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平成 29 年度松江工業高等専門学校外部評価委員会 

 

１．日 時：平成 30 年 3 月 8 日（木）13：27～15：30 

２．場 所：松江工業高等専門学校 会議室 

 

３.出席者 

 【外部評価委員】 

 高等教育機関関係 

秋重 幸邦 氏  国立大学法人 島根大学 理事（企画・学術研究担当副学長） 

 大庭 卓也 氏  国立大学法人 島根大学研究・学術情報機構産学連携センター長 

 地方自治体関係 

 藤間 博之  氏  公益財団法人 しまね産業振興財団 副理事長 

 地域教育関係 

 園山 信夫  氏  島根県中学校長会長 松江市立湖南中学校長 

 産業界 

 今岡 克己  氏  一般社団法人 松江テクノフォーラム顧問 

 本校関係者 

 糸原  保   氏  松江高専同窓会 副会長 

 

【本校出席者】 

 平山 けい 校 長 

 原   元司  副校長 （教務主事） 

 淺田 純作  副校長 （管理運営担当） 

 高見 昭康 校長補佐（学生主事） 

 松本 浩介 校長補佐（寮務主事） 

 箕田 充志 校長補佐（専攻科長・研究担当） 

 西田 俊一 事務部長 

井上  徹   総務課長 

 園山  薫   学生課長 
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４．日 程 

  ○ 日 程 

   開 会 

   （１）校長あいさつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３：２７ 

   （２）委員長及び委員紹介  

   （３）本校出席者紹介  

（４）「平成２９年度 本校の教育制度と人材育成」の状況報告 

・・・ １３：３５－１４：４０ 

     １) 概要  ・・・・・・・・・・・ 発表者 淺田副校長      

２) 教育活動 

       教育関係   ・・・・・・・・・ 発表者 原 教務主事     

      学生支援関係   ・・・・・・・ 発表者 高見学生主事     

                          森田学生相談室長    

松本寮務主事        

   （３）研究活動  ・・・・・・・・・  発表者 箕田校長補佐         

    （４）ＦＤ活動  ・・・・・・・・・  発表者 鈴木ＦＤ/ＳＤ委員長      

   （５）質疑応答  ・・・・・・・・・・・・・・ １４：４０－１５：１６ 

   （６）委員による講評 ・・・・・・・・・・・・ １５：１６－１５：２６ 

   （７）校長謝辞 ・・・・・・・・・・・・・・・ １５：２６ 

閉 会 

 開催に先立ち、井上総務課長より配布資料の確認があり、続いて、開会に当たり、平山

校長から挨拶があった。 

 

 ○平山校長 

   皆様こんにちは。校長の平山でございます。今日は足元の悪い中、年度末の非常に

忙しい中、お越しいただいてありがとうございます。1 年間の「本校の教育制度と人

材育成」というテーマでご報告をさせていただきます。 

本校の人材育成は誇りとするものが多々ございますけれども、中にいると分からな

いことというのがやはりありますので、忌憚のないご指摘・ご意見をいただいて、来

年度の糧とできるようによろしくお願いします。それではどうぞよろしくお願いいた
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します。 

 

議 事 

○委員長選出 

   井上総務課長から、「委員長の選出については、本委員会の規則により委員の互選に

より選出することとなっているが、島根大学理事の秋重先生にお願いしたい」との提

案があり委員の了解を得た。 

 

○秋重委員長 

   島根大学の理事で、企画・学術研究を担当している秋重と申します。高専さんとは

COC や COC＋でずっとお付き合いをしていただきまして、COC のほうも今年度いっ

ぱいで終わるということで、COC＋があと 2 年となっております。中間評価も A 評価

というのをいただいていますので、それなりに活動は回っているものだと理解してお

ります。 

今日は高専さんのこれまでの活動を外部評価という立場で拝見させていただきまし

て、評価というと少しおこがましいのですけれども、評価をさせていただきたいと思

います。 

私はまだふつつかですので、なかなか議事を上手く進められないかもしれませんけ

れども、委員の皆様にはご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

   それでは、委員の方から一言、自己紹介という形でお願いしたいと思います。 

 

