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基準３ 学習環境及び学生支援等 

評価の視点 

３－１ 学校において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、適切な安全・衛生管

理の下に有効に活用されていること。また、ＩＣＴ環境が適切に整備されるとともに、図書、学術雑誌、視聴

覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されていること。 

観点３－１－① 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、適切

な安全・衛生管理の下に有効に活用されているか。 

【留意点】 

○ (4)の専用の施設とは、高等専門学校設置基準第 23 条に規定する施設のことである。 

関係法令 (設)第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 27 条の 2、(施)第 172 条の 2 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 校地面積を法令に従い適切に確保しているか。 

 ■確保している 

 ☐確保していない 

◇【別紙様式】高等専門学校現況表 

資料 3-1-1-(1)-01 校地面積がわかる資料  

出典「福井高専学校要覧 2018 p.59 施設」 

 

(2) 校舎面積を法令に従い適切に確保しているか。 

 ■確保している 

 ☐確保していない 

◇【別紙様式】高等専門学校現況表 

資料 3-1-1-(2)-01 校舎面積がわかる資料 

出典「福井高専学校要覧 2018 pp.58-59 校舎等建物明

細」 

 

(3) 運動場を設けているか。 

 ■校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けている 

 ☐その他の適当な位置に設けている 

 ☐設けていない 

◇設置状況がわかる資料 

資料 3-1-1-(3)-01 運動場が校舎と同一の敷地内にあるこ

とがわかる資料 

出典「公式サイト キャンパスマップ」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/information/campus/  

 

◆その他の適当な位置に設けているをチェックした場合

は、その設置場所を具体的に記述する。 

 

 

(4) 高等専門学校の校舎に専用の施設を法令に従い適切

に備えているか。 

 ■備えている 

 ☐備えていない 

◇設置状況がわかる資料 

資料 3-1-1-(4)-01 校長室 教室 会議室 事務室 研究

室 図書館 保健室 学生控室（本科学生は HR の教室、

専攻科生はリフレッシュ室（交流スペース）） といった専

用施設が法令に従って備えられていることがわかる資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧 pp.80, 88-90 福井工業

高等専門学校配置図」 
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(5) 学科の種類に応じ、附属施設を法令に従い適切に整

備しているか。（該当する選択肢にチェック■する。） 

 ■実験・実習工場 

 ☐練習船 

 ☐その他 

◇設置状況がわかる資料 

資料 3-1-1-(5)-01 実験実習工場の設置状況がわかる資料

出典「福井高専学校要覧 2018 ｐ.58 施設」 

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その施設を具体

的に記述する。 

 

 

(6) 自主的学習スペースを設けているか。 

 ■設けている 

 ☐設けていない 

◇設置状況がわかる資料 

資料 3-1-1-(6)-01 自主的学習スペース（ラーニングコモ

ンズ、図書室）の設置状況がわかる資料  

出典「平成 30 年度 学生便覧 pp.79-80,93 福井工業高

等専門学校配置図」 

 

※なお、食堂およびその横のラウンジも自主的学習スペー

スとして利用可能である。 

 

資料 3-1-1-(6)-02 図書室その他の自主的学習スペースに

ついてわかる資料 

出典「College Guide 2018 p.18 ライフサポート」 

資料 3-1-1-(6)-03 ラーニングコモンズが設置され使用さ

れていることがわかる資料 

出典「ラーニングコモンズとその使用心得」 

 

(7) 教育研究環境の充実を図るため、(3)～(6)以外の施

設・設備を設けているか。（該当する選択肢にチェック

■する。） 

 ■厚生施設 

 ■コミュニケーションスペース 

 ☐その他 

◇設置状況がわかる資料 

資料 3-1-1-(7)-01 厚生施設が設置されていることがわか

る資料 

出典「福井高専学校要覧 2018 pp.58-59 施設」 

資料 3-1-1-(7)-02 厚生施設・コミュニケーションスペー

スの設置状況がわかる資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧  pp.89-93」、「福井工業高

等専門学校配置図、2019 年度 学生便覧  p.89 福井

工業高等専門学校配置図」 

資料 3-1-1-(7)-03 厚生施設・コミュニケーションスペー

スの設置状況がわかる資料 

出典「公式サイト キャンパスマップ」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/information/campus/  

資料 3-1-1-(7)-04 コミュニケーションスペースが使用さ

れていることがわかる資料 
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出典「コミュニティプラザとその使用心得」 

資料 3-1-1-(7)-05 厚生施設が使用されていることがわか

る資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧 p.160 心和館使用心得」

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その施設を具体

的に記述する。 

 

 

(8) 施設・設備の安全衛生管理体制を整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇安全衛生管理体制がわかる資料 

資料 3-1-1-(8)-01 安全衛生管理体制がわかる資料 

出典「安全衛生委員会規則」 

 

◇設備使用に関する規定、設備利用の手引き等 

資料 3-1-1-(8)-02 設備使用に関する規定が整備されてい

ることがわかる資料 

出典「機械工作実習の心構え」 

 

(9) (8)の体制が有効に機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◆安全(指導)管理に係る講習会等が行われている実例に

関する資料を基に記述する。 

資料 3-1-1-(9)-01 安全管理のための巡回が行われている

ことがわかる資料 

「出典 巡回名簿」 

資料 3-1-1-(9)-02 安全衛生管理において巡視及び点検が

行われていることがわかる資料 

出典「安全衛生委員会議事録(抜粋)」 

資料 3-1-1-(9)-03 安全管理のための講習会が行われてい

ることがわかる資料 

出典「公式サイト 「「救急救命講習会を開催しました」

平成 30 年 5 月 23 日実施」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/10289/  

 

(10) 施設・設備のバリアフリー化への配慮を行っている

か。 

 ■行っている 

 ☐行っていない 

◇施設・設備の整備状況・整備計画等のバリアフリー化

への取組を示す資料 

資料 3-1-1-(10)-01  バリアフリー化への取組を示す資料 

出典「平成 27 年度 自己点検・評価報告書  pp.19-21 教

務関係(抜粋) 」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2017/11/jikotenken_2014.03.pdf 

 

(11) 整備された教育・生活環境の利用状況や満足度等を ◇体制に関する規程等の資料 
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学校として把握し改善等を行う体制を整備している

