノC長及びCDの作戦会議 ホワイトＢコピー

テクノ・リフレッシュ教育センター 計１３回開催 テクノRセンタ室 テクノ相談会 環境造形,新立電機,中國工業の３社会議 配布資料

テクノ・リフレッシュ教育センター 計９０件開催 テクノRセンタ室ほか 技術相談会 技術相談及び課題などの対策会議 配布資料

情報処理センター 平成25年3月25日 第１PC室 新教育用電算システム講習会 利用者、管理者向け説明 報告書 授業でシステムを使う教員、センター技術職員

情報処理センター 平成24年12月17日・18日 コントロール室 サーバ仮想化ハンズオントレーニング サーバ仮想化について 報告書 センター技術職員

情報処理センター 計12回 コントロール室 ネットワーク連絡会 システムの更新等 議事録

情報処理センター 平成24年9月18日 小会議室 情報処理センター運営会議 年度計画の進捗状況報告 議事録

教育研究支援センター 計８回 情報処理センターコントロール室 教育研究支援センター会議 技術支援に関する話し合い 議事録

教育研究支援センター 2013.2.28 徳山高専演習室 技術職員研修会 技術職員が奨励研究に応募する意義について 報告書 教育研究支援センター全員参加、宇部高専技術職員6名参加

総合企画室 計8回開催 会議室等 総合企画室ミーティング 運営に関する会議 議事録 総合企画室長・主務・事務係

総合企画室 計8回開催 校長室 総合企画室昼食ミーティング 運営に関する情報交換 議事録 校長・総合企画室長・主務・事務係

総合企画室 計4回開催 会議室等 三者連携会議 高専・大学・市との連携事業 議事録 徳山高専・徳山大学・周南市

総合企画室 計3回開催 会議室等 高度化連携会議 徳山高専・宇部高専の連携 議事録 徳山高専・宇部高専

総合企画室 1回開催 会議室 顧問会議 学校運営の意見収集 議事録 運営委員・顧問

学習・教育レビュー室 計11回開催 小会議室 学習・教育レビュー室連絡会 活動に関わる情報交換など 議事録 レビュー室長、エグザミナー、事務主査

学習・教育レビュー室 計8回開催 教室等 公開授業 授業参観およびレビュー会 報告書 授業担当教員8名

学習・教育レビュー室 5月から8月 資料室 成績評価資料チェック 成績評価資料のレビュー なし 全教員、全科目

学習・教育レビュー室 前期、後期各1回 電算機室 授業アンケート 授業アンケートの実施 HP 全学生、全教員

学習・教育レビュー室 年度末1回 資料室 学習到達度アンケート 学習活動の記録の実施 なし 全学生

学生相談室 計27回開催 保健室 学生相談室連絡会 学生に関する情報交換など なし 学生相談室長、学生相談員、看護師

学生相談室 計8回開催 管理棟３F演習室 ハイパーQ-Uテスト結果検討会 テスト結果を学科別に検討（1年生は学年単位で検討） なし 特別支援コーディネーター、学生相談室長、学生相談員、看護師

学生相談室 H25年7月12日 メディアホール 男女共同参画社会に関する講習会 男女の人権尊重 アンケートなど 本科１年学生

学生相談室 適宜 学生相談室 全クラスとの相談業務 学生に関すること なし 適宜、相談に応じる形で実施

学生相談室 H25年1月24日 メディアホール FD研修会（桑原柳井市教育長） ハイパーQ-Uテスト講習会 報告書 全教員

キャリア教育支援室 平成24年5月8日 小会議室 ４年生担任・専攻科との懇談会（第１回） 学生の進路支援に関する情報交換 議事録 ４年生担任，専攻科長，専攻科幹事，キャリア教育支援室（全員）

キャリア教育支援室 平成24年12月21日 小会議室 ４年生担任・専攻科との懇談会（第２回） 学生の進路支援に関する情報交換 議事録 ４年生担任，専攻科長，専攻科幹事，キャリア教育支援室（全員）

キャリア教育支援室 平成25年3月4日 メディアホール キャリア教育支援プログラム策定会議 キャリア教育支援プログラム策定のための情報・意見交換 議事録 教務主事，学生相談室長他（※24年度，25年度各担当者）

自己評価委員会 12月4日 メディアホール 平成２４年度第３回FD講演会
高等教育機関におけるポートフォリオの効果的な活用について大阪府立
大学高専北野准教授による講演

