
H21年度　FD活動報告一覧

■部署

（学内研修会等）

部署 活動名 開催日等 対象者・参加者等

全校 安全安心の日講演会 H21. 9. 9 全教職員

教務主事室 新旧担任学生指導連絡会 H22. 3.15
３主事、４教務主事補、H21年度
学級担任、H22年度学級担任
全30名

寮務主事室 松江高専との情報交換会 H22. 3. 1
寮務主事、寮務係長、松江高専
寮務主事、主事補２名

学内研修会（JABEEにおけるエ
ンジニアリング・デザイン教育へ
の対応・基本方針）

H21. 4.30 全教員

学内研修会（学位授与制度に
関する説明会）

H21. 8.20 全教員

学内研修会（知的財産セミ
ナー「研究者向け 意匠出願セ
ミナー」）

H21.11.27 本校教職員

徳山高専テクノ･アカデミア人
材養成講座「ソフトウェアの特
許について －例題を中心に
－」

H21.12. 2
本校教職員、テクノ・アカデミア
会員、一般

学内研修会（知的財産セミ
ナー「特許出願書類作成セミ
ナ 」）

H21.12.10 本校教職員

学内研修会（知的財産セミ
ナー「パテントマップ作成セミ
ナ 」）

H22. 1.12 本校教職員、学生

学内研修会（科学研究費講習
会）

H21. 9. 2 全教員

学内研修会（科学研究費説明
会）

H21.10. 9 全教員

顧問会議 H22. 1.14
本校運営委員会委員（20名）、外
部顧問（6名）

特別研究促進費発表会 H22. 1.16-17 全教員

3高専連携事業（「大島丸」を利
用した体験航海）

H22. 2.27-28 教職員（4名）参加

公開授業
H22. 6. 2～H22.
1.13

全8回

授業アンケート 前後期1回 全学生、全教員

シラバスチェック H21. 3月 全教員・全科目

成績評価資料チェック H21, 5月～9月 全教員・全科目

学習到達度評価アンケート H22. 3.17 全本科卒業生、全専攻科修了生

学生相談室 学内研修会（ハラスメント研修会H21.11.13
学生相談室スタッフ、カウンセ
ラー、IE学科主任

総合企画室

専攻科

学習・教育レ
ビュー室

テクノ・リフ
レッシュ教育
センター



（学外研修会等への派遣）
部署名 研修会名等 開催期日 開催場所 派遣教員

平成21年度独立行政法人国立
高等専門学校機構高等専門学
校教員研修（管理職研修）

H21. 9. 9-12

独立行政法人教員研修センター

GE原田教員

GE米田教員

GE高橋教員

GE柏倉教員

ME張間教員

高専機構教育教員研究集会
（講演発表）

H21. 8.17- 8.19 豊田高専 GE一色教員

GE長廣教員

CA中川教員

中国地区高専教員研究集会
（事例発表）

H21.12.10-12.11 アークホテル広島（広島商船高
専主管）

GE一色教員

中国地区高専教員研究集会
（研究討議）

H21.12.10-12.11 アークホテル広島（広島商船高
専主管）

IE小林教員

高専技科大FDフォーラム H21.12.17-12.20 豊橋技術科学大学 CA熊野教員

留学生就職支援フェスタ H21.12.25 山口大学 GE小川教員

学位授与事業に関する協議会 H21. 4. 4 東京、一橋記念講堂 GE天内教員

日工教セミナー H21. 7.24-25 東京、芝浦工業大学豊洲キャン
パ

GE天内教員

GE天内教員

ME北村教員

GE天内教員
GE高橋教員
石川技官
井本技官
石川技官
井本技官
IE栁澤教員

IE重村教員

第７回全国高専テクノフォーラ
ム

H21.8.6－8.7 アルファあなぶきホール世話校：
高知高専

CA大成教員
ME牧野教員
ME森野教員
CA熊野教員

第８回産学官連携推進会議
H21.6.20－6.21 国立京都国際会館 CA原教員

CA大成教員

カウンセリングルーム主催シン
ポジウム

H.21.8.22 神戸女学院大学 GE天内教員

第6回全国国立高専メンタルヘ
ルス研究集会

H.22.1.28-29 東京オリンピック記念青少年総
合センター

学生課松尾看
護師

教務主事室

ME

平成２１年度「大学教育改革プ
ログラム合同フォーラム」

教育方法改善プロジェクト高専
教員研究集会

アルカスSASEBO（佐世保高専
主管）

高専機構教員研修（クラス経
営・生活指導研修会）