か。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

資料 3-1-1-(11)-01 教育・生活環境の利用状況や満足度を

学校として把握し改善等を行う体制を整備していること

がわかる資料 

出典「平成 29 年 4 月定例教員会議議事要旨」 

 

※本校では教育環境に関するアンケート調査を学生主事

が取りまとめ、結果を教員会議で全教員が確認し、各部署

において必要な対応をとることとなっている。 

 

(12) (11)の体制において、教育・生活環境の利用状況や

満足度等を把握し、改善等を実際に行っているか。 

 ■行っている 

 ☐行っていない 

◇教育・生活環境の利用状況や満足度等が把握できる資

料 

資料 3-1-1-(12)-01 教育・生活環境の利用状況や満足度

等を把握していることがわかる資料 

出典「平成 30 年 4・10 月教員会議資料 教育環境アン

ケート 平成 29 年度末実施分集計結果と回答」 

 

◆左記について、改善を行った事例があれば、その事例

の内容がわかる資料を基に記述する。 

資料 3-1-1-(12)-02 教育・生活環境の利用状況の把握に

もとづく改善例がわかる資料 

出典「H29 教育・環境アンケートに関する回答(抜粋)」

 

※学生の要望に応じて、図書館にプリンタを設置した。 

 

観点３－１－② 教育内容、方法や学生のニーズに対応したＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理の下に適切に整備

され、有効に活用されているか。 

【留意点】 

○ この観点のＩＣＴ環境とは、無線・有線ＬＡＮやパソコン等の活用環境等のネットワークシステムの整備状況

（利用可能なエリアの状況も含む。）の概要を想定しており、ネットワークシステムの具体的な方式等については

資料として求めていない。 

○ この観点では、ハードウェアの側面から捉えたＩＣＴ環境について分析するものとし、ソフトウェアの側面から

構築された成績確認や学習相談等に関するシステムの整備については、観点３－２－②で分析すること。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 教育内容、方法や学生のニーズに対応したＩＣＴ環

境を適切に整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇ＩＣＴ環境の整備状況がわかる資料（学校内ネットワ

ーク環境の整備状況、授業内外で学生が利用可能なパソ

コンの台数、情報処理センターの組織規程等。） 

資料 3-1-2-(1)-01 学校内ネットワーク環境が整備されて



福井工業高等専門学校 

- 40 - 

いることがわかる資料 

出典「教育用電子計算機システム構成図」 

資料 3-1-2-(1)-02 授業内外で学生が利用可能なパソコン

の台数がわかる資料 

出典「公式サイト 総合情報処理センター 教育用電子

計算機システム」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/ip/computer/  

資料 3-1-2-(1)-03 ＩＣＴ環境を整備していることがわか

る資料 

出典「総合情報処理センター規則」 

 

(2) ＩＣＴ環境のセキュリティ管理体制を適切に整備し

ているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇セキュリティ管理に関する規程等、セキュリティポリ

シー、セキュリティシステムの概要、ＩＣＴ環境の管理

体制及び業務内容、講習会等がわかる資料 

資料 3-1-2-(2)-01 セキュリティ管理に関する規定がわか

る資料 

出典「情報セキュリティ管理規程」 

資料 3-1-2-(2)-02 教職員が遵守すべきセキュリティ事項

がわかる資料 

出典「情報セキュリティ教職員規程」 

資料 3-1-2-(2)-03 セキュリティポリシーがわかる資料 

出典「独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリ

ティポリシー基本方針」 

資料 3-1-2-(2)-04 ハードウェアの保守の体制がわかる資

料 

出典「教育用システム保守体制」 

資料 3-1-2-(2)-05 セキュリティ教育が行われていること

がわかる資料 

出典「平成 28 年度 教職員を対象とした情報セキュリ

ティ教育 [実施要項]」 

 

(3) ＩＣＴ環境は有効に活用されているか。 

 ■活用されている 

 ☐活用されていない 

◇ＩＣＴ環境の利用状況がわかる資料 

資料 3-1-2-(3)-01 ICT 環境の利用状況がわかる資料 

出典「時間割」 

資料 3-1-2-(3)-02 ICT 環境の利用状況がわかる資料 

出典「時間外利用」 

資料 3-1-2-(3)-03 ICT 環境の利用状況がわかる資料 

出典「校内 WiFi 利用申請書 or iNetSec 登録 MAC ア

ドレス一覧」 

 

(4) (3)について学生や教職員のＩＣＴ環境の利用状況や ◇体制に関する規定等の資料 
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満足度等を学校として把握し改善等を行う体制を整備

しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

資料 3-1-2-(4)-01 ICT 環境の利用状況や満足度等を学校

として把握し改善等を行う体制を整備していることがわ

かる資料 

出典「平成 29 年 4 月定例教員会議議事要旨」 

 

※3-1-1-(11)で前述の通り、本校では ICT 環境を含む教育

環境に関するアンケート調査を学生主事が取りまとめ、結

果を教員会議で全教員が確認し、各部署において必要な対

応をとることとなっている。 

 

(5) (4)の体制が機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◆左記について、改善を行った事例がある場合は、その

事例の内容がわかる資料を基に記述する。 

資料 3-1-2-(5)-01 ICT 環境の利用状況の把握にもとづく

改善例がわかる資料 

出典「H27 教育・環境アンケートに関する回答(抜粋)」

 

※学生の要望に応じて、インターネット回線を増速した。

 

観点３－１－③ 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されており、有

効に活用されているか。 

【留意点】 

○ 教育課程、学科の種類、学年区分に応じて、教育研究上必要となる図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の資料

が系統的（学科構成に対応した系統性、学習内容に対応した分野やレベル等の系統性。）に収集、整理されている

かについて分析すること。また、活用面について、これらの資料の教職員や学生による利用状況等について分析す

ること。 

○ 図書等の整備方針、整備状況及び図書館等の開館時間がわかる資料を提示すること。 

関係法令 (設)第 25 条 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 図書館の設備を法令に従い備えているか。 

