
平成25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10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2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25年10月2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 H26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8,12月,
H26年3月の3回

メディアホール他 FD研修会
教員のコミュニケーショ
ンスキル

教務だより 全教員

総合企画室

計14回開催
(4/25,5/9,23,6/11,7/
4,18,8/1,9/2,10/11,1
1/21,1/9,1/30,2/13,3
/6)

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2回開催(4,7,3/17) 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4回開催
(6/12,9/3,11/28,3/11
)

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(8/7) 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
教育研究支援センター計９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 議事録

キャリア教育支援室 2013/5/14 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

キャリア教育支援室 2013/11/29 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

キャリア教育支援室 2014/3/5 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，学生主事，寮務主事，専攻科長，各学
科主任，各学年クラス担任，専攻科幹事，学生相
談室長，キャリア教育支援室（※24年度，25年度
各担当者）

テクノＲ教育センタ 計１０回 小会議室 センタ運営会議 行事等の報告と審議 会議資料など
テクノＣＤ連絡会 計１２回 テクノＲセンタ会議室 テクノＣ長とＣＤ間の業務報告会議 ＣＤ活動報告と審議 打合せ資料など
テクノ相談会 計１２回 テクノＲセンタ他 企業との技術相談会議 企業相談の内容審議 配布資料など

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 クラブリーダー研修会 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 36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

■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）
総合企画室 計2回開催(9/3,3/11) 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 2回(7/29-30,10/30) オリンピックセンター等 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（原・高橋・徳本）

総合企画室 1回（8/18-27） 香港VTC 香港VTC訪問 協定校訪問 報告書 高専機構教職員（渡辺）
中国地区高専留学生
コンソーシアム会議

1回（10/1,1/16） Web、岡山 中国地区高専留学生コンソーシアム会議 運営会議 報告書 中国地区高専

総合企画室 1回（8/18-27） 徳地少年自然の家 中国地区高専留学生コンソーシアム研修 協定校訪問 報告書 中国地区高専教員・留学生・在学生
総合企画室 1回（10/17） 広島 JASSO留学生住宅総合保険説明 説明会 報告書 高専・大学職員（原）
総合企画室 1回（8/18-27） 一橋講堂 知の拠点整備事業説明会 説明会 報告書 高専・大学教職員（原）
教育研究支援センター04/24～04/25 沖縄県中頭郡西原町字小橋川８８－４ 現場において収縮防止を目的とした実証実験立ち会い 報告書 福田

教育研究支援センター05/18～05/19
女性就業支援センター
（東京都港区芝５－３５－３）

「企業の女性技術者人材活用に関する実証的研
究」に係る打ち合わせ会議出席

報告書 山本

教育研究支援センター7/12 山口県東部高等産業技術学校 フライス盤作業講習受講 報告書 井本

教育研究支援センター08/07～08/09
ホテルコスモスクエア国際交流センター
（大阪市住之江区南港北）

第10回大阪府立大学高専ﾃｨｰﾁﾝｸ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ作成
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ【大阪府立高専ポ研究会】

報告書 山本

教育研究支援センター8月21～23日
豊橋技術科学大学
（豊橋市天伯町雲ヶ丘１－１）

平成２５年度西日本地域高等専門学校技術職員
特別研修会（機械系）出席

報告書 石川

教育研究支援センター08/20～08/23
豊橋技術科学大学
（豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１）

研究発表及び教員研究フォーラム参加のため 報告書 山本

教育研究支援センター08/19～08/20
津山工業高等専門学校
（津山市６２４－１）

平成25年度中国地区高等専門学校技術職員研修
事例発表、講話、専門分
野別討議

報告書 鳥居･福田･黒田

教育研究支援センター8/31～9/1 高知工業高等専門学校 第19回日本高専学会年会口頭発表 報告書 山本

教育研究支援センター10/10～10/10
大分工業高等専門学校
（大分市大字牧１６６６）

「企業の女性技術者人材活用に関する実証的研
究」に係る高専卒女性研究者へのヒアリング調査

報告書 山本

教育研究支援センター10/21,22,25 山口県東部高等産業技術学校 玉掛け技能講習 玉掛け技能講習 報告書 黒田
教育研究支援センター11/09～11/10 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 報告書 石川･黒田

教育研究支援センター11/30 徳山工業高等専門学校 日本機械学会 技術と社会部門講演会　発表
 「技術と社会の関連を
巡って：過去から未来を
訪ねる」

報告書 石川

教育研究支援センター11/30 徳山工業高等専門学校 日本機械学会 技術と社会部門講演会　発表
 「技術と社会の関連を
巡って：過去から未来を
訪ねる」

報告書 井本

教育研究支援センター11/30 徳山工業高等専門学校 日本機械学会 技術と社会部門講演会　発表
 「技術と社会の関連を
巡って：過去から未来を
訪ねる」

報告書 黒田

教育研究支援センター12/01～12/03
学術総合センター
（東京都千代田区一ツ橋２－１－２）

平成２５年度国立高等専門学校機構情報担当者
研修会に参加【高専機構】

報告書 林

教育研究支援センター12/19～12/21
学術総合センター
（東京都千代田区一ツ橋２－１－２）

平成２５年度女性研究者研究交流会に参加
【高専機構】

報告書 山本

教育研究支援センター02/21～02/22
文部科学省東館３階講堂
（東京都千代田区霞が関３－２－２）

平成２５年度情報セキュリティセミナーに参加
【文部科学省】

報告書 林

教育研究支援センター03/04～03/07 岩手大学（盛岡市上田３－１８－８）
平成２５年度実験・実習技術研究会ｉｎ
イーハトーブいわて出席【岩手大学】

報告書 福田

教育研究支援センター03/17～03/18
九州工業大学情報工学部
（飯塚市川津６８０－４）

第９回情報技術研究会に参加【九工大情報工学部】 報告書 林

教育研究支援センター03/19～03/20 長崎大学文教キャンパス 九州地区総合技術研究会ｉｎ長崎大学 報告書 黒田

教育研究支援センター03/25～03/28
宜野湾市周辺，琉球セメント（株）
及び西表島大富遊歩道

マグネシウム系固化材による土舗装現場の視察
及び意見交換

報告書 福田

テクノＲ教育センタ 計５回(月上旬) 西京銀行 産学公金連携の打合せ・情報交換会 西京銀行と高専間の連携 打合せ・配布資料

テクノＲ教育センタ 計３回 サンルートホテル テクのアカデミア講演者との情報交換会 講演者との情報交換他 タイムスケジュール等

学生主事室 11/28～28・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 下松工業高校他 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 新南陽高校 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 徳山高等学校他 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

寮務主事室 9月4日 徳山高専大会議室 平成25年度中国地区高専寮務主事会議

①長期休業中の閉寮につ
いて②学生寮における教
員の業務負担減に向けた
取り組みについて③寮生
の学力向上の方策につい

議事録 寮務主事・主事補・寮務係長・事務補佐員

情報処理センター H25年8月5～6日 東京 IT人材育成研修会 無線LANトラブル対応 報告書 機構の都合で中止

情報処理センター H25年12月2～3日 東京 情報担当者研修会
校内LAN システム関連、
情報セキュリティ関連

報告書 技術職員(林）,副センター長（新田）

情報処理センター H26年2月21～22日 東京 平成２５年度情報セキュリティセミナー 情報セキュリティ関連 報告書 技術職員(林）
情報処理センター 平成26年3月17～18日 九工大情報工学部 第９回情報技術研究会 研究発表会 報告書 技術職員(林）