H21. 8.17- 8.18 教員研修センター

H21. 8. 4- 8. 6

高等専門学校情報処理教育研
究発表会

H21. 8.27-28 長野市生涯学習センター

テクノ・リフ
レッシュセン
ター

学生相談室

IE

東京、東京ビックサイト

日工教ワークショップ
H22. 3. 6

オムロン制御技術応用セミナー
H21.10. 8- 9 オムロン株式会社大崎オフィス

高専機構新任教員研修会
H21. 8.26- 8.28 国立オリンピック記念青少年総

合センター

全体

オムロン制御技術セミナー
H21. 8. 5-6 オムロン株式会社福岡オフィス

専攻科

東京、工学院大学

H22. 1. 7- 8



H21年度　FD活動報告一覧

■個人

所属 氏名 活動名 開催日等 開催場所 関連部署

原田教員
平成21年度独立行政法人国立高等専門学校
機構高等専門学校教員研修（管理職研修）

H21. 9. 9-
12

独立行政法人教員研修
センター 全体

学位授与事業に関する協議会 H21. 4. 4
一橋記念講堂（学術総合
センタービル）

専攻科

日本工学教育協会「工学（融合複合・新領域）
関連分野」審査講習会

H21. 7.25
芝浦工業大学豊洲キャン
パス

専攻科

神戸女学院大学主催カウンセリングシンポジウ
ム「不登校学生をいかに支援するか」

H21. 8.22 神戸女学院大学 学生相談室

平成２１年度「大学教育改革プログラム合同
フォーラム」

H22. 1. 7-
8

東京ビックサイト 専攻科

日工教育ワークショップ「エンジニアリング・デザ
イン教育」

H22. 3. 6 工学院大学 専攻科

長廣教員
国立高等専門学校機構高等専門学校教員研
修（クラス経営・生活指導研修会）

H21.
8.17-18

独立行政法人教員研修
センター

教務主事室

柏倉教員
教育方法改善共同プロジェクト教員研究集会
（高等専門学校における「職業を通して社会に
貢献できる人材」の育成）

H21. 8. 5-
6

アルカスSASEBO
キャリア教育支
援室

小川教員 留学生就職支援フェスタ H21.12.25 山口大学 教務主事室

第4回ワークショップ「エンジニアリング・デザイン
教育」̶コンテストを利用したエンジニアリング・
デザイン教育の実践̶

H22. 3. 6 工学院大学 専攻科

新任教員研修会
H21.
8.26-28

国立オリンピック記念青
少年総合センター

全体

全国高専テクノフォーラム
H21. 8. 6-
7

アルファあなぶきホール
（高松）

テクノ・リフレッ
シュ教育セン
ター

専攻科生のための特別講演会 H22. 1.15 熊本高専八代キャンパス

周南地区計装制御研究会での基調講演 H21. 9.30 東ソー会館

H21年度ものづくり講演会・発表会での講演 H22. 1.29 松江高専

張間教員
教育方法改善共同プロジェクト教員研究集会
（高等専門学校における「職業を通して社会に
貢献できる人材」の育成）

H21. 8. 5-
6

アルカスSASEBO
キャリア教育支
援室

百田教員 留学生交流推進会議総会 H21.11.26 山口大学 教務主事室

小林教員
国立高等専門学校機構主催中国地区高等専
門学校教員研修会

H21.12.10
-11

アークホテル広島 ・大島
商船主管

教務主事室

重村教員 高等専門学校情報処理教育研究発表会
H21.
8.27-28

長野市

ＡＥＤ講習会 H21.12.12 徳山高専メディアホール

徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会 H21.12. 7
キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンター

中川教員
国立高等専門学校機構高等専門学校教員研
修（クラス経営・生活指導研修会）

H21.
8.17-18

独立行政法人教員研修
センター

教務主事室

海田教員 教員間相互の授業参観・評価（愛媛大学） H21. 6 愛媛大学
環境建設工学
科

桑嶋教員 就職キャリア支援研修会
H21. 9. 2-
4

東京国際交流館　プラザ
平成

キャリア教育支
援室

佐賀教員

CA

IE

牧野教員

天内教員

GE

高橋教員

ME

森野教員


