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資料索引（別添 CD） 

・基準１ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

１－１－①－１ 本校の目的 1－1 本校規程集 抜粋 

１－１－①－２ 教育目的 1－1 
平成 25 年度学校要覧 

p.３ 

１－１－①－３ 準学士課程 学科教育目的 1－1 本校規程集 

１－１－①－４ 準学士課程 新学科教育目的 1－2 本校規程集 抜粋 

１－１－①－５ 学校の教育目標 1－2 
平成 25 年度学校要覧 

p.３ 

１－１－①－６ 準学士課程 各学科の教育目標 1－3 

平成 24 年度学校要覧 

p.10, p.13, p.16, 

p.19, p.22 

１－１－①－７ 
準学士課程 新学科体制における学科

の教育目標 
1－5 

平成 25 年度学校要覧 

p.10, p.16, p.20 

１－１－①－８ 専攻科の目的 1－7 本校規程集 

１－１－①－９ 専攻科課程 各専攻の教育目的 1－7 
平成 25 年度授業計画書 

専攻科 p.１ 

１－１－①－10 
「複合型システム工学」教育プログ

ラムの学習・教育目標 
1－8 

平成 25 年度授業計画書 

専攻科 p.６～p.７ 

１－１－①－11 
専攻科学習・教育目標達成度評価確

認表 
1－9 専攻科 履修の手引き 

１－２－①－１ 教育目標掲示物 1－11 教室掲示物 

１－２－①－２ 学級ごとの教育目標周知実施状況 1－12 教務委員会資料 

１－２－①－３ 新入生ガイダンス資料 1－13 新入生ガイダンス資料 

１－２－①－４ 専攻科ガイダンス資料 1－14 専攻科ガイダンス資料 

１－２－①－５ 新任教員に対する説明会 1－16 
新任教員に対する説明会

開催通知メール 

１－２－①－６ 学生に対するアンケート 1－17 アンケート 

１－２－①－７ 教職員に対するアンケート 1－18 アンケート 

１－２－①－８ アンケート結果 1－20 アンケート集計結果 

１－２－②－１ 本校ウェブサイト 1－22 本校ウェブサイト 

１－２－②－２ 学校要覧配布先一覧（平成 23 年度） 1－25 
総務係・学生係・入試担

当資料 

１－２－②－３ 学校案内配布先一覧（平成 24 年度） 1－26 学生課入試担当資料 

 

・基準２ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

２－１－①－１ 学科の構成 2－1 本校規程集 

２－１－①－２ 
函館工業高等専門学校 学科構成の

変遷 
2－1 

平成 19 年４月 16 日 函

館工業高等専門学校 高

等専門学校機関別認証評

価 自己評価書 p.39 
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２－１－①－３ 各学科の目的（旧学科） 2－2 本校規程集 

２－１－①－４ 各学科の教育目標 2－3 

「本校ウェブサイト」お

よび「平成 25 年度授業

計画書 抜粋」 

２－１－①－５ 各学科の目的（新学科） 2－4 本校規程集 

２－１－①－６ 新学科の目標 2－5 
平成 26 年度授業計画書

(第 2 学年) 

２－１－②－１ 専攻科の目的 2－6 本校規程集 

２－１－②－２ 
「複合型システム工学」教育プログ

ラムの学習・教育目標 
2－6 

平成 25 年度授業計画書 

p.６, p.７ 

２－１－③－１ 
函館工業高等専門学校内部組織等規

程 
2－7 本校規程集 

２－１－③－２ 函館工業高等専門学校実習工場規程 2－8 本校規程集 

２－１－③－３ 実習工場の代表的な設備 2－9 
平成 25 年度学校要覧

p.44 

２－１－③－４ 実習工場の利用状況 2－9 
共同利用施設運営委員会 

議事録 

２－１－③－５ 
函館工業高等専門学校電子顕微鏡室

規程 
2－10 本校規程集 

２－１－③－６ 函館工業高等専門学校 X 線室規程 2－10 本校規程集 

２－１－③－７ 電子顕微鏡室の利用状況 2－11 
共同利用施設運営委員会 

議事録 

２－１－③－８ X 線室の利用状況 2－11 
共同利用施設運営委員会 

議事録 

２－１－③－９ 函館工業高等専門学校創造工房規程 2－12 本校規程集 

２－１－③－10 創造工房の利用状況 2－12 

「平成 24 年度 前期・後

期授業時間割より抜粋」

および「共同利用施設運

営委員会 議事録」 

２－１－③－11 
函館工業高等専門学校学術情報教育

センター規程 
2－13 本校規程集 

２－１－③－12 
学術情報教育センター ネットワーク

構成 
2－14 

平成 25 年度学校要覧 

p.42 

２－１－③－13 

基礎情報処理演習室，プログラム演

習室，CAD 演習室，専攻科情報演習の

利用状況 

2－14 
平成 24 年度 前期・後期

授業時間割より抜粋 

２－１－③－14 
函館工業高等専門学校技術教育支援

センターの組織等に関する規程 
2－14 本校規程集 

２－１－③－15 技術職員の配置一覧 2－16 
技術教育支援センター作

成 

２－１－③－16 技術教育支援センター支援業務表 2－17 
技術教育支援センター作

成 

２－２－①－１ 
函館工業高等専門学校運営委員会規

程 
2－18 本校規程集 

２－２－①－２ 
平成 25 年度 第 18 回運営委員会議事

要旨（抜粋） 
2－19 運営委員会 議事録 

２－２－①－３ 
函館工業高等専門学校教員会議に関

する規程 
2－20 本校規程集 

２－２－①－４ 
函館工業高等専門学校の会議・委員

会等 
2－21 

平成 24 年度学校要覧 

p.９ 

２－２－①－５ 
函館工業高等専門学校教務委員会規

程 
2－21 本校規程集 
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２－２－①－６ 
函館工業高等専門学校専攻科委員会