講演資料他 次年度に本校教員数名がTP作成を予定

■学外活動

部署名 活動日・開催回数 場所 研修会・会議等の名称 内容 議事録・報告書 備考

教務主事室 7月～8月・26回 県内中学校 新入生関係情報交換会 新入生の情報収集 報告書 教務主事・主事補（全員）

教務主事室 H25年3月26日 富山高専 モデルコアカリキュラム情報収集 富山高専で情報収集 報告書 教務主事・主事補（原田）

学生主事室 11/29～29・１回 山口県立大学 県内大学・高専厚生補導連絡会 学生指導・生徒指導 議事録 大学、高専

学生主事室 ５回 聖光高等学校他 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 高校、高専

学生主事室 ２回 徳山高等学校 徳山地区８高等学校等生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 高校、高専

学生主事室 1回 徳山高等学校 周南市中高生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 中学、高校、高専

学生主事室 ６回 周南市文化会館他　 愛育会　運営委員会　理事会 学生指導・生徒指導 議事録 小学、中学、高校、高専

専攻科 07/20～07/24 芝浦工業大学芝浦キャンパス，学術情報センター 「工学（融合複合・新領域）関連分野」審査講習会，大学評価フォーラム

専攻科 08/21～08/24 芝浦工業大学豊洲キャンパス 工学教育研究講演会（第６０回年次大会）参加（発表）のため

専攻科 02/12～02/13 工学院大学（東京都新宿区西新宿1-24-2） 日本工学教育協会　第７回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン教育」参加

機械電気工学科 平成24年12月25日（火） 豊橋技術科学大学 平成24年度高専・技科大連携教員研究集会 ・豊橋技科大で活躍する高専卒業生の紹介他 出張報告 福田明

土木建築工学科
6月1日～3月31日・
計10回開催

山口県内の小学校（9校）・中学校（1校） 専門家と連携した防災出前授業 児童・生徒の防災対応能力を高めるための防災授業を実施 報告書

図書館 6月27日 山口大学附属図書館 山口県大学図書館協議会 山口県内の大学図書館による情報交換 資料 寺西学生課課長補佐出席

図書館 11月26日 香川高専詫間キャンパス 中・四国地区高等専門学校図書館長会議 図書館運営に関する館長会議 議事録・資料 上館長出席

テクノ・リフレッシュ教育センター H24年10月18日 サンルートホテル会議室 広報機関との定例会議 朝日新聞社ほか５社のマスコミ関係者とのミーテｲング 議事録

テクノ・リフレッシュ教育センター H24年11月18日 サンルートホテル会議室 中国地区８高専定例会議 翌日の「テクノM　in中国ｴﾘｱ」打合せ 議事録

テクノ・リフレッシュ教育センター H24年11月27日 徳山大学６Fホール まちづくりコンテスト審査・報告会 ７０件のアイデア公募から５件を選び、プレゼン済 配布資料

テクノ・リフレッシュ教育センター H24年11月18日 サンルートホテル会議室 中国地区８高専定例会議 翌日の「テクノM　in中国ｴﾘｱ」打合せ 議事録

情報処理センター 平成24年9月14日 明石高専 ファイアウォールハンズオントレーニング FWに関する実習 報告書 副センタ―長・技術職員（新田、林）

情報処理センター 平成24年6月4日・5日 オリンピック記念青少年総合センター ネットワーク管理者研修会 ネットワーク管理について 報告書 センター長、副センタ―長、技術職員

情報処理センター 平成25年1月9日～11日 オリンピック記念青少年総合センター 情報担当者研修会 FW,ネットワーク技術等研修 報告書 副センタ―長・技術職員・契約係（新田貴、林、新田）

情報処理センター 平成24年8月28日・29日 オリンピック記念青少年総合センター 24年度全国高専フォーラム 情報収集 報告書 技術職員（林）

情報処理センター 平成24年8月30日・31日 東京 24年度ＩＴ人材育成研修会 ネットワーク技術 報告書 技術職員（林）

教育研究支援センター 03/04～03/05 木更津工業高等専門学校 第４回高専技術教育研究発表会 公開講座の内容を発表 報告書 山本

教育研究支援センター 03/06～03/08 東北大学（川内キャンパス） 情報処理学会 第75回全国大会 「文理融合による小学生を対象としたIT教育の試み」発表 報告書 山本

教育研究支援センター 03/18～03/19 九州工業大学情報工学部(飯塚キャンパス) 第8回情報技術研究会 文理融合型の講義が，ものづくりへの興味につなげた例について発表 報告書 山本