   引き続き、各委員の自己紹介、学校出席者の紹介があり、その後、「平成２９年度 本

校の教育制度と人材育成」の状況報告が、資料に基づき、松江高専の発表者から説明

があった。 

   概  要         淺田副校長（管理運営担当）から説明 

   活動状況  教育関係   原副校長（教務主事）から説明 

         学生支援関係 高見校長補佐（学生主事）から説明 

                森田学生相談室長から説明 

                松本校長補佐（寮務主事）から説明 

         研究活動   箕田校長補佐（研究担当）から説明 
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        ＦＤ関係    鈴木ＦＤ／ＳＤ委員長から説明 

 

    松江高専からの説明後、質疑応答に入った。 

 

○秋重委員長 

それでは、学校側からの説明は以上でございます。 

続いて質疑応答に入りますので、今度はこちらの評価委員のほうから質問を出して

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

   それでは私のほうから。学生の地元定着というのは、やはり COC＋事業をやってい

る上で非常に重要なことだと思うのですが、島根大学のほうでも色々考えてやってい

て、島根大学の場合には 30%ぐらいが地元から入ってきて、地元から入ってくる学生

さんたちが地元に定着するということがありますので、なるべく入学のときに地元か

ら来るような高校を増やしていこうということで、特別入試の制度や地域枠入試を行

ったりしているところです。松江高専の場合は 95%以上が島根県出身で、県内から来

る人を選ぶ必要ないけれども、出口のところでどれだけ地元に定着しているかという

と、60%が就職、そして 40%が進学であり、就職のうち県内が 30%ぐらいですから、

大体 18%ぐらいが地元就職です。 

そのくらいが地元に残っているのだと思いますが、説明資料の中で、若干最近下が

っているようなグラフがあったようですけれども、説明の中では「少し増えている」

とのことですが。 

 

 ○高見校長補佐 

   27 年と比較すると 28 年は少し減ったようには見えますけれども、24 年、25 年よ

りは増えており、26 年から（3 年間）は、あまり変わっておりません。 

 

 ○秋重委員長 

   景気が良くなればどんどん地元定着率は下がるだろうと思いますが、その辺りの意

識的な取り組みはどのようなことをされているのでしょうか。 

 

 ○箕田校長補佐 
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   一つは地域インターンシップとして、昨年は 120名の学生が地元企業に行きました。

200 名中 120 名が地域インターンシップに行っております。地域の企業を見て回ると

いうことで、学生も地域を意識しているのではないかと思います。 

それから、先ほどの就職率に関しましては、県外の求人数は約 30 倍、県内は 2 倍

です。その求人比率の中で、3 割の学生が県内に就職しておりますので、ある程度県

内企業に目を向けているのではないかなというようには考えております。 

 

 ○平山校長 

   高専ですので、地域の中学生が入ってきます。99%近くが県内の学生ですけれども、

先ほど箕田のほうからも説明がありましたように、県外からの求人が多いです。 

また、県内の企業の方々とお話すると、必ずしも「松江高専を卒業して、すぐにう

ちに来てほしい」というのではなくて、「県外へ出て、力を磨いて戻って来てほしい」

という会社もございますので、最終的に U ターンで戻って来られるような取り組みを

行っているところです。実際には県外からの求人が 30 倍ありますので、学生はそち

らに目を向けますけれども、「戻りたい」と思ったときに、「そういえば、島根にこう

いう企業があった」、「インターンシップで行った企業があった」ということが思い起

こせるように動いてもおります。 

先ほどの説明資料のグラフは少し見づらいですが、年度、学科によっても違うとは

思いますが、わずかながらでも県内志向の学生も増えてきております。 

 

 ○秋重委員長 

U ターン・I ターンで卒業生交流フェスタの話を少し紹介していただきましたけれ

ども、そのような取り組みをやっているということですか。 

 

 ○平山校長 

   そうです。 

 

 ○原副校長 

   卒業生の 35%の学生の住所が県内にあるので、新卒で 18%ぐらいが県内に残ってい

て、最終的に県外就職した学生の 17%ぐらいが帰ってきているということになってい
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ると思います。 

 

 ○秋重委員長 

   そういうデータも取られているのですか。 

 