 ■備えている 

 ☐備えていない 

◇整備状況がわかる資料 

資料 3-1-3-(1)-01 図書館が整備されていることがわかる

資料 

出典「福井高専学校要覧 2018 p.59 施設」 

資料 3-1-3-(1)-02 図書館が整備されていることがわかる

資料 

出典「College Guide 2018  p.18 ライフサポート」 

 

(2) 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必 ◇整備方針、整備状況（内訳、冊子等のデータ）がわか
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要な資料を系統的に収集、整理しているか。 

 ■系統的に収集、整理している 

 ☐系統的に収集、整理していない 

る資料 

資料 3-1-3-(2)-01 教育上必要な資料が系統的に収集・整

理されていることがわかる資料 

出典「平成 29 年度第 1 回図書館運営委員会資料 議事

要旨」、「平成 29 年度第 1 回図書館運営委員会資料 平

成 29 年度決算及び平成 30 年度予算（案）」、「平成 29

年度図書館資料受入実績」、「平成 29 年度図書館利用状

況」 

 

※図書館設備を法令に従い整備し、各部署からの要求に基

づき、図書室運営委員会において収集・整理・活用してい

る。 

 

(3) (2)の資料は、教職員や学生に有効に活用されている

か。 

 ■活用されている 

 ☐活用されていない 

◇図書館等の教職員や学生による利用状況（図書等貸出

数、図書館入館者数）がわかる資料 

資料 3-1-3-(3)-01 図書館の利用状況がわかる資料 

出典 「平成 29 年度第１回図書館運営委員会資料 平

成 28 年度貸出状況 および 利用統計」 

 

(4) (2)の資料が有効に活用されるための取組を行ってい

るか。 

 ■行っている 

 ☐行っていない 

◇図書館等の利用サービスに係る取組（開館時間への配

慮、職員等によるガイダンス等）がわかる資料 

資料 3-1-3-(4)-01 図書館の利用に関する職員等によるガ

イダンスで用いられる利用サービスがわかる資料 

出典「リーフレット 福井工業高等専門学校図書館利用

案内」 

 

※このガイダンス資料からもわかるように、状況に応じて

開館時間の延長（土日の開館など）を行い、HP でも案内

周知し、学生が利用しやすい環境を整備している。 

 

３－１ 特記事項  この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性

や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。 

該当なし 

 

評価の視点 

３－２ 教育を実施する上での履修指導、学生の自主的学習の相談・助言等の学習支援体制や学生の生活や経済面並

びに就職等に関する指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能していること。また、学生の課外活動に

対する支援体制等が整備され、機能していること。 

観点３－２－① 履修等に関するガイダンスを実施しているか。 

【留意点】 
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○ 入学時や授業登録時等において実施しているガイダンスについて、学校全体に対するものか、学年全体に対する

ものか、学科・専攻ごとに実施するものか、それぞれの内容が適切なものかについて分析すること。 

○ 図書館、実験・実習工場等の利用に関するガイダンスの実施について分析すること。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 教育を実施する上でのガイダンスをどのような対象

に対して実施しているか。（該当する選択肢にチェック

■する。） 

 ■学科生 

 ■専攻科生 

 ■編入学生 

 ■留学生 

 ☐障害のある学生 

 ☐社会人学生 

 ■その他 

◇実施状況がわかる資料 

資料 3-2-1-(1)-01 学科生にガイダンスを行っていること

がわかる資料 

出典「しおり 平成２８年度新入生オリエンテーション

合宿研修(抜粋)」 

資料 3-2-1-(1)-02 図書館の利用に関するガイダンスを行

っていることがわかる資料 

出典「公式サイト 新入生の図書館オリエンテーショ

ン」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/library/lib-report/7716/ 

資料 3-2-1-(1)-03 実習工場の利用に関するガイダンスを

行っていることがわかる資料 

出典「機械工作実習時の心構え」（ガイダンス配布資料）

資料 3-2-1-(1)-04 専攻科生にガイダンスを行っているこ

とがわかる資料 

出典「平成 29 年度第１回専攻科委員会議事要旨（オリ

エンテーション報告）」 

資料 3-2-1-(1)-05 専攻科生にガイダンスを行っているこ

とがわかる資料 

出典「平成 28 年度第 1 回専攻科委員会資料(抜粋)（新

入生オリエンテーション次第）」 

資料 3-2-1-(1)-06 編入学生にガイダンスを行っているこ

とがわかる資料 

出典「平成 24 年度入学編入学生（第 4 学年）オリエン

テーション実施要領（案）」 

資料 3-2-1-(1)-07 留学生にガイダンスを行っていること

がわかる資料 

出典「平成 28 年度編入学外国人留学生（第 3 学年）オ

リエンテーション実施要領」 

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

し、その状況がわかる資料を提示する。 

資料 3-2-1-(1)-08 新入寮生に対するガイダンスを行って
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いることがわかる資料 

出典「配付資料 新入寮生ガイダンス」 

資料 3-2-1-(1)-09 学科再選択を希望する学生に対するガ

イダンスを行っていることがわかる資料 

出典「学科再選択制度による転学科の説明会通知」、「2

年進級時の学科再選択制度」（ガイダンス資料） 

資料 3-2-1-(1)-10 学際カリキュラムについてガイダンス

を行っていることがわかる資料 

出典「学際カリキュラムの説明」 

 

観点３－２－② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され、学生の自主的学習を進める上での相談・助言等

を行う体制が整備され、機能しているか。 

【留意点】 

○ (1)の相談・助言体制については、学生への周知状況（刊行物、プリント、ウェブサイト等の該当箇所。）につい

ても分析すること。 

○ 相談・助言体制やニーズ把握の仕組みが機能しているかを確認するため、それぞれの体制の利用状況や、ニーズ

を把握するための仕組みについて分析すること。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 学生の自主的学習を進める上で、どのような相談・

助言体制を整備しているか。（該当する選択肢にチェッ

ク■する。） 

 ■担任制・指導教員制の整備 

 ■オフィスアワーの整備 

 ■対面型の相談受付体制の整備 

 ☐電子メールによる相談受付体制の整備 

 ☐ＩＣＴを活用した成績確認や学習相談等に関するシ

ステムの整備 

 ■資格試験・検定試験等の支援体制の整備 

 ■外国への留学に関する支援体制の整備 

 ☐その他 

◇チェックした選択肢に関する状況がわかる資料 

資料 3-2-2-(1)-01 校務分担がわかる資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧  p.75 平成 30 年度校務