教育研究支援センター 06/18～06/20 セントコア山口 職業訓練指導員免許講習会 職業訓練指導員免許講習 報告書 石川

教育研究支援センター 06/11～06/13 セントコア山口 職業訓練指導員免許講習会 職業訓練指導員免許講習 報告書 石川

教育研究支援センター 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 中国地区高等専門学校技術職員研修 報告書 石川

教育研究支援センター 10/06～10/07 鳥取県立米子産業体育館 ロボコン中国地区大会 報告書 石川

教育研究支援センター 7/8 山口県東部高等産業技術学校 旋盤作業講習 旋盤作業講習 報告書 井本

教育研究支援センター 08/20～08/21 宇部工業高等専門学校 中国地区高等専門学校技術職員研修 技術職員研修 報告書 井本･中村･石川･黒田

教育研究支援センター 11/10～11/11 山口県東部高等産業技術学校 クレーン運転業務特別教育 クレーン運転業務特別教育 報告書 井本

教育研究支援センター 03/07～03/08 ひめぎんホール，愛媛大学城北キャンパス 平成２４年度愛媛大学総合技術研究会 報告書 井本

教育研究支援センター 06/03～06/04 国立オリンピック記念青少年総合センター 24年度第１回ネットワーク管理者研修会 24年度第１回ネットワーク管理者研修会 報告書 林

教育研究支援センター 08/28～08/29 オリンピック記念青少年総合センター 24年度全国高専フォーラム 24年度全国高専フォーラム 報告書 林

教育研究支援センター 08/28～08/31 東京 24年度ＩＴ人材育成研修会 24年度ＩＴ人材育成研修会 報告書 林

教育研究支援センター 09/14～09/14 明石工業高等専門学校 一括調達機器ファイアウォール「FortiGate」のハンズオントレーニング（実習） 一括調達機器ファイアウォール「FortiGate」のハンズオントレーニング（実習） 報告書 林

教育研究支援センター 01/09～01/11 国立オリンピック記念青少年総合センター 平成２４年度国立高等専門学校機構情報担当者研修会 平成２４年度国立高等専門学校機構情報担当者研修会 報告書 林

教育研究支援センター 03/18～03/19 九州工業大学情報工学部 ・第8回情報技術研究会 発表 ・第8回情報技術研究会 発表 報告書 藤本

教育研究支援センター 08/22～08/24 豊橋技科大 西日本地域国立高専機構技術職員特別研修会 報告書 福田

総合企画室 計2回開催 メディアホール等 合同FD 徳山・宇部合同FD 議事録 徳山高専・宇部高専

総合企画室 1回 オリンピックセンター 高専機構留学生協議会 国際交流事業の講演意見交換 報告書 高専機構教職員（渡辺・高橋）

総合企画室 1回 香港VTC 香港VTC訪問 協定校訪問 報告書 高専機構教職員（大橋・鈴木）

学生相談室 H24年8月31日 オリンピック記念青少年総合センター 障害学生修学支援事例研究会 障がい学生の修学支援 参加資料 桑嶋相談員参加

学生相談室 H24年11月1・2日 オリンピック記念青少年総合センター 第９回全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会 教育相談、発達障がい、相談体制作りなど 参加資料・報告書 三浦相談員、桑嶋相談員、瀬川看護師参加

学生相談室 H25年3月23日 ピュアリティーまきび 高等専門学校改革推進経費事業成果報告会 ２年間の発達障がい対応研究の発表会 報告書 学生相談室全員ほか本校教職員１０名参加

学生相談室 H24年4月～H25年3月 各地 特別教育支援士資格取得講座受講 発達障がい者支援をする者を養成する講座 報告書 三浦相談員

キャリア教育支援室 平成24年11月30日 ピュアリティまきび 平成24年度中国・四国工学教育協会高専教育部会教員研究集会 キャリア教育の事例報告 概要集 キャリア教育支援室（張間）

キャリア教育支援室 平成24年9月5日～7日 追手門学院　大阪城スクエア 平成24年度　就職・キャリア支援研修会 キャリア支援の研修 資料 キャリア教育支援室（杉村）

キャリア教育支援室 平成25年3月26日 一橋講堂（学術情報センター） 全国高専女子フォーラム 女子学生キャリア教育の情報収集 資料 キャリア教育支援室（張間，北村，杉村，中川）

自己評価委員会 8月31日 大阪府立大学 ポートフォリオの活用による高等教育の活性化 高等教育機関におけるポートフォリオの効果的な活用について講演 １０月に学内で実施されたFD講演の依頼