 ○原副校長 

   同窓会のデータで、卒業生の県内の住所割合が 35%というデータがあります。 

最終的には、卒業生の大体 3 割以上が今、県内に定住しているという状況です。 

 

 ○平山校長 

   編入学で県外の大学へ出ていきますけれども、その卒業生たちが最初に就職するの

が島根県ということもありますので、必ずしも就職だけで県外に行くということでは

ありません。 

 

 ○藤間委員 

   私も立場上、県内・県外の就職動向が大変気になりまして、いつも平山校長に会う

たびに、「自分の使命は、いかに学生を地元に定着させるかだ」ということをいつも公

言されるので、素晴らしい姿勢だなと思っております。 

そういう意味で、私の立場でいうと、やはり学生さんが「ここに就職しよう」と思

える、企業が地元にたくさんないといけないわけで、そこのところはまさに私共の方

も一つ責任の一端で頑張っていかなければいけないなというように思うのですが、少

しお聞きしたいのは、今の景気状況の中でどうしても都会地のほうへ学生さんが引っ

張られていくということがあります。その学生さんが就職の決め手となることが色々

あると思うのですが当然、企業水準が違うとか、都会地の憧れであったり、大企業の

ネームバリューだったり、あるいは仕事の中身にやりがいがあったり、色々な要素が

あって、その中で、「県外のこの企業に就職したい」ということになると思うのですけ

れども、その裏返しで「地元の企業はそういうものがない」ということなのでしょう

けれども、「学生が何をポイントにそこへの就職を決めたのか」というような状況把握

はされているのでしょうか。それが分かると我々も参考になって、もっと企業側への

働き掛けもできるなというのがあるのですが、その辺りはいかがでしょうか。 
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 ○原副校長 

   キャリア支援室のほうで、在学生に対して「地元に対する興味・意識アンケート」

というのを、今行っていて、そのデータがいずれ近いうちに出てきますが、多分、概

ね 「やりたい仕事が都会にしかないから」というような意識、「親元を離れたい」な

ど色々な理由がありますが、地元に帰ってきたいと思っている子も一定数はいるので

はないかと思います。 

 

 ○藤間委員 

   そういったいくつかの要素、学生さんが決めたポイントのようなもの、全体的な量

的な分析と、それがまた経年変化でどうなっているかが分かれば県内企業の方へ「こ

ういう点が違います」という説明ができると思います。 

 

 ○淺田副校長 

   是非そういったデータも取れるように検討していきたいと思います。 

 

 ○秋重委員長 

   ここ（松江高専）は本当に島根県出身の人たちがたくさんいて、ここで学んでいる

わけですから、「島根は良いところだよ」ということをきちんと教えておけば、いずれ

は帰ってくるという帰巣本能が絶対にあると思うので、卒業生アンケートなどできち

んと調べて、どういう動きをしているかを調べていただくと助かるのかなと思います。  

   ほかに何かございませんか。 

 

 ○大庭委員 

   説明の中でコミュニケーション、リーダーシップ、プレゼンテーション、そういう

力を付けないということで、キャンパスベンチャーグランプリというのを活用してい

るというようなお話をいただきましたけれども、どのくらいの学生さんが応募される

のでしょうか。また、それを増やすための仕掛けみたいなものがあったらぜひ教えて

いただきたい。 
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○箕田校長補佐 

   年度計画における自己点検評価の資料の 2 ページを見ていただきたいのですが、こ

こに自己評価でＳ評価を付けさせていただいていますが、専攻科の実験でキャンパス

ベンチャーグランプリに毎年グループを作って応募しております。 

多いときは 10 件程度、少ないときでも 7、8 件は応募しておりまして、13 年連続

入賞しております。一昨年は最優秀賞をいただいておりまして、全国大会にも出場し

ております。 

今まで 4 回ほど最優秀賞をいただいておりまして、学生が 1 ヵ月かけて色々ディス

カッションしながらグループ内で話をして、アイデアを出すというようなことをやっ

ています。 

これは専攻科の実験で必修科目として、教員も協力し、色々なアドバイスをしなが

ら行っております。 

 