分担表」 

資料 3-2-2-(1)-02 担任制が整備されていることがわかる

資料 

出典「学級担任の手引き（内部資料・抜粋）」（担任制）

資料 3-2-2-(1)-03 担任制が整備されていることがわかる

資料 

出典「担任一覧」 

資料 3-2-2-(1)-04 オフィスアワーが整備されていること

がわかる資料 

出典「物質工学科および一般科目教室のサイト オフィ

スアワー 

http://www.ce.fukui-nct.ac.jp/ 

http://www.ge.fukui-nct.ac.jp/OfficeHour.html 」 

資料 3-2-2-(1)-05 対面型相談受付体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「学生相談室規則」 
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資料 3-2-2-(1)-06 対面型相談受付体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「公式サイト 学生相談室」 

 https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/cr/  

資料 3-2-2-(1)-07 検定試験の支援体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「掲示原稿「STEP 英検実施の案内と受験申し込み

について」」 

資料 3-2-2-(1)-08 検定試験の支援体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「2017 年度英検合格対策講座配付資料例」 

資料 3-2-2-(1)-09 外国への留学支援体制が整備されてい

ることがわかる資料 

出典「「英語力向上報告書」原稿 校内国際化を促進す

るためのイングリッシュカフェの実施」 

 

※留学経験学生・教員の話を聞かせるとりくみを行ってい

る。 

 

資料 3-2-2-(1)-10 海外研修旅行への支援を行っているこ

とがわかる資料 

出典「グローバルエンジニアになるための海外研修旅行

事前説明会教室内掲示物」 

資料 3-2-2-(1)-11 留学への支援を行っていることがわか

る資料 

出典「平成 29 年度自己点検・評価報告書 pp.79-80」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

し、その状況がわかる資料を提示する。 

 

 

(2) (1)は、学生に利用されているか。 

 ■利用されている 

 ☐利用されていない 

◇各種相談助言体制の利用状況（実績・相談対応例等）

がわかる資料 

資料 3-2-2-(2)-01 学生と担任との面談がわかる資料 

出典「担任からの提供資料 1 個人面談日程表」、「担任

からの提供資料 2 面談メモ」 

資料 3-2-2-(2)-02 対面型相談受付体制（学生相談室、保

健室）の利用状況や相談分野がわかる資料 

出典「平成 29 年度自己点検・評価報告書 pp.151-155」
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https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

資料 3-2-2-(2)-03 海外研修旅行への支援の利用状況がわ

かる資料 

出典「公式サイト 「オーストラリア研修旅行の報告会

を実施しました 令和元年 5 月 20 日実施」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/22427/  

 

※外国への留学支援体制としてのイングリッシュカフェ

の利用状況については、前掲「資料 3-2-2-(1)-09 外国へ

の留学支援体制が整備されていることがわかる資料」に記

されている。 

 

(3) 学習支援に関して学生のニーズを把握するための制

度があるか。（該当する選択肢にチェック■する。） 

 ■担任制・指導教員制の導入 

 ☐学生との懇談会 

 ☐意見投書箱 

 ☐その他 

◇制度がわかる資料 

資料 3-2-2-(3)-01 学生のニーズを把握するために意見収

集をしていることがわかる資料 

出典「平成 30 年４・10 月教員会議資料 教育環境アン

ケート 平成 29 年度末実施分集計結果と回答」 

資料 3-2-2-(3)-02 体制についてわかる資料 

出典「平成 31 年度学級担任の手引き p.18（学級担任、

担任補佐名簿）」 

資料 3-2-2-(3)-03 担任制によって学習支援がなされてい

ることがわかる資料 

出典「学級担任の手引き（内部資料・抜粋） 

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

し、その状況がわかる資料を提示する。 

 

 

(4) (3)は、有効に機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◇制度の機能状況がわかる資料 

資料 3-2-2-(4)-01 制度の機能状況がわかる資料 

出典「平成 30 年４・10 月教員会議資料 教育環境アン

ケート 平成 29 年度末実施分集計結果と回答」 

 

観点３－２－③ 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援及び生活支援等を適切に行うことができる体制が

整備されており、必要に応じて支援が行われているか。 

【留意点】 

○ 障害者差別解消法への対応については、学校独自の取組のほか、設置法人が当該学校を対象として対応している

ものについても、資料として提示すること。 

○ (10)については、必須入力欄ではないことに留意し、該当する取組が行われている場合のみ、「行っている」に

チェック■し、右欄にそれに関して記述すること。 
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関係法令 

教育基本法第４条第２項（教育の機会均等） 障害者差別解消法第５条（社会的障壁の除去の実施につ

いての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）及び第７条（行政機関等における障害を理由とする

差別の禁止）又は第８条（事業者における障害を理由とする差別の禁止）第９条～11 条 

※障害者差別解消法とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十

五号）」の略称のこと。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 留学生の学習及び生活に対する支援体制を整備して

いるか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇整備状況がわかる資料 

資料 3-2-3-(1)-01 留学生の支援体制の整備状況がわかる

資料 

出典「外国人留学生規則」 

資料 3-2-3-(1)-02 留学生の支援体制の整備状況がわかる

資料 

出典「専攻科外国人留学生規則」 

資料 3-2-3-(1)-03 留学生の支援体制の整備状況がわかる

資料 

出典「外国人留学生委員会規則」 

資料 3-2-3-(1)-04 留学生の支援体制の整備状況がわかる

資料 

出典「平成 29 年度自己点検・評価報告書 p.83 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf」 

 

(2) (1)の体制において、留学生の支援を必要に応じて行

っているか。 

 ■行っている 

 ☐行っていない 

◇留学生を支援する取組（留学生指導教員の配置、留学

生チューターの配置等）がわかる資料 

資料 3-2-3-(2)-01 留学生指導教員の配置がわかる資料 

出典「福井高専留学生だより」 

資料 3-2-3-(2)-02 留学生チューターの配置がわかる資料

出典「福井高専留学生だより」 

資料 3-2-3-(2)-03 留学生の支援を行っていることがわか

る資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 p.80」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