規程 
2－22 本校規程集 

２－２－①－７ 
平成 25 年度第 23 回教務委員会記録

（抜粋） 
2－23 教務委員会 議事録 

２－２－①－８ 教務委員会記録担務表 2－25 教務委員会 資料 

２－２－①－９ 
平成 24 年度 第 15 回専攻科委員会

議事要旨（抜粋） 
2－26 専攻科委員会 議事録 

２－２－①－10 
函館工業高等専門学校教育点検実施

委員会規程 
2－26 本校規程集 

２－２－①－11 
平成 23 年度 第１回教育点検実施委

員会議事要旨 
2－27 

教育点検実施委員会 議

事録 

２－２－①－12 函館工業高等専門学校の組織図 2－28 
平成 24 年度学校要覧 

p.９ 

２－２－①－13 函館工業高等専門学校委員会等名簿 2－29 総務課資料 

２－２－②－１ 
理科，基礎情報処理系科目間ネット

ワーク会議議事録 
2－30 

物理系科目間ネットワー

ク会議（物理、応用物

理、専門） 議事録 

２－２－②－２ 
理科，基礎情報処理系科目間ネット

ワーク会議議事録 
2－31 

情報系科目間ネットワー

ク会議（情報処理基礎） 

議事録 

２－２－②－３ 
数学系科目間ネットワーク会議議事

録 
2－31 

数学系科目間ネットワー

ク会議（数学、応用数

学、専門） 議事録 

２－２－②－４ 
英語系科目間ネットワーク会議議事

録 
2－32 

英語系科目間ネットワー

ク会議（英語、専門英

語、卒業研究） 議事録 

２－２－②－５ 教員間連絡ネットワーク組織図 2－33 
教員間連絡ネットワーク

に関する運営要領 

２－２－③－１ 本科シラバス作成方法 2－34 シラバスサンプル 

２－２－③－２ 専攻科シラバス作成方法 2－35 シラバスサンプル 

２－２－③－３ シラバス執筆説明会案内 2－36 
シラバス執筆説明会案内

メール 

２－２－③－４ 
函館工業高等専門学校内部組織等規

程(抜粋) 
2－36 本校規程集 

２－２－③－５ 担任および副担任 2－37 委員会の構成員 抜粋 

２－２－③－６ 特別教育活動指導要項 2－37 特別教育活動指導要項 

２－２－③－７ 専攻科担任に対する教育支援 2－38 
平成 25 年度 第７回専攻

科委員会 議事録 

２－２－③－８ 新任教員説明会 資料 2－39 
新任教員に対する説明会 

案内メール 

 

・基準３ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

３－１－①－１ 高等専門学校設置基準（抜粋） 3－1 高等専門学校設置基準 

３－１－①－２ 一般科目 科目別教員数一覧 3－1 学生課資料 

３－１－①－３ 
一般科目教員の専門分野と準学士課程

の担当授業表 
3－2 総務課・学生課資料 

３－１－②－１ 専門学科教員数一覧 3－3 総務課資料 
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３－１－②－２ 
専門学科教員の専門分野と準学士課程

および専攻科課程の担当授業一覧 
3－4 

学校要覧，平成 25，26 年

度授業計画書 

３－１－②－３ 各学科の学位取得者数と企業経験者数 3－6 総務課資料 

３－１－③－１ 
「函館工業高等専門学校専攻科担当教

員基準」に係る申し合わせ 
3－7 本校規程集 

３－１－③－２ 
一般科目専攻科担当教員の専門分野と

担当授業表（平成 25 年度） 
3－8 

平成 25 年度授業計画書 

抜粋 

３－１－③－３ 

専攻科特別研究の指導教員の学位取得

状況と研究業績一覧（平成 25 年度に

おける状況） 

3－8 
総務課資料，函館高専紀

要 

３－１－③－４ 
専攻科における実験系科目特専教授

（マイスター）一覧 
3－8 専攻科 PBL 資料 

３－１－④－１ 教員の年齢構成 3－9 総務課資料 

３－１－④－２ 女性を優先的に採用する公募例 3－10 総務課資料 

３－１－④－３ 一般教員英語科特命教員の公募要領 3－11 総務課資料 

３－１－④－４ 本校在職中に学位を取得した教員実績 3－12 総務課資料 

３－１－④－５ 教員交流制度実績 3－12 総務課資料 

３－１－④－６ 
平成 25 年度校長裁量経費配分一覧

（抜粋） 
3－12 総務課資料 

３－２－①－１ 
函館工業高等専門学校教員顕彰実施要

項 
3－14 総務課資料 

３－２－①－２ 
函館高専教員顕彰（校長賞） 平成 23

～25 年度被顕彰者一覧 
3－16 運営委員会資料 

３－２－①－３ 
函館工業高等専門学校運営委員会業績

評価部会要項 
3－20 本校規程集 

３－２－①－４ 
国立高等専門学校機構教員顕彰制度に

おける本校教員の受賞例 
3－21 本校ウェブサイト 

３－２－①－５ 
授業満足度調査用アンケート用紙（平

成 25 度） 
3－22 FD 委員会資料 

３－２－①－６ 
授業満足度調査評価（平成 24 年度）

の集計結果例 
3－23 FD 委員会資料 

３－２－①－７ 授業観察シートの記入例 3－25 FD 委員会資料 

３－２－②－１ 函館工業高等専門学校教員選考規程 3－26 本校規程集 

３－２－②－２ 

改正高専設置基準に基づく新しい教員

組織に対応した函館工業高等専門学校

における教員の資格基準 

3－28 総務課資料 

３－２－②－３ 運営委員会議事要旨（教員採用） 3－29 
平成 25 年度第 15 回運営

委員会議事録 

３－２－②－４ 函館高専における教員公募要項例 3－30 総務課資料 

３－２－②－５ 
運営委員会議事要旨（非常勤講師の任

用） 
3－33 

平成 25 年度第 17 回運営

委員会議事録 

３－３－①－１ 事務職員の配置と業務 3－34 事務部資料 

３－３－①－２ 
技術教育支援センターの組織および業

務内容（平成 25 年度） 
3－35 

技術教育支援センター資

料  

３－３－①－３ 技術教育支援センター支援業務 3－36 
技術教育支援センター資

料  
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３－３－①－４ 技術教育支援センターの研修体制 3－38 
技術教育支援センター資

料 

３－３－①－５ 
技術教育支援センターの外部資金獲得

状況の紹介 
3－40 

技術教育支援センター資

料  

 

・基準４ 
資料番号 資料名 ページ番号 出典 

４－１－①－１ 準学士課程における求める学生像 4－1 
平成 26 年度入学生募集要

項 抜粋 

４－１－①－２ 準学士課程出願資格 4－2 
平成 26 年度入学生募集要

項 抜粋 

４－１－①－３ 
準学士課程における求める学生像(各

学科) 
4－3 本校ウェブサイト 

４－１－①－４ 求める学生像の PR 状況 4－4 学生課，広報委員会資料 

４－１－①－５ 編入学生向け求める学生像 4－5 
平成 26 年度編入学者募集

要項 抜粋 

４－１－①－６ 編入学生出願資格 4－5 
平成 26 年度編入学者募集

要項 p.1 

４－１－①－７ 専攻科における求める学生像 4－6 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－１－①－８ 専攻科課程出願資格 4－7 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－１－①－９ 専攻科社会人特別選抜出願資格 4－8 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－１－①－10 
求める学生像(本校におけるアドミッ

ション・ポリシー)周知度アンケート 
4－9 点検評価委員会資料 

４－２－①－１ 選抜方法(準学士課程) 4－10 
平成 26 年度入学者募集要

項 p.1 

４－２－①－２ 
推薦による選抜方法(準学士課程)（抜

粋） 
4－11 

平成 26 年度入学者募集要

項 

４－２－①－３ 推薦書(準学士課程) 4－12 
平成 26 年度入学者募集要

項 

４－２－①－４ 自己アピール書 4－13 
平成 26 年度入学者募集要

項 

４－２－①－５ 
推薦選抜(準学士課程)に関する入学者

選抜実施委員会の議事録（抜粋） 
4－14 

平成 25 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－２－①－６ 
推薦選抜(準学士課程)に関する入学者

選抜のデータおよび分析結果 
4－15 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

４－２－①－７ 学力による選抜方法(準学士課程) 4－15 
平成 26 年度入学者募集要

項 

４－２－①－８ 
学力選抜(準学士課程)に関する入学者

選抜実施委員会の議事録（抜粋） 
4－15 

平成 25 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－２－①－９ 
推薦選抜(準学士課程)に関する入学者

選抜のデータおよび分析結果 
4－16 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

４－２－①－10 推薦による選抜方法(専攻科) 4－16 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－２－①－11 推薦書(専攻科課程) 4－17 
平成 26 年度専攻科募集要