○原副校長 

先ほど（箕田の）説明は専攻科生のことで、出身学科は全部バラバラにしたチーム

を組んで、専門が全く違う分野の学生が（アイデアを）出すということです。それを

本科の 5 年生でやろうというように来年度から考えております。学科を超えたチーム

でいくつかのテーマがあり、ビジネス提案というものもあって、出身学科の専門とは

関係なく、ビジネスとして成り立ちそうなアイデアを評価してもらえるということで、

学科色が消えてお互いに話をしないとアイデアがまとまらないという環境を敢えて作

ることを考えています。 

 

○大庭委員 

   授業の中でやっておられますか。 

 

○箕田校長補佐 

   実験の中でやっています。 

 

○大庭委員 

   実験の中でそういうことをやらせているのですか。 
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○箕田校長補佐 

   エンジニアリングデザイン教育とか、そういったものを含めまして、実は今年度、

工学教育賞というのを専攻科のプログラムで受賞しております。これは全国に先駆け

てアクティブラーニングを取り入れた教育システムが評価された結果だと思っており

ます。 

 

○原副校長 

   専攻科である程度実績があったので、それをできれば来年度 5 年生でやってみて、

さらに 5 年生・4 年生とか学年横断で実施し「チームでとにかくコミュニケーション

を取りながらまとめないと進まないぞ」という環境を敢えてこちらで作ろうというよ

うに考えています。 

 

○秋重委員長 

   キャンパスベンチャーグランプリとはどのようなものですか。 

 

○原副校長 

   日刊工業新聞社とか経産省とかが後援でやっているコンテストで、中四国予選が行

われ大学・高専が対象となっています。さらに全国大会も開催されています。 

 

○大庭委員 

   すごいですね。授業の中でということは単位になるのですか。 

 

○原副校長 

   実験の一コマのテーマです。 

 

○大庭委員 

   全員受けるのですか。 

 

○箕田校長補佐 
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   全員受けます。 

 

○大庭委員 

   その中で応募するのは何グループですか。 

 

○箕田校長補佐 

   全グループ応募します。 

 

○原副校長 

   専攻科は 6、7 件です。 

 

○箕田校長補佐 

   多いときは 10 件程度応募します。大学を含めて 3 番目くらいの応募件数になって

おります。 

 

○大庭委員 

   素晴らしいと思います。 

 

○秋重委員長 

   その成果として、実際にベンチャーを立ち上げるとか、そういう話は出てこないの

ですか。 

 

○箕田校長補佐 

   ベンチャーまで立ち上げた者はおりませんが、ただ、同じようなアイデアで、企業

さんがベンチャーといいますか、起業されたような例もあります。 

 

○原副校長 

   石見銀山で電動自転車で間歩まで案内するというアイデアは、多分うちの（学生グ

ループが）出したアイデアだと思います。 
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○箕田校長補佐 

   そのアイデアは、最初に出したとものだと思いますが、特別賞を受賞して、1 年後

くらいに同じようなことをやられていると新聞で拝見しました。 

 

○原副校長 

   キャンパスベンチャーの成果は、宮島の人力車タクシーは修道大学からのアイデア

が、そのままビジネスになっているケースがあるそうで、一部は起業しているケース

もあるようです。 

 

○秋重委員長 

   今、オープンサイエンスやオープンイノベーションとずっと言われて、大学も単な

る産学連携をやっているだけであって、そういう産の力を上手く利用しながら、大学

の学生さんたちが新しいベンチャーを作っていくとか、そういう指導をやっていかな

ければいけないのですけれども、なかなか島根の学生さんたちには島根県民性がある

のか、そんなに挑戦的なことはあまりしようとしないのです。 

ですから、そこを工夫していって、学生自ら「やってやろうではないか」という、

気持ちを出させるかどうかというのがすごく大事だと思っているのですけれども、そ

ういう意味では、このキャンパスベンチャーグランプリに出して入賞するのは、すご

いことをやられているなと感心しています。島根大学でも何とか根付かせなければい

けないなと思っております。 

 

○原副校長 

義務化せずに自分からやってくれると一番ベストなのですが、今のところ実験の中

で強制的にやらせている側面がありますので、その中で、「そういったのは面白いな」

とか「そういうので将来起業してみたいな」という学生が増えてくれれば意味がある

と思っています。 

そのためにコミュニケーションや、誰かがリーダーシップをとらないとまとまらな

いというところもありますが、比較的専攻科に進学する学生はうまくまとまっていて、

教員は「面白い」、「つまらない」、「ひねりなさい」、「そういうのは特許にあります」

と言うだけでどんどんアイデアが変わってくるので、指導している教員は楽しいです。  
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 ○今岡委員 