資料 3-2-3-(2)-04  留学生の支援を行っていることがわか

る資料 

出典「外国人留学生機関保証制度取扱事項」 
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◇支援の実施状況がわかる資料 

資料 3-2-3-(2)-05 留学生支援の実施状況がわかる資料

出典「平成 30 年度外国人留学生チューターのしおり」

資料 3-2-3-(2)-06 留学生支援の実施状況がわかる資料

出典「チューター日誌」 

資料 3-2-3-(2)-07 留学生支援の実施状況がわかる資料

出典「平成 30 年 4 月 チューター 実施済報告書」 

資料 3-2-3-(2)-08 留学生支援の実施状況がわかる資料

出典「平成 30 年 4 月 チューター 業務実施確認表」

資料 3-2-3-(2)-09 留学生支援の実施状況がわかる資料

出典「留学生だより 外国人留学生関連行事」 

 

(3) 編入学生の学習及び生活に対する支援体制を整備し

ているか。 

 ☐整備している 

 ■整備していない 

◇整備状況がわかる資料 

資料 3-2-3-(3)-01 編入学生の学習及び生活に対する支援

体制がわかる資料 

出典「入学試験係の原義書（平成 24 年度入学生の登校

について）」 

 

※ 編入学生は、平成 24 年度編入学性生以降は本校に在

籍していない。以前は資料 3-2-3-(3)-01 に示すように入学

試験係から専門学科、英語科、数学科に対して補習の実施

依頼があり、入学後にスムーズに授業に入れるように月１

回程度の補習を実施していた。また、補習日に学科長およ

び次年度の 4 年担任から様々な連絡・指導等を行ない、入

学後にスムーズに高専生活に入れるように指導を行って

いたため、実質的な支援を実施していた。 

 

(4) (3)の体制において、編入学生の支援を必要に応じて

行っているか。 

■行っている 

☐行っていない 

◇編入学生を支援する取組がわかる資料 

（再掲）資料 3-2-3-(3)-01 編入学生の学習及び生活に対

する支援体制がわかる資料 

 

◇入学前の指導を行っている場合には、指導スケジュー

ル、指導内容等が記載された資料 

資料 3-2-3-(4)-01 入学前の指導スケジュールがわかる資

料 

出典「登校日の指導に関するメール」 

資料 3-2-3-(4)-02 入学前の指導がわかる資料 

出典「編入学生の指導内容（電子工学）」 

 

※ 高校での内容と高専の内容の差異による躓きを少なく

するために、編入学生は合格後に登校日が設けられてい



福井工業高等専門学校 

- 49 - 

る。そのときに数学や専門科目の内容に関して説明があ

り、月 1 回程度の補習を実施することで、入学後はスムー

ズに高専生活に入れるように支援を行っていた。 

 

◇入学後に補習授業や学習相談等を行っている場合に

は、実施状況及びその内容（担当教員、実施科目、対象

者別実施回数、使用教材等。） 

※ 現在は編入学生が在籍していないが、在籍時には他の

学生と同様に編入学後にクラス担任が必要に応じて個別

面談等を行っていた。特に編入学直後の 5 月に開催され

ていた体育祭では 4 学年のクラスが主体となり、応援の

練習やデコレーション作成などの活動しており、入学直後

からクラスになじめるように参加を促すことや、入学後の

授業の理解度の確認など、円滑な学生生活を送れるように

配慮を適時行い、他の学生と同様に必要に応じて補習や面

談等の対応を行っていた。そのため、編入学生に対する支

援体制が構築されていない。 

 

◇支援の実施状況がわかる資料 

 

 

(5) 社会人学生の学習及び生活に対する支援体制を整備

しているか。 

 ☐整備している 

 ■整備していない 

◇整備状況がわかる資料 

※ 本校創立以来本科生には社会人学生は在籍しておら

ず、約 20 年前に専攻科に社会人学生が数名在籍していた

のみである。専攻科生は、専攻科委員および特別研究の指

導教が中心とない、すべての専攻科生に対して個別に指

導・支援を行っている。専攻科生の人数が少ないこともあ

り、現状の体制において特段の問題がないため、社会人学

生に対する支援体制が構築されていない。 

 

(6) (5)の体制において、社会人学生の支援を必要に応じ

て行っているか。 

☐行っている 

■行っていない 

◇社会人学生を支援する取組（情報提供（電子メール、

ウェブサイト等。））がわかる資料 

※現在は社会人学生が在籍していないため行っていない。

 

◇社会人学生に対する学習相談の制度が把握できる資料

（オフィスアワー一覧表、配付プリントの該当箇所等。）

※他の学生と同様の学習相談の制度を利用できる。現在は

社会人学生が在籍していないため、社会人学生に対する学

習相談の制度が把握できる資料は存在しない。 

 

◇支援の実施状況がわかる資料 
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※現在は社会人学生が在籍していないため支援を実施し

ていない。 

 

(7) 障害のある学生の学習及び生活に対する支援体制を

整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇整備状況がわかる資料 

資料 3-2-3-(7)-01 障害のある学生の支援体制の整備状況

がわかる資料 

出典「特別支援室規則」 

 

(8) (7)の体制において、障害のある学生の支援を必要に

応じて行っているか。 

■行っている 

☐行っていない 

◇障害のある学生を支援する取組（ノートテーカー、チ

ューターの配置）がわかる資料 

資料 3-2-3-(8)-01 第 2 相談室の設置状況がわかる資料 

出典「第 2 相談室説明資料」 

 

◇支援の実施状況がわかる資料 

※個人情報を含むため掲載しない。今年度も、特別支援チ

ームを立ち上げ、授業、HR、実験等での支援について検

討し、教科担当の教員も含めて支援体制をとっている。 

 

(9) 障害者差別解消法第５条及び第７条又は第８条（第

９条、第 10 条、第 11 条の関係条項も含む。）に対応

しているか。 

■対応している 

☐対応していない 

◇対応状況がわかる資料 

資料 3-2-3-(9)-01 障害者差別解消法への対応状況がわか

る資料  

出典「公式サイト 学生相談室」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/cr/support/ 

 