項 
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４－２－①－12 
専攻科推薦選抜に関する入学者選抜実

施委員会の議事録（抜粋） 
4－18 

平成 25 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－２－①－13 
専攻科推薦選抜に関するデータおよび

分析結果 
4－18 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

４－２－①－14 学力による選抜方法(専攻科課程) 4－19 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－２－①－15 
専攻科学力選抜に関する入学者選抜実

施委員会の議事録（抜粋） 
4－20 

平成 25 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－２－①－16 
専攻科学力選抜に関するデータおよび

分析結果 
4－20 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

４－２－①－17 専攻科社会人特別選抜 4－20 
平成 26 年度専攻科募集要

項 

４－２－①－18 編入学による選抜方法 4－21 
平成 26 年度編入学者募集

要項 

４－２－①－19 編入学者選抜学力試験科目 4－22 
平成 26 年度編入学者募集

要項 

４－２－①－20 
編入学の選抜に関する入学者選抜実施

委員会の議事録（抜粋） 
4－23 

平成 25 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－２－①－21 
編入学の選抜に関するデータと分析結

果 
4－23 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

４－２－②－１ 

本科（準学士課程）入学の選抜に関す

る内申点取扱いについての入学者選抜

実施委員会の議事録（抜粋） 

4－24 
平成 23 年入学者選抜実施

員会議事録 

４－２－②－２ 
学力検査による選抜時の面接(準学士

課程)  
4－25 学生課資料 

４－２－②－３ 
推薦入試における作文試験導入につ

いて（準学士課程） 
4－26 

平成 24 年度入学者選抜実

施委員会議事録 

４－３－①－１ 入学者状況(準学士課程) 4－27 学生課資料 

４－３－①－２ 入学状況(編入学) 4－28 学生課資料 

４－３－①－３ 入学状況(専攻科課程) 4－29 学生課資料 

 

・基準５＜準学士＞ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

５－１－①－１ 
平成 25 年度教育課程表（一般科目，

２～４年生） 
5－1 平成 25 年度授業計画書 

５－１－①－２ 
平成 25 年度教育課程表（一般科目，

５年生） 
5－2 平成 25 年度授業計画書 

５－１－①－３ 
平成 25 年度教育課程表（機械工学

科） 
5－3 

平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－１－①－４ 
平成 25 年度教育課程表（電気電子工

学科） 
5－4 

平成 25 年度授業計画書

電気電子工学科 

５－１－①－５ 
平成 25 年度教育課程表（情報工学

科） 
5－5 

平成 25 年度授業計画書

情報工学科 

５－１－①－６ 
平成 25 年度教育課程表（物質工学

科） 
5－6 

平成 25 年度授業計画書

物質工学科 

５－１－①－７ 
平成 25 年度教育課程表（環境都市工

学科） 
5－7 

平成 25 年度授業計画書

環境都市工学科 
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５－１－①－８ 
平成 25 年度教育目標に対応した教育

課程流れ図（機械工学科） 
5－8 

平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－１－①－９ 
平成 25 年度教育目標に対応した教育

課程流れ図（電気電子工学科） 
5－9 

平成 25 年度授業計画書

電気電子工学科 

５－１－①－10 
平成 25 年度教育目標に対応した教育

課程流れ図（情報工学科） 
5－10 

平成 25 年度授業計画書

情報工学科 

５－１－①－11 
平成 25 年度教育目標に対応した教育

課程流れ図（物質工学科） 
5－11 

平成 25 年度授業計画書

物質工学科 

５－１－①－12 
平成 25 年度教育目標に対応した教育

課程流れ図（環境都市工学科） 
5－12 

平成 25 年度授業計画書

環境都市工学科 

５－１－①－13 
平成 25 年度各科目と教育目標との対

応表（機械工学科） 
5－13 

平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－１－①－14 
平成 25 年度各科目と教育目標との対

応表（電気電子工学科） 
5－14 

平成 25 年度授業計画書

電気電子工学科 

５－１－①－15 
平成 25 年度各科目と教育目標との対

応表（情報工学科） 
5－15 

平成 25 年度授業計画書

情報工学科 

５－１－①－16 
平成 25 年度各科目と教育目標との対

応表（物質工学科） 
5－16 

平成 25 年度授業計画書

物質工学科 

５－１－①－17 
平成 25 年度各科目と教育目標との対

応表（環境都市工学科） 
5－17 

平成 25 年度授業計画書

環境都市工学科 

５－１－①－18 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，機械

コース，設計加工履修コース） 

5－18 教務委員会資料 

５－１－①－19 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，機械

コース，エネルギー履修コース） 

5－21 教務委員会資料 

５－１－①－20 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，機械

コース，ロボティクス履修コース） 

5－24 教務委員会資料 

５－１－①－21 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，機械

コース，グローバルマネージメント

履修コース） 

5－27 教務委員会資料 

５－１－①－22 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，電気

電子コース，エネルギー履修コー

ス） 

5－30 教務委員会資料 

５－１－①－23 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，電気

電子コース，回路エレクトロニクス

履修コース） 

5－33 教務委員会資料 

５－１－①－24 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，電気

電子コース，ロボティクス履修コー

ス） 

5－36 教務委員会資料 

５－１－①－25 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，電気

電子コース，グローバルマネージメ

ント履修コース） 

5－39 教務委員会資料 

５－１－①－26 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，情報

コース，IT・ソフトウェア履修コー

ス） 

5－42 教務委員会資料 
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５－１－①－27 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，情報

コース，回路エレクトロニクス履修

コース） 

5－45 教務委員会資料 

５－１－①－28 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，情報

コース，ロボティクス履修コース） 

5－48 教務委員会資料 

５－１－①－29 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（生産システム工学科，情報

コース，グローバルマネージメント

履修コース） 

5－51 教務委員会資料 

５－１－①－30 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（物質環境工学科，材料物性

履修コース） 

5－54 教務委員会資料 

５－１－①－31 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（物質環境工学科，バイオ環

境履修コース） 

5－56 教務委員会資料 

５－１－①－32 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（物質環境工学科，グローバ

ルマネージメント履修コース） 

5－58 教務委員会資料 

５－１－①－33 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（社会基盤工学科，建設設計

履修コース） 

5－60 教務委員会資料 

５－１－①－34 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（社会基盤工学科，都市デザ

イン履修コース） 

5－62 教務委員会資料 

５－１－①－35 

新学科教育目標に対応した教育課程

流れ図（社会基盤工学科，グローバ

ルマネージメント履修コース） 

5－64 教務委員会資料 

５－１－①－36 新学科教育課程表（一般科目） 5－66 
平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－１－①－37 
新学科教育課程表（生産システム工