   先ほど原先生のほうからキャンパスベンチャーをされているとのことですけれども、

いわゆる特許というような形で残しておくというような作業はされるのでしょうか。 

一般的に企業ではノルマがあったりしますが、弁理士さんに依頼することは（費用

の面で）大変ですが、練習すれば（特許申請書は自分で）書けるので、わずかな印紙

代でも出すことはできます。例えば一発で特許が取れるというのは珍しいのですが、

もし特許が高専生で取れれば、それはそれでプログラミングコンテストで優勝したぐ

らいのインパクトがあろうかと思うのです。そういう指導、パテントを出すというよ

うな教育はされているのですか。 

 

 ○原副校長 

   先ほどのキャンパスベンチャーグランプリというのは、専攻科のシステム技術実験

という授業の中でやっているのですが、その授業をやる前に、弁理士の田辺先生をお

招きして知財教育として、特許検索の仕方とか、最終的にアイデアを出す前に特許に

触れていないか、同じようなアイデアがないかという教育はしているのですけれども、

キャンパスベンチャーグランプリの中で特許を申請したことは今までにないです。 

ただ、過去にアナログの鍵を閉めると、閉めたというのが鍵に記録できるという面

白いアイデアを出した班がいて、「面白い」と思ったら特許にあったということがあり

ました。 

今後そういうアイデアがあれば、特許とかに申請することもあると思います。 

 

 ○箕田校長補佐 

   全国の制度といたしましてはパテコン（パテントコンテスト）などがありまして、

全部の費用を外部に持っていただいて、学生の間は特許登録できるところまでの支援

制度がありますので、そういったものも使いながら、良いアイデアがあったら特許申

請したいと思います。 

 

 ○今岡委員 

   内容的には大したことはなかったとしても、特許を取ったということは、ものすご
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いニュースバリューになりますので、ぜひそういう教育をお願いしたいと思います。 

あと二つほど。一つは地元に帰ってくるというのは、我々テクノフォーラムも、地

元の企業さんたちだけに学生の説明会してもらったりして、ありがとうございます。 

（求人倍率が）県外から 30 倍、県内から 2 倍ということで、いつも申し訳ないと

いう気がしますが、そういう学生さんたちが 5 年・10 年後に U ターン化という話も

ありました。やはり県外就職した者が帰ってくるときに、「地元ではこうだよ」と言っ

た、色々な横の情報交換が非常に必要だと思うのですが、（委員の中に）卒業生の糸原

さんもいらっしゃいますが、卒業生会の組織というのがどの程度結束されたものなの

かでしょうか。 

大学でも高校でもどこもそうなのですけれども、卒業生会が歯抜けになってしまっ

て、集まらなくなっていることもあります。一つは高専に寄付金を集めるための卒業

生会も非常に意味のあることだったりするのですけれども、あるところに社長になっ

た人もいるだろうし、そういう横と縦の連携は非常に重要だと思うのです。そういっ

た意味では、高専の事務局がきちんとしていないと、あのような会は成り立たないも

のなのですけれども、それは上手くいっているものなのでしょうか。 

  

 ○糸原委員 

  学校として「UI ターンをやっていますよ」と言うのは、県外企業さんにも就職をし

ていくというところで、なかなか言いにくい部分もあるので、そこのところは卒業生、

同窓会、学校や県と一緒になってやらないと意味がないと思っています。 

 

 ○平山校長 

   同窓会に関しては 50 年以上の歴史があって、卒業された方も非常に多いというこ

とですが、私は今年度赴任しましたけれども、外側の目から見て少し弱い部分があり

ます。それを今年卒業していく学生からでも、きちんと住所が把握できるようにとか、

連絡先がつかめるように、1 年遅れればどんどん遅れていきますので、動いていける

ように同窓会のほうにもお願いしているところです。 

 