(10) 上記以外の特別な支援を行っているか。 

 ☐行っている 

 ■行っていない 

◆左記について、該当する取組があれば、資料を基に記

述する。 

該当なし 

 

観点３－２－④ 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言等を行う体制が整備され、機能しているか。 

【留意点】なし。 

関係法令 (法)第 12 条 学校保健安全法第 8条、第 13 条 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 学生の生活や経済面における指導・相談・助言等の

体制に関し、どのように整備しているか。（該当する選

択肢にチェック■する。） 

 ■学生相談室 

 ■保健センター 

◇それぞれの体制の整備状況がわかる資料（生活指導の

体制、指導内容、組織図、関連規程、委員会等。） 

（再掲）資料 3-2-2-(1)-05 学生相談室が整備されている

ことがわかる資料 

出典「学生相談室規則」 
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 ■相談員やカウンセラーの配置 

 ■ハラスメント等の相談体制 

 ■学生に対する相談の案内等 

 ■奨学金 

 ■授業料減免 

 ■特待生 

 ☐緊急時の貸与等の制度 

 ☐その他 

資料 3-2-4-(1)-01 学生相談室が整備されていることがわ

かる資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧 p.73 教務・厚生補導の

組織図」 

資料 3-2-4-(1)-02 学生相談室窓口を学生に周知している

ことがわかる資料 

出典「教室内掲示物」 

資料 3-2-4-(1)-03 学生相談室窓口が案内されていること

がわかる資料 

出典「公式サイト 学生相談室（学生相談室、相談員や

カウンセラーの配置、学生に対する相談案内）」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/cr/usage/  

https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/cr/counselor/ 

資料 3-2-4-(1)-04 保健室が整備されていることがわかる

資料  

出典「平成 30 年度 学生便覧 pp.40-41 保健室につい

て」 

資料 3-2-4-(1)-05 ハラスメント等の相談体制の整備状況

がわかる資料 

出典「ハラスメント防止等に関する規則」 

資料 3-2-4-(1)-06 学生に対する相談の案内、奨学金、授

業料免除の整備状況についてわかる資料 

出典「平成 29 年度 学生便覧 pp.44-46」 

資料 3-2-4-(1)-07 学生相談室および保健室の整備状況に

ついてわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.151-153」

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

資料 3-2-4-(1)-08 奨学金、授業料減免について整備状況

がわかる資料  

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.48-49 学

生指導関係」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

資料 3-2-4-(1)-09 特待生について整備状況がわかる資料

出典「卓越した学生に対する授業料免除に関する要項」

 

◆その他の項目をチェックした場合は、その内容を列記

し、その状況がわかる資料を提示する。 
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(2) 健康診断及び健康相談・保健指導を定期的に実施し

ているか。 

 ■実施している 

 ☐実施していない 

◇各取組の実施状況がわかる資料 

資料 3-2-4-(2)-01 健康診断を定期的に実施していること

がわかる資料  

出典「教室掲示用 学生定期健康診断日程表 平成 28・

31 年度分」 

資料 3-2-4-(2)-02 健康相談を実施していることがわかる

資料 

出典「平成 30 年度 学生便覧 pp.40-41 保健室につい

て」 

資料 3-2-4-(2)-03 保健指導を定期的に行っていることが

わかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.40-50 学

生指導関係（保健指導・救命救急講習）」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf 

資料 3-2-4-(2)-04 保健指導を行っていることがわかる資

料 

出典「公式サイト 「平成 30 年 6 月 28 日実施「喫煙

の害に関する講演会を実施しました」平成 29 年 5 月 18

日実施／「性教育に関する講演会を開催しました」平成

29 年 12 月 7 日実施／「薬物乱用防止セミナーを開催

しました」平成 29 年 5 月 24 日実施」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/12019/ 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/1539/ 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/1542/  

 

(3) (2)以外で、(1)の体制に基づいた学生の生活や経済

面における指導・相談・助言等の活動が実際に学生に

利用されているか。 

 ■利用されている 

 ☐利用されていない 

◇相談実績（相談・対応例）、各体制に係る委員会等の実

施状況がわかる資料 

資料 3-2-4-(3)-01 相談実績がわかる資料  

出典「H29 年度の学生相談室・保健室等の利用状況と特

徴 教員会議 4 月 26 日資料」 

資料 3-2-4-(3)-02 相談実績がわかる資料  

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.152-153

学生指導関係」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

 

※個々の相談対応例は個人情報を含むため掲載しないが、

本校では、全学年を対象に前期には「ハイパーQU テスト」

を、後期には「高専生活に関するアンケート」を行い、問

題を抱えた学生を発見した場合は迅速に対応している。 
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◇奨学金等の利用状況がわかる資料 

資料 3-2-4-(3)-03 奨学金の状況がわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.47-49 学

生指導関係」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

 

観点３－２－⑤ 就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体制が整備され、機能しているか。 

【留意点】 

○ 資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談を行っている場合には、担当教員、受講者数、実施科目、対象

者別実施回数、使用教材、配布プリント等、概要がわかる資料を根拠資料として提示すること。また、資格試験・

検定試験の受験者数、合格者数等の実績から機能しているかを分析すること。 

○ 資格取得による単位修得の認定を行っている場合には、関連規程、単位認定実績等を根拠資料として提示するこ

と。 

○ 外国留学に関する手続きの支援、単位認定、交流協定の締結等を行っている場合には、内容が把握できる資料や

関連規程、留学実績等を根拠資料として提示すること。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 就職や進学等の進路指導を含め、キャリア教育の体

制を整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇体制の整備状況がわかる資料 

資料 3-2-5-(1)-01 キャリア教育の体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「キャリア支援室規則」 

資料 3-2-5-(1)-02 キャリア教育の体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「キャリア支援委員会規則」 

資料 3-2-5-(1)-03 キャリア教育の体制が整備されている

ことがわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.55 キャ

リア支援関係」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

 