学科） 
5－68 

平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－１－①－38 
新学科教育課程表（物質環境工学

科） 
5－72 

平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－１－①－39 
新学科教育課程表（社会基盤工学

科） 
5－74 

平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－１－①－40 
機械工学科シラバスチェック会議議

事録 
5－76 

機械工学科学科会議議事

録 

５－１－①－41 新学科シラバスチェック会議議事録 5－77 
機械工学科学科会議議事

録 

５－１－①－42 平成 25 年度年間行事予定表 5－78 
平成 25 年度年間行事予

定表 

５－１－②－１ 
函館工業高等専門学校学外実習の履

修に関する規程 
5－79 本校規程集 

５－１－②－２ 
平成 25 年度「学外実習」単位取得学

生一覧 
5－80 学生課教務係資料 

５－１－②－３ 平成 25 年度「学外実習」集計表 5－81 学生課教務係資料 

５－１－②－４ 

函館工業高等専門学校における文部

科学大臣認定技能の認定審査の合格

に係る学修に関する規則（抜粋） 

5－81 本校規程集 
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５－１－②－５ 
平成 25 年度特別学修による単位修得

認定者一覧 
5－82 学生課教務係資料 

５－１－②－６ 
函館工業高等専門学校学生の転科に

関する規程 
5－83 本校規程集 

５－１－②－７ 転科学生の実例 5－83 学生課教務係資料 

５－１－②－８ 
平成 25 年度外国人留学生日本語シラ

バス 
5－84 

平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－１－②－９ 職員研究業績一覧（抜粋） 5－85 
函館工業高等専門学校紀

要 

５－１－②－10 
平成 25 年企業および修了生・卒業生

へのアンケート調査結果 
5－86 

平成 25 年企業および修

了生・卒業生へのアンケ

ート調査結果報告書 

５－２－①－１ 専門科目における授業形態の割合表 5－87 学生課教務係資料 

５－２－①－２ 一般科目における授業形態の割合表 5－87 学生課教務係資料 

５－２－①－３ 平成 25 年度英語表現シラバス 5－88 
平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－２－①－４ 平成 25 年度国語演習シラバス 5－89 
平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－２－②－１ 
平成 25 年度シラバス作成要領（低学

年の例） 
5－90 

平成 25 年度シラバス

（低学年用）サンプル 

５－２－②－２ 
平成 25 年度シラバス作成要領（学修

単位導入科目の例） 
5－91 

平成 25 年度シラバス

（高学年用 学修単位導

入） サンプル 

５－２－②－３ 
平成 25 年度シラバス作成要領（学修

単位未導入科目の例） 
5－92 

平成 25 年度シラバス

（高学年用 学修単位未

導入） サンプル 

５－２－②－４ 
平成 25 年度授業計画書（シラバス）

の目次 
5－93 

平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－２－②－５ 
平成 26 年度新学科授業計画書（学修

単位対応） 
5－94 

平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－２－②－６ 
平成 25 年度学生，教職員アンケート

結果 
5－96 

平成 25 年度教職員，学

生アンケート結果 

５－２－③－１ 平成 25 年度機械創造演習Ⅲシラバス 5－97 
平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－２－③－２ 平成 25 年度創造実験Ⅰシラバス 5－98 
平成 25 年度授業計画書

電気電子工学科 

５－２－③－３ 
平成 25 年度情報創造実験Ⅱシラバス

その１ 
5－99 

平成 25 年度授業計画書

情報工学科 

５－２－③－４ 
平成 25 年度情報創造実験Ⅱシラバス

その２ 
5－100 

平成 25 年度授業計画書

情報工学科 

５－２－③－５ 
平成 25 年度物質工学創造実験シラバ

ス 
5－101 

平成 25 年度授業計画書

物質工学科 

５－２－③－６ 
平成 25 年度創造デザイン演習シラバ

ス 
5－102 

平成 25 年度授業計画書

環境都市工学科 

５－２－③－７ 
専門における創造科目および PBL 型

授業科目と単位数 
5－103 学生課教務係資料 

５－２－③－８ 平成 25 年度卒業研究シラバス 5－104 
平成 25 年度授業計画書

電気電子工学科 

５－２－③－９ 平成 26 年度工学リテラシーシラバス 5－105 
平成 26 年度第一学年授

業計画書 
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５－２－③－10 平成 26 年度工学基礎実験シラバス 5－107 
平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－２－③－11 平成 25 年度学外実習シラバス 5－109 
平成 25 年度授業計画書

機械工学科 

５－２－③－12 
平成 25 年度学外実習報告会目次の例

と発表の様子 
5－110 

平成 25 年度機械工学科

学外実習発表会 

５－３－①－１ 平成 26 年度芸術シラバス 5－111 
平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－３－①－２ 
平成 26 年度高専生のコミュニケーシ

ョン入門シラバス 
5－113 

平成 26 年度第一学年授

業計画書 

５－３－①－３ 特別教育活動指導要項（抜粋） 5－115 本校規程集 

５－３－①－４ 
平成 25 年度特別活動（LHR＋行事）

活動計画 
5－116 教務委員会資料 

５－３－①－５ 
 平成 25 年度校外ホーム・ルーム（バ

ス特活）指導計画書 
5－117 学生課教務係資料 

５－３－①－６ 
平成 25 年度見学旅行指導計画書（情

報工学科） 
5－118 学生課教務係資料 

５－３－①－７ 
平成 25 年度クラブ・愛好会指導教員

名簿 
5－119 学生課学生係資料 

５－３－①－８ 平成 25 年度スポーツ安全講習会案内 5－120 学生委員会案内メール 

５－３－①－９ 
平成 25 年度クラブリーダー研修会案

内 
5－120 学生委員会案内メール 

５－３－①－10 平成 25 年度ボランティア活動実績 5－121 学生課学生係資料 

５－３－①－11 
函館工業高等専門学校学生の表彰に

関する規程（抜粋） 
5－122 本校規程集 

５－４－①－１ 

函館工業高等専門学校学業成績の評

定並びに学年の課程の修了及び卒業

の認定に関する規程（抜粋） 

5－123 本校規程集 

５－４－①－２ 学生生活の手引き（抜粋） 5－124 
平成 25 年度学生生活の

手引き p.17 

５－４－①－３ 平成 25 年度学生アンケート結果 5－125 
平成 25 年度学生アンケ

ート結果 

５－４－①－４ 

学業成績の評定並びに学年の課程の

修了及び卒業の認定に関する規程の

運用についての申合せ 

5－126 本校規程集 

５－４－①－５ 
平成 25 年度水準チェック会議議事録

（抜粋） 
5－127 

平成 25 年度水準チェッ

ク会議議事録 

 

・基準５＜専攻科＞ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

５－５－①－１ 
平成 25 年度専攻科 一般科目・専門

共通科目教育課程表 
5－128 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.31 

５－５－①－２ 
平成 25 年度専攻科 生産システム工

学 専門展開科目教育課程表 
5－129 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.61 

５－５－①－３ 
平成 25 年度専攻科 環境システム工

学 専門展開科目教育課程表 
5－130 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 

５－５－①－４ 
専攻科の学習・教育目標（「複合型

システム工学」教育プログラム） 
5－131 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.6, p.7 
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５－５－①－５ 

教育目標と授業科目の流れ（機械工

学科＋生産システム平成 24 年度入学

生） 

5－132 
複合型システム工学プロ

グラム履修の手引き 

５－５－②－１ 
教育目標と科目の対応表（生産シス

テム工学専攻平成 25 年度入学生用） 
5－142 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.19 

５－５－②－２ 
教育目標と科目の対応表（環境シス

テム工学専攻平成 25 年度入学生用） 
5－143 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.22 

