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資料索引（別添 CD） 

・選択 A 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

A－１－①－１ 高等専門学校設置基準（抜粋） A－1 
電子政府の総合窓口ウェ

ブサイト 

A－１－①－２ 函館工業高等専門学校 教育目的 A－1 
平成 25 年度学校要覧  

p.３ 

A－１－①－３ 

函館工業高等専門学校中期目標・中

期計画（平成 21 年度～平成 25 年

度）（抜粋） 

A－1 本校ウェブサイト 

A－１－①－４ 
平成 25 年度要覧： 教員一覧（抜

粋） 
A－2 

平成 25 年度学校要覧 

p.10,p.11 

A－１－①－５ 研究シーズ集（抜粋） A－4 本校ウェブサイト 

A－１－①－６ 
国立高専研究情報ポータル（函館高

専）（抜粋） 
A－5 

国立高専研究情報ポータ

ル 

A－１－①－７ 
平成 25 年度予算配分資料学内配分予

算額：教育研究費内訳（抜粋） 
A－6 

平成 25 年度第４回運営

委員会 資料２ 

A－１－①－８ 
平成 25 年度校長裁量経費の申請につ

いて 
A－7 

電子メール：平成 25 年

度校長裁量経費の申請に

ついて 

A－１－①－９ 
函館工業高等専門学校地域共同テク

ノセンター規程（抜粋） 
A－8 本校規程集 

A－１－①－10 
函館工業高等専門学校地域共同テク

ノセンター運営委員会規程（抜粋） 
A－8 本校規程集 

A－１－①－11 
地域共同テクノセンター年報（抜

粋） 
A－9 本校ウェブサイト 

A－１－①－12 函館高専共同利用設備（抜粋） A－10 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－①－13 
平成 25 年度科学研究費助成事業公募

要領等説明会の開催について 
A－11 

電子メール：平成 25 年

度科学研究費助成事業公

募要領等説明会 

A－１－①－14 
函館工業高等専門学校科学研究費補

助金事務取扱規程（抜粋） 
A－12 本校規程集 

A－１－①－15 
函館工業高等専門学校知的財産委員

会規程（抜粋） 
A－13 本校規程集 

A－１－①－16 知的財産に関する講演会 A－13 
電子メール：知的財産委

員会委員長開催通知 

A－１－①－17 

学生の卒業等研究発表における知的

財産権の発生の可能性のあるものの

取扱いについて（通知）（抜粋） 

A－14 
電子メール：知的財産委

員会委員長通知 

A－１－①－18 
函館高専教職員が受講した知的財産

に関する講習会等 
A－15 総務課資料 

A－１－②－１ 
平成 25 年度卒業研究発表プログラム

（抜粋） 
A－16 

平成 25 年度卒業研究概

要集 

A－１－②－２ 
平成 25 年度 専攻科特別研究Ⅱ発表

プログラム 
A－21 

平成 25 年度専攻科特別

研究Ⅱ発表会予稿集 

A－１－②－３ 
学習・教育目標の達成度の評価方法

・基準に関する申し合わせ（抜粋） 
A－22 本校規程集 

A－１－②－４ 学協会発表リスト（抜粋） A－23 
平成 25 年度専攻科特別

研究論文集 p.87,p.89 
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A－１－②－５ 教育研究成果事例（抜粋） A－25 

（独）国立高等専門学校

機構主催平成 18 年度教

育教員研究集会 

A－１－②－６ 専攻科シラバス：ビジネス英語Ⅱ A－26 
平成 26 年度専攻科授業

計画書 

A－１－②－７ 教職員研究業績一覧（抜粋） A－27 
函館工業高等専門学校紀

要第 48 号 p.101 

A－１－②－８ 共同研究実績（抜粋） A－28 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－②－９ 
校長裁量経費を活用した共同研究実

績 
A－28 総務課資料 

A－１－②－10 共同研究に関する連携推進の覚書 A－29 総務課資料 

A－１－②－11 外部資金獲得実績：受託研究 A－30 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－②－12 外部資金獲得実績：受託試験 A－30 
地域共同テクノセンタ

ー資料 

A－１－②－13 外部資金獲得実績：寄附金 A－31 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－②－14 2012 年度技術相談調査票（抜粋） A－32 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－②－15 特許出願実績リスト A－33 総務課資料 