(2) (1)の体制の下、就職や進学等の進路指導を含めたキ

ャリア教育に関して、学校としてどのような取組を行

っているか。（該当する選択肢にチェック■する。） 

 ■キャリア教育に関する研修会・講演会の実施 

 ■進路指導用マニュアルの作成 

◇左記でチェック■した取組状況がわかる資料 

資料 3-2-5-(2)-01 キャリア教育に関する研修会・講演会

が実施されていることがわかる資料 

出典「インターンシップ業務フローに関する説明会案

内」、「インターンシップ業務フローに関する説明会レジ
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 ■進路指導ガイダンスの実施 

 ■進路指導室 

 ■進路先（企業）訪問 

 ■進学・就職に関する説明会 

 ■資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談 

 ■資格取得による単位修得の認定 

 ■外国留学に関する手続きの支援、単位認定、交流協

定の締結等 

 ☐その他 

ュメ」 

資料 3-2-5-(2)-02 進路指導用マニュアルが作成されてい

ることがわかる資料 

出典「進路のしおり(抜粋)」 

資料 3-2-5-(2)-03 進路指導ガイダンスおよび進学・就職

に関する説明会がなされていることがわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.61-65 キ

ャリア支援関係（ガイダンス、説明会 先輩講座 大学

大学院合同説明会） 」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

資料 3-2-5-(2)-04 進路指導室が設置されていることがわ

かる資料 

出典「キャリア支援室規則」 

資料 3-2-5-(2)-05 進路先訪問をしていることがわかる資

料 

出典「インターンシップ先一覧(抜粋)」 

 

※資料は、個人情報は削除したもので、重複した訪問先は

掲載していないが、本校では 4 年生全員がインターンシ

ップに参加している。 

 

資料 3-2-5-(2)-06 資格試験のための補習授業をしている

ことがわかる資料 

出典「2017 年度英検合格対策講座配付資料例」 

資料 3-2-5-(2)-07 資格試験のための補習授業をしている

ことがわかる資料 

出典「機械技術者試験補講平成 30 年度、機械技術者試

験補講平成 29 年度、機械技術者試験補講平成 28 年度」

資料 3-2-5-(2)-08 資格による単位認定についてわかる資

料 

出典「教務に関する申合事項 第 24 技能審査の合格に

よる単位の修得認定に関する事項」 

資料 3-2-5-(2)-09 外国留学に関する手続きの支援が行わ

れていることがわかる資料 

出典「平成 28 年度第４回国際交流室会議議事要旨（「ト

ビタテ」説明会開催の報告あり）」 

資料 3-2-5-(2)-10 外国留学の単位認定がわかる資料 

出典「教務に関する申合事項 第 25 外国の高等学校等

での履修における単位認定に関する事項・第 33 他機

関における研修に係る単位認定に関する事項」 
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資料 3-2-5-(2)-11 外国留学に関わる交流協定についてわ

かる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.79-82

(国際交流関係)」 

 https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

資料 3-2-5-(2)-12 外国留学に関わる交流協定についてわ

かる資料 

出典「姉妹校協定書（バララット大学）」 

資料 3-2-5-(2)-13 外国留学に関わる交流協定がわかる資

料 

出典「公式サイト 協定校タイ王国プリンスオブソンク

ラ大学工学部、キングモンクット工科大学ラートクラバ

ン校からの短期留学生」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/exchange/10455/  

https://www.fukui-nct.ac.jp/exchange/12270/  

 

◆その他の項目をチェックした場合は、具体的な内容を

列記し、その状況がわかる資料を提示する。 

 

 

(3) (2)の取組が機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◇それぞれの取組の（活用）実態がわかる資料 

資料 3-2-5-(3)-01 進路指導ガイダンスが機能しているこ

とがわかる資料 

出典「公式サイト 「就職対策講座を開催しました」平

成 31 年 2 月 14 日実施」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/17357/ 

資料 3-2-5-(3)-02 進学・就職に関する説明会が機能して

いることがわかる資料 

出典「公式サイト 「キャリア教育セミナー（合同企業

説明会）を開催しました」平成 31 年３月 1 日実施／「大

学・大学院合同説明会を開催しました」平成 30 年 10 月

27 日実施（説明会）」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/18310/ 

 https://www.fukui-nct.ac.jp/notice/16531/  

資料 3-2-5-(3)-03 進学・就職に関する説明会が機能して

いることがわかる資料 

出典「福井工業高等専門学校キャリア教育セミナー企業

プロフィール」 

資料 3-2-5-(3)-04 資格試験のための補習授業や学習相談

の機能状況がわかる資料 
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出典「過去の英検合格者数と合格率推移」 

資料 3-2-5-(3)-05 ガイダンスや説明会の点検、評価がわ

かる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.67-69 キ

ャリア支援関係」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

 

※ガイダンスについて改善していることがこの資料から

もわかる。 

 

資料 3-2-5-(3)-06 留学に関して点検・評価していること

がわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.79-82 国

際交流関係（総括）」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

資料 3-2-5-(3)-07 キャリア教育に関する学生アンケート

およびアンケートをもとに改善していることがわかる資

料 

出典「平成 30 年 3 月 22 日教員会議資料 平成 29 年度

キャリア教育セミナーアンケート」 

 

※資料 3-2-5-(3)-07 のアンケートによる学生からの要望

をもとに、平成 30 年度は、キャリア教育セミナーの会場

を 1 か所にし、ブースで区切る改善を行った。 

 

観点３－２－⑥ 学生の部活動、サークル活動、自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整備され、適切な責任

体制の下に機能しているか。 

【留意点】なし。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 学生の課外活動に対する支援体制を整備している

か。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇課外活動に関する規程、組織図、施設の整備状況がわ

かる資料 

資料 3-2-6-(1)-01 学生会の組織と指導態勢、学生団体に

ついてわかる資料 

出典「学生準則」 

資料 3-2-6-(1)-02 部の組織についてわかる資料 
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出典「学生会規約」 

資料 3-2-6-(1)-03 教務・厚生補導の組織がわかる資料

出典「平成 30 年度 学生便覧 p.73 教務・厚生補導の

組織図」 

 

(2) (1)の体制において、責任の所在が明確になっている

か。 

 ■なっている 

 ☐なっていない 

◇(1)の体制において、責任の所在がわかる資料 

資料 3-2-6-(2)-01 部・同好会の責任の所在がわかる資料

出典「平成 30 年度 学生便覧 p.77 平成 30 年度部・同

好会指導教員一覧」 

資料 3-2-6-(2)-02 部・同好会の責任の所在がわかる資料

出典「部・同好会コーチ実施要領」 

 