５－５－②－３ 学習・教育目標達成度評価確認表 5－144 

平成 25 年度入学生用学

習・教育目標達成度評価

確認表 

５－５－②－４ 
シラバスの例（生産システム２年；

知能機械） 
5－146 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.87 

５－５－③－１ 
他の教育施設や他の専攻において履

修した単位の認定 
5－147 本校規程集 

５－５－③－２ 
公立はこだて未来大学との単位互換

協定書 
5－148 

はこだて未来大学との単

位互換協定書 

５－５－③－３ 
公立はこだて未来大学との単位互換

協定に基づく特別聴講学生の実績 
5－150 

公立はこだて未来大学成

績通知より抜粋 

５－５－③－４ 海外インターンシップの案内 5－151 

平成 24 年度海外インタ

ーンシッププログラム案

内より抜粋 

５－５－③－５ 国際会議の案内 5－152 ISTS2012 開催案内 

５－５－③－６ 
企業および卒業生へのアンケート調

査 
5－153 

平成 25 年度企業及び修

了生・卒業生へのアンケ

ート調査結果報告書 

５－６－①－１ 
シラバスの例（演習授業科目；画像

処理工学） 
5－155 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.82 

５－６－①－２ 
シラバスの例（討論型授業科目；環

境マネジメント） 
5－156 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.49 

５－６－①－３ 創造実験(PBL)テーマ一覧 5－157 
平成 24 年度後期 PBL テ

ーマ担当者一覧表 

５－６－①－４ 創造実験（PBL）成果発表会の様子 5－158 
平成 24 年度創造実験成

果発表会 

５－６－②－１ 専攻科シラバス執筆要領 5－159 
平成 24 年度授業計画書

執筆要領 

５－６－②－２ 
教員のシラバス活用度アンケート結

果 
5－161 

平成 24 年度教員アンケ

ート（平成 24 年 12 月実

施） 

５－６－②－３ 
学生のシラバス活用度アンケート結

果 
5－161 

平成 24 年度学生アンケ

ート（平成 24 年 12 月実

施） 

５－６－③－１ インターンシップ実施状況 5－162 
平成 24 年度インターン

シップ報告会プログラム 

５－６－③－２ インターンシップ報告会の様子 5－163 
平成 24 年度専攻科イン

ターンシップ報告会 

５－７－①－１ 
シラバスの例（一般２年；比較文学

論） 
5－164 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.35 

５－７－①－２ 
シラバスの例（一般２年；科学技術

史概論） 
5－165 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.37 

５－７－①－３ 
シラバスの例（一般２年；マーケテ

ィング） 
5－166 

平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.38 
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５－７－①－４ 特別研究 I シラバス 5－167 
平成 25 年度専攻科授業

計画書 p.67 

５－７－①－５ 函館工業高等専門学校学則 5－168 本校規程集 抜粋 

５－７－①－６ 専攻科履修の手引き 5－168 
専攻科履修の手引き 抜

粋 

５－７－①－７ 学協会発表リスト 5－169 
平成 24 年度 学会発表

参加状況 

５－７－①－８ 複数教員指導体制 5－170 

平成 24 年度 特別研究

指導教員一覧 （生産シ

ステム２年） 

５－８－①－１ 
成績評価・単位認定・修了認定に関

わる規程 
5－171 本校規程集 

５－８－①－２ 
周知度アンケート調査及びその集計

結果 
5－173 

平成 24 年度学生アンケ

ート（平成 24 年 12 月実

施） 

５－８－①－３ 修了判定資料 5－174 
平成 24 年度 修了判定

資料（生産システム） 

５－８－①－４ 進級・修了判定について 5－175 
平成 24 年度 第 15 回専

攻科委員会議事録 抜粋 

 
・基準６ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

６－１－①－１ 教育目的・教育目標 6－1 平成 25 年度学校要覧 p.13 

６－１－①－２ 各学科の教育目標 6－2 
平成 24 年度学校要覧 p.３, 

p.10,p.13,p.16,p.19,p.22 

６－１－①－３ 
平成 25 年度教育目標に対応した教

育課程流れ図 
6－4 

平成 25 年度授業計画書 機械

工学科 p.３ 

６－１－①－４ 
平成 25 年度各科目と教育目標との

対応表 
6－5 

平成 25 年度授業計画書 機械

工学科 p.２ 

６－１－①－５ 教育目標と授業科目の流れ 6－6 JABEE 資料 表６ 

６－１－①－６ 

教育目標と科目の対応表（生産シ

ステム工学専攻平成 24 年度入学生

用） 

6－9 
平成 24 年度専攻科授業計画書

p.17 

６－１－①－７ 教務委員会規程 6－10 本校規程集 

６－１－①－８ 専攻科委員会規程 6－11 本校規程集 

６－１－①－９ 学習・教育目標達成度評価確認表 6－12 専攻科委員会資料 

６－１－①－10 教育点検実施委員会規程 6－14 本校規程集 

６－１－①－11 学業成績一覧表 6－15 教員会議資料 

６－１－①－12 
専攻科の授業科目の履修等に関す

る規程（抜粋） 
6－16 本校規程集 

６－１－①－13 
「複合型システム工学」教育プロ

グラム履修規程（抜粋） 
6－16 本校規程集 

６－１－①－14 
学習・教育目標の達成度の評価方

法・基準表 
6－17 

学習・教育目標の達成度の評

価方法・基準に関する申合せ 

６－１－①－15 
特別研究による学習・教育目標の

達成項目の確認表 
6－21 教務係資料 
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６－１－①－16 学年成績総合評価表 6－23 教務係資料 

６－１－①－17 答案保管庫 6－23 写真 

６－１－②－１ 
本科・専攻科の進級・卒業（修

了）状況について 
6－24 教務係作成資料 

６－１－②－２ 
教育目標の項目ごとに見た単位修

得状況 
6－26 

教務事務システム成績データ

から作成 

６－１－②－３ 
特別学修による単位取得認定者一

覧 
6－28 

教務係資料 平成 26 年４月４

日 

６－１－②－４ 卒業研究発表会プログラム 6－29 
http://10.150.16.30/~iw-

kyomu/gr/2013/M_program.pdf

６－１－②－５ 準学士課程５年生学会発表一覧 6－30 教務係作成資料 

６－１－②－６ 
専攻科特別研究Ⅰ発表会プログラ

ム 
6－31 

教務係から学内メールで配信

2014 年 2 月 26 日 

６－１－②－７ 
専攻科特別研究Ⅱ発表会プログラ

ム 
6－32 

教務係から学内メールで配信

2014 年 2 月 4 日 

６－１－②－８ 専攻科特別研究学協会発表一覧 6－33 教務係作成資料 

６－１－③－１ 本科卒業生と専攻科修了生の進路 6－35 教員会議資料 

６－１－③－２ 平成 21～24 年度 就職状況 6－38 
平成 22～平成 25 年度学校要

覧 

６－１－③－３ 平成 21～25 年度の進学先一覧 6－41 教務係作成資料 

６－１－④－１ 学習達成度アンケート用紙 6－43 点検評価委員会資料 

６－１－④－２ 
準学士課程５年生を対象にした学

習達成度アンケートの結果 
6－44 点検評価委員会資料 

６－１－④－３ 
専攻科課程２年生を対象にした学

習達成度アンケートの結果 
6－44 点検評価委員会資料 

６－１－⑤－１ 
卒業生・修了生へのアンケート調

査結果 
6－45 

平成 25 年度企業および修了生

・卒業生へのアンケート調査

結果報告書 点検評価委員会 

６－１－⑤－２ 企業へのアンケート調査結果 6－48 

平成 25 年度企業および修了生

・卒業生へのアンケート調査

結果報告書 点検評価委員会 

 