 ○今岡委員 

   どこの学校もすべてそうですね。 
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 ○平山校長 

   大きくなればなるほど、古くなればなるほどですので、きちんと押さえていくこと

をしていかなければいけないと思っております。 

 

 ○糸原委員 

   校長先生も言われるとおりでして、どちらかというと同窓会も卒業生教員さんに大

分ご負担をかけている部分もあります。その辺りのところの分担や名簿の管理につい

ても難しいところもありますが力を入れて行いたいと思います。 

 

 ○平山校長 

   よろしくお願いします。 

 

 ○原副校長 

   UI ターンに関しては、かつて教え子などが頼って、帰りたいとか良く相談があるの

ですけれども、なかなかマッチングしなくて、「なかなか探せていません」ということ

ありますが、 都会で「データセンター関係で補修の仕事をしているのですが、同じよ

うな仕事はありませんか」、「データセンターは数えるほどしかないからね」というよ

うな感じで、うまくマッチングできればもう少し紹介できるケースがあるのかなとは

思っています。今のところ、教員とのつながりで紹介しているようなケースであって、

組織としてはなかなかうまくできていないという感じです。  

 

 ○今岡委員 

   それから、発達障がいに関する話がありました。私も島根県の発達障がいに関する

親の会の副会長をやらせてもらったりする関係上、島根県の発達障がいの支援協議会

の委員もさせてもらっています。 

平成 30 年度から松江市のほうも予算がついて、高校を含む、いわゆる小学校・中

学校にあるような通級教室というのが実施される形になりました。全国的にも島根県

の仁摩高等学校が何年か前から実験的に初めて、そして今年は松江農林高校も多分話

がスタートします。 
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ただ、全国で先駆的に島根県は進んではいるのですけれども、それでもまだ高校の

ほとんどの先生方が「分からない」と言っている現状の中で、何年か前から私も評価

委員をさせてもらっている関係上、「みなさん何を言っているんだ。松江高専をご覧な

さいよ。先駆的にやっているよ」と大声を出していつも会議の場で言っています。 

松江高専は本当に先駆的にやっていらっしゃるということは県の担当の方々もみな

さん良くご存知です。そのことはそれに類する子どもたちが多いということだと思う

のですが、そういう意味では今年度、予算はついたけれども、特に県内の高校、ほか

の高校の先生方も「どのように指導したら良いのか分からない」といっておられます。 

もうすでにやっていらっしゃると思いますが、横の関係で、ほかの高校の指導とい

いますか、先駆的なアドバイスをしてあげていただきたいなと。これはお願いです。 

 

 ○平山校長 

   共同で動いていけるということは大事なことだと思います。一つの教育機関だけで

はできないことがたくさんありますので、この前、中学校長会にもお願いに行きまし

た。島根県の子どもたちのために、私たちが共同で、松江高専の学生のためにやって

いることだけではなくて、中学生のため、高校生のため、島根の子どもたちに何がで

きるかというのをやっていく、そういう気持ちが大事なのではないかと思っておりま

すので、ご協力をこちらもお願いしたいところです。 

 

 ○今岡委員 

   発達障がいを持った子どもたちが増えているというのは事実なので、一般的には「ど

のように対応すればよいのか」という不安があると思いますが、そうではなくて、そ

こには天才がたくさんいる話なので、そういう子どもたちは、何か新しいものをブレ

イクスルー、すごいものを持った子どもという見方、いわゆる天才の発見という点の

見方をぜひ高専、大学ともに視点を踏まえてアピールしていただきたいと思います。 

 

 ○平山校長 

   森田学生相談室長から何かあると思いますので。お考えをよろしくお願いします。 

 

 ○森田学生相談室長 
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   先ほどもお話をさせていただいたのですけれども、僕たちは教員ですので、その中

に専門家がいるわけではないのですけれども、そういう子がいるということを僕たち

も勉強しながら、本当に個別で色々な個性がある子なので、「この対応だけしておけば

OK」ということは全くなくて、年々その辺りが僕も分かってきながら、高専として

も色々なことが分かってきながらやっています。この間、工業高校さんとも話をして、

「工業にも行った子がいるよね」という話の中から、「どのようにしていますか」とい

うネットワークを作りながらやっていますので、先ほど校長が言ったように、うちで

やっていることももちろん紹介しますし、ベストの対応をしながら、 良い学校になっ

ていけば良いかなと思います。 

 