(3) 学校としての支援活動の内容からみて、(1)の体制が

機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◇課外活動に対する支援活動の内容がわかる資料 

資料 3-2-6-(3)-01 課外活動に対する支援がわかる資料

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.41-42」

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

資料 3-2-6-(3)-02 部・同好会に対する支援活動が機能し

ていることがわかる資料 

出典「青武台だより No.216（部・同好会紹介）」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/05/19ea5c99015ee1656673345d

99336dd1.pdf  

資料 3-2-6-(3)-03 課外活動にたいして支援活動をしてい

ることがわかる資料 

出典「青武台だより No.218 校長表彰」 

 https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2019/03/2f2ef66c75ca0f916659df8dc

91a403e.pdf   

「青武台だより No.217 平成 30 年度 教育後援会研

究奨励一覧」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2019/01/931e8c010c2fc2dfabd0d204

53ec7f25.pdf  

資料 3-2-6-(3)-04 課題活動にたいして支援活動をしてい

ることがわかる資料 

出典「青武台だより No.216 高専ロボコン・デザイン

コンペティション・英語プレゼンテーションコンテス

ト」  

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/05/19ea5c99015ee1656673345d
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99336dd1.pdf  

資料 3-2-6-(3)-05 課外活動にたいして支援活動をしてい

ることがわかる資料 

出典「青武台だより No.218 キャンパスプロジェクト」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2019/03/2f2ef66c75ca0f916659df8dc

91a403e.pdf   

「教員会議 5 月 30 日資料/教員会議 11 月 28 日資料」 

 

観点３－２－⑦ 学生寮が整備されている場合には、学生の生活及び勉学の場として有効に機能しているか。 

【留意点】なし。 

 観点の自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 

 

以下の自己点検・評価結果を踏まえ、当該観点の内容を満たしているか。 

■満たしていると判断する 

☐満たしていると判断しない 

☐学生寮を整備していないので、該当しない（→この場合は、(1)以下の記入は不要） 

自己点検・評価結果欄（該当する□欄をチェック■） 自己点検・評価の根拠資料・説明等欄 

(1) 学生寮を整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇整備状況がわかる資料 

資料 3-2-7-(1)-01 学生寮が整備されていることがわかる

資料  

出典「福井高専学校要覧 2018 p.59 施設 図表」 

資料 3-2-7-(1)-02 学生寮が整備されていることがわかる

資料 

出典「公式サイト キャンパスマップ 

https://www.fukui-nct.ac.jp/information/campus/ 」 

資料 3-2-7-(1)-03 学生寮の整備状況がわかる資料 

出典「College Guide 2018 p.18 ライフサポート」 

 

(2) 生活の場として整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇生活支援の内容がわかる資料（談話室、補食室等の整

備状況等。） 

資料 3-2-7-(2)-01 談話室、補食室等の整備がわかる資料

出典「公式サイト内 青武寮」 

https://www.seiburyo.org/introduction/  

資料 3-2-7-(2)-02 生活の場として整備していることがわ

かる資料 

出典「平成 29 年度寮生手帳(抜粋)」 

（日課、寮生心得あり） 

 

(3) 勉学の場として整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇学習支援の内容がわかる資料（自習室の整備状況、自

習時間の設定状況等の整備面での工夫等。） 

資料 3-2-7-(3)-01 自習室の整備状況が分かる資料 
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出典「公式サイト内 青武寮」 

https://www.seiburyo.org/introduction/   

資料 3-2-7-(3)-02 勉学の場であることがわかる資料 

出典「平成 29 年度寮生手帳(抜粋)」 

（日課、寮生心得に学習に関する記述、学寮見取図あり）

 

(4) (2)(3)について、有効に機能しているか。 

 ■機能している 

 ☐機能していない 

◇入寮状況がわかる資料 

資料 3-2-7-(4)-01 入寮状況についてわかる資料 

出典「平成 29 年度自己点検・評価報告書 p.51」 

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

 

◇勉学の場としての活用実績がわかる資料 

資料 3-2-7-(4)-02 勉学の場としての活用がわかる資料 

出典「平成 29 年度 自己点検・評価報告書 pp.53-54」

https://www.fukui-nct.ac.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/jikotenken_2018.06.pdf  

（低学年学習指導に関する記述あり） 

 

※自習室が整備されるとともに、低学年学習指導体制があ

る。 

 

(5) 管理・運営体制を整備しているか。 

 ■整備している 

 ☐整備していない 

◇学生寮の管理規程等の資料 

資料 3-2-7-(5)-01 学生寮の管理運営体制がわかる資料 

出典「平成 30 年度学生便覧 p.73 教務・厚生補導の

組織図」 

資料 3-2-7-(5)-02 学生寮の管理体制についてわかる資料

出典「学寮規則」 

資料 3-2-7-(5)-03 学生寮の運営体制についてわかる資料

出典「学寮運営委員会規則」 

 

３－２ 特記事項  この評価の視点の内容に関して、「観点」のみでは自己評価できない活動や取組における個性

や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、記入すること。 

3-2-1-(1)の「その他」として記した、学科再選択制度に関するガイダンス（資料 3-2-1-(1)-09）や学際科目に関する

ガイダンス（資料 3-2-1-(1)-10）は、本校独自のしくみである学科再選択制度や学際科目制度を円滑に機能させるため

のもので、本校が学生に対して様々なガイダンスをきめ細やかに実施していることを示している。 

また、資料 3-2-3-(8)-01 で示したような、障害を抱えた学生をサポートするための第 2 相談室を設けていることも、

本校の特色である。 

 

基準３ 

優れた点 
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該当なし 

 

改善を要する点 

3-1-1-(11)や 3-1-2-(4)でも記したように、本校では教育環境に関するアンケート調査を学生主事がとりまとめ、教員

会議で報告し、各部署がそのアンケートに基づいて教育環境を改善することがルーティンとなっているが、規程とな

っているわけではないため、今後も確実にそうした PDCA サイクルが機能するよう、明文化される必要があると考える。

 

  