・基準７ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

７－１－①－１ 平成 25 年度新入生ガイダンス 7－1 学生係資料 

７－１－①－２ 学生生活の手引き 7－1 
平成 25 年度学生生活の手

引き 

７－１－①－３ 授業計画書（シラバス）の使い方 7－2 
準学士課程用授業計画書

より抜粋 

７－１－①－４ 専攻別ガイダンス次第（１年生） 7－2 学生係資料 

７－１－①－５ 学習・教育目標達成度評価確認表 7－3 専攻科委員会資料 

７－１－①－６ 授業計画書 7－5 
準学士課程用授業計画書

より抜粋 

７－１－①－７ 学級担任のしおり 7－6 教務委員会資料 

７－１－①－８ 学生相談室案内 7－7 
平成 25 年度学校要覧 

p.46 
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７－１－①－９ 学生相談の内容（延べ人数） 7－7 学生相談室資料 

７－１－①－10 
平成 25 年度時間割（オフィスアワー

の設定） 
7－8 学生係資料 

７－１－①－11 オフィスアワーの利用状況 7－9 教務係資料 

７－１－①－12 オフィスアワーの相談内容 7－9 教務係資料 

７－１－②－１ 図書館案内 7－10 
平成 25 年度学校要覧 

p.43 

７－１－②－２ 図書館利用状況 7－10 図書館資料 

７－１－②－３ 学術情報教育センター案内 7－11 
平成 25 年度学校要覧 

p.42 

７－１－②－４ 情報教育演習室について 7－12 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.57 

７－１－②－５ 
e-Learning システム（WebClass）の利

用 
7－12 

平成 25 年度学生生活の手

引き p.58 

７－１－②－６ e-Learning 利用状況 7－13 情報処理演習室資料 

７－１－②－７ 共用スペースの様子 7－13 写真 

７－１－②－８ 

自主的学習環境及び厚生施設，コミュ

ニケーションスペース等のキャンパス

生活環境利用状況調査結果（平成 25

年度） 

7－14 点検評価委員会資料 

７－１－②－９ 福利棟案内 7－15 
平成 25 年度学校要覧 

p.49 

７－１－②－10 平成 25 年度保健室利用者数 7－15 保健室資料 

７－１－③－１ 学生意見書に対する回答 7－16 
本校ウェブサイト（学内

専用）  

７－１－③－２ 「授業満足度調査」用紙 7－17 FD 委員会資料 

７－１－③－３ TOEIC OPEN について 7－18 教務係資料 

７－１－③－４ 英検等の合格者数 7－19 教務係資料 

７－１－③－５ 英語の単位免除 7－20 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.25 

７－１－③－６ 特別学修による単位修得認定者一覧 7－20 教務係資料 

７－１－③－７ 海外教育機関との学術交流協定書  7－21 総務係資料 

７－１－③－８ 留学中の取得単位の扱いについて 7－27 本校規程集  

７－１－③－９ 
専攻科における長期にわたる教育課程

の履修に関する規程 
7－27 本校規程集 

７－１－③－10 
函館工業高等専門学校国際交流貸与

金規程 
7－28 本校規程集 

７－１－④－１ 外国人チューター制度実施要項 7－28 本校規程集  

７－１－④－２ 
平成 25 年度前期留学生時間割（抜

粋） 
7－29 教務係資料 

７－１－④－３ 国際委員会規程 7－29 本校規程集  

７－１－④－４ 入学者選抜実施委員会議事要旨 7－30 
平成 23 年度入学者選抜委

員会議事要旨 

７－１－④－５ 学生相談室規程 7－31 本校規程集 

７－１－④－６ 支援学生に対する学習支援の例 7－32 学生相談室資料 

７－１－④－７ 学習支援室規程 7－33 本校規程集  
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７－１－④－８ 学習支援室利用者数 7－33 学習支援室資料 

７－１－④－９ 学習支援室案内 7－34 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.42 

７－１－⑤－１ クラブ・愛好会指導教員一覧 7－35 学生係資料 

７－１－⑤－２ 外部コーチ制度要項 7－36 学生係資料 

７－１－⑤－３ 休日活動願 7－37 学生係資料 

７－１－⑤－４ 各種コンテストの参加について 7－37 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.52 

７－１－⑤－５ 平成 25 年度の学校行事予定一覧 7－38 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.28 

７－１－⑤－６ 部費予算案 学生総会資料 7－39 学生会総会資料 

７－１－⑤－７ 平成 24 年度クラブ振興資金分配案 7－40 学生係資料 

７－１－⑤－８ 
函館工業高等専門学校学生会遠征基

金運用規程 
7－41 

平成 25 年度学生生活の手

引き p.149 

７－２－①－１ 学生委員会規程 7－42 本校規程集 

７－２－①－２ 特別活動について 7－43 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.27 

７－２－①－３ 学生相談室案内 7－43 
平成 25 年度学生生活の手

引き p.44 

７－２－①－４ 学生相談室利用学生数（延べ人数） 7－43 学生相談室資料 

７－２－①－５ 
ハラスメント等の人権侵害防止規程

（抜粋） 
7－44 本校規程集 

７－２－①－６ 
函館工業高等専門学校ハラスメント事

案対応図 
7－45 総務課資料 

７－２－①－７ 
函館工業高等専門学校苦情第一報対応

票 
7－46 総務課資料 

７－２－①－８ 授業料免除学生数 7－47 学生係資料 

７－２－①－９ 
授業料等支援制度、寄宿料免除及び奨

学金制度について 
7－48 

平成 25 年度学生生活の手

引き p.59 

７－２－①－10 
その他の奨学金制度について（地方公

共団体等） 
7－48 

平成 25 年度学生生活の手

引き p.61 

７－２－②－１ 
特別な支援が必要な学生への支援設備

の例 
7－49 写真 

７－２－③－１ 学生寮について 7－50 
平成 25 年度学校要覧 

p.47 

７－２－③－２ 寮生会の組織と活動 7－51 
寮生活のしおり p.10～

p.13 

７－２－③－３ 
宿日直要領 

（宿日直マニュアルより抜粋） 
7－55 寮務係資料 

７－２－③－４ 巡回点検表 7－56 寮務係資料 

７－２－③－５ 巡回要領 7－57 寮務係資料 

７－２－③－６ 巡回日誌 7－58 寮務係資料 

７－２－③－７ 
一斉学習要領 

（宿日直マニュアルから抜粋） 
7－59 寮務係資料 

７－２－④－１ キャリア教育センター規程 7－60 本校規程集 

７－２－④－２ キャリア教育センターについて 7－61 
平成 25 年度学校要覧 

p.45 
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７－２－④－３ キャリア教育講座の例 7－62 本校ウェブサイト  

７－２－④－４ キャリア教育担任業務リファレンス 7－64 
キャリア教育センター資

料 

７－２－④－５ ものづくり伝承プログラム 7－65 本校ウェブサイト  

７－２－④－６ 
退職技術者による総合的ものづくり技

術伝承成果報告書 
7－66 

函館工業高等専門学校刊

行物 

７－２－④－７ ５年生進路状況 7－67 教員会議資料 

 

