
2.平成25年度部署別FD活動計画

■学内活動

部署名 活動予定日・開催予定回数 場所 活動名 内容（予定） 議事録・報告書の予定 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4回開催 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 H25/11月 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30名程度）

教務主事室 H25年3月 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30名程度）

教務主事室 H25年2月～3月 メディアホール FD研修会 新任研修報告 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回程度開催予定 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 毎月第１・３木曜日 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

情報電子工学科 月2回程度,計20回開催予定 FD推進支援室 学科会議 教育・学生指導の改善を目的とした各審議事項の議論
・決定．

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 ２回／月・計22回 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 ６月頃 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 ６月頃 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 １２月頃 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 議事録など

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Ｃ長及びＣＤ間の業務報告会議 テクノＣ長ｰＣＤ間の作戦会議 ホワイトＢコピー

テクノ・リフレッシュ教育センター 計１０回開催 テクノＲセンタ室 テクノ・アカデミア共同研究開発会議 4社の開発審議 配布資料

情報処理センター 計6回 コントロール室 ネットワーク連絡会 システムの運用状況等 議事録・報告書

情報処理センター 計3回 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・報告書

教育研究支援センター 計10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

総合企画室 計15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 授業担当者8名、エグザミナー、事務主査

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 学習活動の記録 学習活動の記録の実施 なし 全学生

学生相談室 長期休暇を除く毎週木曜日７
時限

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 複数回 未定 シグマ検査検討会 テスト結果を学年ごとに検討 なし カウンセラー、学生相談室長、学生相談員、看護師

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5月30日 メディアホール FD研修会（時津裕子先生） 高等教育機関で出会う発達障がいハイパー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25年5月14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

キャリア教育支援室 平成25年11月 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 ５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 平成26年3月 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 ６年生担任，専攻科長，専攻科幹事，キャリア教育支援室

自己評価委員会 ５回程度 第１小会議室 自己評価委員会 本校の自己評価の方法について議論 議事録

■学外活動

部署名 活動予定日・開催予定回数 場所 研修会・会議等の名称 内容（予定） 議事録・報告書の予定 備考

教務主事室 ７月～８月 県内中学校 中学校訪問（新入生関係情報交換） 新入生に関する情報交換 報告書 教務主事室

教務主事室 ９月 他高専 教務主事室訪問 教務に関する情報収集 報告書 教務主事室

学生主事室 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 新南陽高等学校他 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 下松工業高等学校 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 下松工業高等学校 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

寮務主事室 1回〜2回　9月and/or3月 先進的な寮をもっている高校、高専、
大学等

寮生がさらに勉強するようになるためのノウハウや
ヒントを得るための研修

寮生がしっかり自学自習できている先進的な高校、高専、
大学等の視察

報告書 寮務主事・主事補

専攻科 H25.7月 未定 ・「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 H26.2月 未定 ・日本工学教育協会　第8回ワークショップ「エンジ
ニアリング・デザイン教育」参加

土木建築工学科 6月1日～3月31日・計10回開催 山口県内中部・東部の小学校・中学校 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月頃 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

テクノ・リフレッシュ教育センター 計５回開催 西京銀行 産学公金連携の打合せ会 西行銀行と高専の連携 配布資料

テクノ・リフレッシュ教育センター 計４回開催 サンルートホテル他 広報機関との情報交換会 朝日新聞ほか５社含めた交換会 配布資料

情報処理センター H25年8月5日～6日 東京 IT人材育成研修会 無線LANトラブル対応 報告書 技術職員(林）

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

教育研究支援センター 平成25年8月19日～20日 津山高専 中国地区技術職員研修 事例発表など 報告書 2名

教育研究支援センター 平成25年8月21日～23日 豊橋技科大 西日本技術職員研修 報告書

教育研究支援センター 平成26年3月5日～7日 岩手大学 実験実習技術研究会 研究発表、ポスターセッション 報告書

教育研究支援センター 平成25年9月12日～13日 鳥取大学 機器分析技術研究会 研究発表、ポスターセッション 報告書

教育研究支援センター 平成26年3月 九工大 九工大情報技術研究会 報告書

教育研究支援センター 未定 未定 マネージメント研修会 未定 報告書

教育研究支援センター 平成26年3月 木更津高専 高専技術教育発表会 報告書

教育研究支援センター 平成25年11月30日 徳山高専 機械学会 発表 報告書

教育研究支援センター 平成25年8月5日 高専機構 平成２５年度ＩＴ人材育成研修会 「無線LAN トラブル対応」に関する研修 報告書 林

教育研究支援センター 平成25年8月20日 津山高専 技術長懇談会 報告書 技術長

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 未定 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）

学生相談室 H25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 参加者未定

学生相談室 H25年11月14日～15日 オリンピック記念青少年総合センター
第10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 参加者未定

学生相談室 H26年9月25日～27 東京国際交流館プラザ平成 平成２５年度　学生相談・メンタルヘルス研修会 学生相談関係の実習講義 参加者名簿 長戸

学生相談室 H25年5月～ 各地 特別支援教育士養成講座 特別支援教育士資格取得のための勉強 参加者名簿 三浦相談員

キャリア教育支援室 平成25年9月4日～6日 追手門学院　大阪城スクエア 平成25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（北村）

自己評価委員会 ８月７日〜９日 大阪府立大学高専 TP・AP作成ワークショップ TPの作成 TP 本校教員数名によるTP作成

自己評価委員会 未定 未定 TPネットへの参加

自己評価委員会 未定 未定 TPシンポジウム参加
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