A－１－②－16 教職員業績：著書 A－33 

函館工業高等専門学校紀

要第 48 号 p.102

（2014） 

A－１－②－17 
平成 24 年度専攻科創造実験（PBL）

成果報告会プログラム 
A－34 

平成 24 年度専攻科創造

実験（PBL）成果報告会

資料 

A－１－②－18 研究活動等の新聞記事 A－35 
北海道新聞（平成 26 年

２月 18 日） 

A－１－③－１ 
自己点検・評価報告書： 第９章 研

究活動 
A－36 

平成 21 年度自己点検・

評価報告書 

A－１－③－２ 
現代的教育ニーズ取組み支援プログ

ラム（現代 GP） 
A－37 

現代的教育ニーズ取組み

支援プログラム（現代

GP）成果報告書 

A－１－③－３ 
学生支援 GP: 函館高専学生インスパ

イアプロジェクト（抜粋） 
A－37 

学生支援 GP パンフレッ

ト 

A－１－③－４ 
大学間連携共同教育推進事業報告資

料（抜粋） 
A－38 

大学間連携共同教育推進

事業学内報告資料(平成

26 年３月 10 日) 

A－１－③－５ 
大学間連携共同教育推進事業公開資

料（抜粋） 
A－38 本校ウェブサイト 

A－１－③－６ 競争的外部資金申請状況（抜粋） A－39 
地域共同テクノセンター

資料 

A－１－③－７ 校長裁量経費実績（抜粋） A－40 総務課資料 

 

・選択 B 

資料番号 資料名 ページ番号 出典 

B－１－①－１ 

函館工業高等専門学校中期目標・中

期計画(平成 21 年度〜平成 25 年度)

(抜粋) 

B－1 総務課資料 
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B－１－①－２ 
函館工業高等専門学校地域共同テク

ノセンタ－規程 （抜粋） 
B－2 本校規程集 

B－１－①－３ 平成 25 年度 新聞掲載記事の一部 B－3 総務課資料 

B－１－①－４ 

平成 25 年度 第１回地域共同テクノ

センタ－運営委員会議事要旨（抜

粋） 

B－4 

WebClass 平成 25 年度

第１回 地域共同テクノ

センタ－運営委員会 議

事録 

B－１－①－５ 公開講座 ウェブサイト B－5 本校ウェブサイト  

B－１－①－６ 平成 25 年度 公開講座一覧 B－6 総務課資料 

B－１－①－７ 平成 25 年度 出前講座一覧 B－8 総務課資料 

B－１－①－８ 出前講座 ウェブサイト B－10 本校ウェブサイト  

B－１－①－９ 放射能関連に関するパンフレット B－11 総務課資料 

B－１－①－10 平成 25 年度 地域イベント支援一覧 B－12 総務課資料 

B－１－①－11 

函館文化・スポ－ツ財団「メカニズ

ムフェスティバル」パンフレットよ

り抜粋 

B－13 総務課資料 

B－１－①－12 
「科学演劇を取り入れた わかる科

学講座」案内 
B－14 総務課資料 

B－１－①－13 平成 25 年度 一日体験学習会案内 B－15 学生課資料 

B－１－①－14 図書館 ウェブサイト B－16 本校ウェブサイト 

B－１－①－15 
2013 年図書館で開催された学外者も

参加可能なイベントについて 
B－17 図書館資料 

B－１－①－16 函館工業高等専門学校学則（抜粋） B－18 本校規程集 

B－１－②－１ 
平成 25 年度 校長裁量経費(公開講座

推進費分)配分一覧 
B－19 総務課資料 

B－１－②－２ 
平成 21〜25 年度 公開講座の講座数

と参加者数 
B－20 総務課資料 

B－１－②－３ 平成 25 年度 公開講座アンケ－ト B－21 総務課資料 

B－１－②－４ 
平成 25 年度 公開講座アンケ－ト集

計結果 
B－22 総務課資料 

B－１－②－５ 
函館工業高等専門学校地域共同テク

ノセンター運営委員会規程 
B－23 総務課資料 

B－１－②－６ 

はこだてコンクリ－ト塾の受講者数,

技術士第二次試験チャレンジセミナ

－の受講者数・合格者数 

B－24 総務課資料 

B－１－②－７ 
平成 21〜25 年度 出前講座・地域イ

ベントの活動実施数・参加者数 
B－25 総務課資料 

B－１－②－８ 

平成 25 年度 第４回地域共同テクノ

センタ－運営委員会議事要旨（抜

粋） 

B－26 

WebClass 平成 25 年度

第４回 地域共同テクノ

センター運営委員会 議

事録 

B－１－②－９ 図書館一般開放の利用状況 B－27 図書館資料 

B－１－②－10 
函館工業高等専門学校学術情報教育

センター運営委員会規程 
B－28 総務課資料 

B－１－②－11 図書館ポスター（平成 23 年度作成） B－29 図書館資料 
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B－１－②－12 校内施設(体育館を含む)利用状況 B－30 総務課資料 

B－１－②－13 特別聴講学生の受け入れ実績 B－31 総務課資料 
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