・基準８ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

８－１－①－１ 函館高専施設 8－1 
平成 25 年度学校要覧 

p.57，同 裏表紙 

８－１－①－２ 創造工房・大講義室・視聴覚教室 8－2 
平成 22 年度学校要覧 

p.43 

８－１－①－３ 電子顕微鏡室・X 線室・語学演習室 8－3 
平成 22 年度学校要覧 

p.42 

８－１－①－４ 実習工場 8－4 
平成 25 年度学校要覧 

p.44 

８－１－①－５ 平成 24 年度共同利用施設利用状況 8－5 総務課資料 

８－１－①－６ 学生寮 8－8 
平成 25 年度学校要覧 

p.47 

８－１－①－７ キャリア教育センター 8－9 
平成 25 年度学校要覧 

p.45 

８－１－①－８ 地域共同テクノセンター 8－10 
平成 25 年度学校要覧 

p.40 

８－１－①－９ 福利厚生施設 8－11 
平成 25 年度学校要覧 

p.49 

８－１－①－10 安全手帳 8－12 総務課資料 

８－１－①―11 
平成 22 年度第２回安全衛生・災害対

策委員会議事要旨 
8－15 総務課資料 

８－１－①―12 
ヒヤリハット報告事例一覧（平成 21

年度～25 年度前期分） 
8－16 総務課資料 

８－１－②－１ 学術情報教育センター 8－25 
平成 25 年度学校要覧 

p.42 

８－１－②－２ 
平成 25 年度前期授業時間割（教室

別） 
8－26 平成 25 年度学生課資料 

８－１－②－３ 

 

学術情報センターの事務情報関連ウ

ェブサイト 
8－27 

本校ウェブサイト，学術

情報関連ページ 

８－１－②－４ 
函館工業高等専門学校情報セキュリ

ティ管理規定（抜粋） 
8－30 

本校ウェブサイト，学術

情報関連ページ 

８－２－①－１ 図書館 8－31 
平成 25 年度学校要覧 

p.43 

８－２－①－２ 年度別図書館利用状況 8－32 総務課資料 
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・基準９ 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

９－１－①－１ 
平成 23 年９月修正版 試験答案等の

保管に関するマニュアル（抜粋） 
9－1 

教育点検実施委員会 保

管マニュアル 

９－１－①－２ 
平成 23 年９月修正版 本科低学年試

験答案保存実施要項（抜粋） 
9－2 

教育点検実施委員会 保

管マニュアル 

９－１－①－３ 学年成績総合評価表 9－3 
教育点検実施委員会 保

管書式 

９－１－①－４ 教員自己点検表 9－4 
教育点検実施委員会 保

管書式 

９－１－①－５ 「授業評価アンケート」用紙 9－5 FD 委員会資料 

９－１－①－６ 
授業評価アンケート集計結果表（科

目別）の例 
9－6 

FD 委員会 平成 23 年度

授業評価アンケート 

９－１－①－７ 

冊子「平成 19 年度 授業評価アンケ

ート 集計結果と教員の自己評価」

における分析の概要 

9－7 FD 委員会資料 

９－１－①－８ 「授業満足度調査」用紙 9－8 FD 委員会資料 

９－１－①－９ 授業観察シートの例 9－9 

FD 委員会 平成 23 年度

授業公開 授業観察シー

ト 

９－１－①－10 
「教育点検・改善システムの基本サ

イクル」図 
9－10 

平成 25 年度総合戦略委

員会／JABEE 対応検討 WG

議事録 

９－１－②－１ 
平成 24 年度 保護者懇談会 授業参

観アンケート 集計結果（抜粋） 
9－11 出典 学生課教務係資料 

９－１－②－２ 

冊子「平成 21 年度 企業および修了

生・卒業生へのアンケート調査結果

報告書」（抜粋） 

9－12 点検評価委員会資料 

９－１－②－３ 
平成 25 年度 企業へのアンケート調

査結果報告書（抜粋） 
9－13 点検評価委員会資料 

９－１－②－４ 
平成 25 年度 卒業生・修了生へのア

ンケート調査結果報告書（抜粋） 
9－14 点検評価委員会資料 

９－１－②－５ 
平成 25 年度「学習達成度アンケー

ト」回答用紙（抜粋） 
9－15 点検評価委員会資料 

９－１－②－６ 
平成 25 年度「学習達成度アンケー

ト」集計（抜粋） 
9－16 点検評価委員会資料 

９－１－②－７ 
自己点検・評価報告書一覧と外部評

価委員会実施年月 
9－17 点検評価委員会資料 

９－１－②－８ 
平成 22 年度 外部評価委員会 答申

書（抜粋） 
9－18 点検評価委員会資料 

９－１－③－１ 

平成 18 年９月修正版 学科・一般科

目における水準チェックに関する注

意事項 

9－19 
教育点検実施委員会 保

管マニュアル 

９－１－③－２ 
平成 19 年度 機関別認証評価自己点

検書 観点６－１－④ の記述 
9－20 点検評価委員会資料 

９－１－③－３ 
平成 19 年度 外部評価委員会 答申

書（抜粋） 
9－21 点検評価委員会資料 

９－１－④－１ 

教員自己点検表および学年成績総合

評価表の集計結果（平成 22 年度ま

で） 

9－22 教育点検実施委員会資料 
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９－１－④－２ 

平成 18 年度 教育点検実施委員会

（旧教育システム点検検討部会） 

改善要求書例（常勤教員対象） 

9－23 教育点検実施委員会資料 

９－１－④－３ 

平成 18 年度 教育点検実施委員会

（旧教育システム点検検討部会） 

改善要求書例（非常勤講師対象） 

9－24 教育点検実施委員会資料 

９－１－⑤－１ 
平成 24 年度 学協会発表リスト（抜

粋） 
9－25 学生課教務係資料 

９－１－⑤－２ 
平成 19～25 年度に発表された教育改

善に関する論文一覧 
9－26 点検評価委員会集約資料 

９－１－⑤－３ 
低学年教育改善に関する検討案（抜

粋） 
9－28 

平成 22 年３月 教務委

員会資料 

９－１－⑤－４ 

平成 25 年１月実施 キャリア教育セ

ンター主催 ベネッセ研修会資料

（抜粋） 

9－29 
キャリア教育センター資

料 

９－２－①－１ 
平成 17 年度から平成 21 年度までの

授業アンケート集計結果 
9－30 

FD 委員会 平成 22 年度

FD 研修会 FD 委員長報告

資料 

９－２－①－２ FD 情報交換会議事録例 9－31 
FD 委員会 平成 25 年度

FD 情報交換会議事録 

９－２－①－３ 
平成 23 年度 FD 研修会レジメ（抜

粋） 
9－32 

FD 委員会 平成 23 年度

FD 研修会資料 

９－２－①－４ 
平成 23 年度 FD 研修会 学科報告例

（抜粋） 
9－33 

FD 委員会 平成 23 年度

FD 研修会資料 

９－２－①－５ 
WebClass 上の FD 委員会に関する情報

閲覧サイト 
9－34 本校 WebClass 

９－２－①－６ 
平成 24 年２月 FD 情報誌「FD ナ

ビ」 
9－35 FD 委員会資料 

９－２－①－７ 
平成 19～24 年度に開催された学内 FD

講演会一覧 
9－36 FD 委員会資料 

９－２－①－８ 
平成 24 年 ティーチングポートフォ

リオ作成講習会修了証の例 
9－37 本校教員所有資料 

９－２－①－９ 
平成 19～25 年度に開催された学内研

究協議会議題一覧 
9－38 学生課学生係資料 

９－２－②－１ 
平成 24 年度 技術教育支援センター

活動報告書（表紙） 
9－39 

技術教育支援センター 

平成 24 年度活動報告書 

９－２－②－２ 
平成 24 年度 技術教育支援センター

活動報告書 センター職員研修概要 
9－40 

技術教育支援センター 

平成 24 年度活動報告書 

p.31 

９－２－②－３ 
平成 24 年度 技術教育支援センター

活動報告書 研修活動の概要 
9－41 

技術教育支援センター 

平成 24 年度活動報告書 

p.29 

９－２－②－４ 
平成 24 年度 技術教育支援センター

活動報告書 学外研修・出張一覧 
9－42 

技術教育支援センター 

平成 24 年度活動報告書 

p.37 

９－２－②－５ 
平成 19～25 年度における技術教育支

援センターの研究資金採択状況 
9－43 

技術教育支援センター 

活動報告書 

９－２－②－６ 
平成 19～25 年度において事務職員が

参加した研修等一覧 
9－44 総務課作成資料 
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・基準10 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

10－１－①－１ 平成 25 年度期末資産帳簿価額 10－1 
総務課資料 平成 25 年

度決算資料 

10－１－①－２ 貸借対照表 10－2 
総務課資料 平成 21～25

年度決算資料 

10－１－②－１ 決算報告書 10－3 
総務課資料 平成 21～25

年度決算資料 

10－１－③－１ 外部資金受け入れ状況 10－4 総務課資料 

10－１－③－２ 
科学研究費補助金に関する説明会・

研修会 
10－5 総務課資料 

10－１－③－３ 科学研究費補助金の申請採択状況 10－5 総務課資料 

10－１－③－４ 校長裁量経費による共同研究助成 10－6 

総務課資料 

共同研究助成募集資料 

平成 20～25 年度共同研

究助成配分一覧 

10－１－③－５ 技術相談の受入れ状況 10－8 総務課資料 

10－１－③－６ 研究シーズ集 10－8 本校ウェブサイト  

10－１－③－７ 函館高専地域連携協力会 10－9 本校ウェブサイト  

10－２－①－１ 平成 25 年度 学内予算配分方針 10－10 運営委員会資料 

10－２－①－２ 平成 25 年度予算配分資料 10－11 運営委員会資料 

10－２－①－３ 
平成 25 年度 第４回運営委員会 議事

要旨（抜粋） 
10－14 運営委員会議事録 

10－２－①－４ 学内教職員向け WebClass 10－14 本校 WebClass (学内専用)  

10－２－②－１ 損益計算書 10－15 総務課資料 

10－２－②－２ 
利益分析推移（平成 20 年度～25 年

度） 
10－16 

総務課資料 平成 20～25

年度決算資料 

10－２－③－１ 平成 25 年度校長裁量経費申請通知 10－17 
総務課資料 校長裁量経

費申請通知 

10－２－③－２ 平成 25 年度校長裁量経費配分額一覧 10－18 総務課資料 

10－２－③－３ 新学科設備整備一覧 10－20 総務課資料 

10－２－③－４ 平成 26 年度設備整備年次計画表 10－21 総務課資料 

10－２－③－５ 施設整備年次計画 10－22 総務課資料 

10－３－①－１ 収入・支出額 (平成 24 年度) 10－24 
平成 25 年度 学校要覧 

p.57 

10－３－①－２ 函館工業高等専門学校ウェブサイト 10－25 本校ウェブサイト  

10－３－②－１ 高専相互会計内部監査報告書 10－26 
高専相互会計内部監査報

告書 

10－３－②－２ 
平成 23 年度監事監査の実施について

（通知） 
10－27 

総務課資料 監事監査実

施通知 

 

・基準 11 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

11－１－①－１ 函館工業高等専門学校学則（抜粋） 11－1 本校規程集  

11－１－①－２ 
函館工業高等専門学校内部組織等規

程（抜粋） 
11－2 本校規程集 
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11－１－①－３ 
函館工業高等専門学校運営委員会規

程 
11－3 本校規程集  

11－１－①－４ 
函館工業高等専門学校企画調整会議

規程 
11－4 本校規程集  

11－１－①－５ 
函館工業高等専門学校総合戦略委員

会規程 
11－5 本校規程集  

11－１－②－１ 本校の組織図 11－6 
平成 25 年度学校要覧 

p.９ 

11－１－②－２ 委員会規則の一例 11－7 本校規程集  

11－１－②－３ 
函館工業高等専門学校危機管理要領

（抜粋） 
11－8 本校規程集  

11－１－②－４ 
函館高専災害及び事故発生時の緊急

連絡網（平成 25 年５月１日現在） 
11－9 

※個人情報を含むため調

査あるいは訪問時に確認

可 

11－２－①－１ 

平成 17 年度以降に発行された自己点

検・評価報告書および外部評価報告

書 

11－10 本校ウェブサイト 

11－２－①－２ 本校の情報公開ウェブページ 11－11 本校ウェブサイト 

11－２－①－３ 
函館工業高等専門学校自己点検・評

価に関する規程（抜粋） 
11－12 本校規程集 

11－２－②－１ 
函館工業高等専門学校外部評価委員

会規程（抜粋） 
11－13 本校規程集  

11－２－②－２ 
外部評価委員による答申書の例（抜

粋） 
11－14 

平成 22 年度 外部評価

委員会答申書 

11－２－③－１ 
函館工業高等専門学校自己点検・評

価に関する規程（抜粋） 
11－15 本校規程集  

11－２－③－２ 
教育点検・改善システムの基本サイ

クル 
11－16 

平成 25 年度総合戦略委

員会／JABEE 対応検討 WG

議事録 

11－３－①－１ 
平成 25 年度第９回安全衛生・災害対

策委員会安全衛生部会議事録 
11－17 

WebClass 安全衛生・災

害対策委員会議事録 

11－３－①－２ 

函館工業高等専門学校学業成績の評

定並びに学年の課程の修了及び卒業

の認定に関する規程（抜粋） 

11－18 本校規程集 

11－３－②－１ 
函館工業高等専門学校地域連携協力

会規約(抜粋) 
11－19 本校ウェブサイト 

11－３－②－２ 
函館工業高等専門学校地域連携協力

会の活動の一例 
11－20 本校ウェブサイト 

11－３－②－３ 
函館工業高等専門学校特専教員規程

（抜粋） 
11－21 本校規程集  

11－３－②－４ 
キャンパスコンソーシアム函館のウ

ェブページ 
11－22 

キャンパスコンソーシア

ム函館のウェブページ 

11－３－②－５ アカデミックリンク 11－23 
キャンパスコンソーシア

ム函館のウェブページ 

11－４－①－１ 
函館工業高等専門学校 平成 25 年度

要覧 
11－24 平成 25 年度学校要覧 

11－４－①－２ 本校ウェブページ（トップページ） 11－25 本校ウェブサイト 

 