 ○園山委員 

   中学校側からすると、以前の高専と比べると、本当に丁寧に子どもの指導・支援を

していただいています。それがこうやって中学校の数が減っている中でも競争倍率が

非常に高いですが、松江高専さんでは上手く適応できずに転学するとか、あるいは不

登校になるような子はいないのかということと、資料の学生相談の「心と体の健康調

査の緊急度」のところで、「徐々に不安に思う生徒の数が増え、2 年生は 1 年生より少

し増えている」というのがありますが、そこも心配な点があるのですが、その辺りは

どうなのでしょう。 

 

 ○森田学生相談室長 

   不登校に関しては、以前から高専は多かったのですけれども、中学校でいわゆる保

健室登校、教室に入れない子は、かなりの数が入学していました。今年の場合、学校

に来れない不登校の子はほぼ 0 です。1 名ほど途中で進路変更ということで、合わな

いということで来れなくなった子はいましたが、例年大体、1 年生で学校へ急に来れ

なくなったという方が 1 名とか 2 名もいないぐらいだと思うのですけれども、ほぼ全

員、朝、教室で揃います。 

先ほど言いましたように、中学校のときには教室に入れなかったのだけれども、高

専に来ているような子が結構いるのは、何ぜか分かりませんけれども、リセットをか

けて、「高校では頑張ろう」というように思う子が結構いるということと、それから、

地元から離れて自分を新たにということもあると思いますし、そういう意欲があると
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いうことは、やはり学校が、僕も個人的にいつも言うのですけれども、「多様性を認め

る学校だ」と。先ほどの松本寮務主事も言いましたが、大体 60 とか 70 ぐらいの中学

校からやって来ます。その中学校から 1 人しか来ないというような子が 20 人とか 30

人とかいます。 

ですから、「色々な環境から来て、色々な子がいるんだよ」と。それを認めるという

ことがまず大前提にあるので、「こんな子でも良いんだ」とか、「こんな子もいるんだ」

というところの中で、色々な多様性があるということがだんだん分かってくると居場

所が分かってくるとか居場所があるとか、少ないながら友だちができたりとか、大体

「学校が楽しい」と言います。「勉強しない奴が学校を楽しんで何をやっているんだ」

とは思うのですが、親御さんに文句を言われて、「勉強しないで『学校は楽しい』って、

『高専は楽しい』と言うんですよね。『数学も楽しい』って言うんですよ。お兄ちゃん

は北高に行って『数学は嫌だ』って言うんですけれども、高専さんの数学はどうなん

ですか」とか言われたり、色々な要素があると思うのですが、本当に「学校は楽しい」

と言ってくれます。 

反面、最近不安なのは家庭環境です。親御さんと上手く向き合えていない子どもが

増えているのも事実あると思います。もちろん学校が良くて、家庭がだめだと言って

いるわけではないのですけれども、なかなかその辺りのベースを色々抱えた子が来て

いて、不安を抱えているということもあります。 

学校としては学校に楽しく来てもらえる、それから自分で学ぶことも楽しいと思っ

てもらえるという学校づくりをしていくということの表れかなと思って、これに満足

せずに色々やっていかなければいけないなとは思います。 

 

○秋重委員長 

質問の時間も大体来ましたので、最後に講評のまとめをしなければいけないという

ことですが、他に質問はございますでしょうか。 

 

○糸原委員 

一つだけ良いですか。先生方にはすごく頑張っていただいておりまして、昔の何倍

も学生には細心の注意を払っておられるというのはすごく良くわかりますけれども、

教員のみなさんは働き方改革の適用外かもしれませんけれども、結構働いておられる
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のではないかと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

 

○平山校長 

松江高専の教員は、みなさん学生に対する思いが本当に熱くて、部活にしろ、卒業

研究にしろ、授業にしろ、本当に一生懸命。すべてが一生懸命です。その上、授業だ

けではなくて研究にしろ、しなくてはいけない状況で、今、高専機構が置かれている

問題は教員の削減。大学もそうだと思います。予算削減の中で教員の削減ということ

が言われています。 

その中で、どうやって一人ひとりの教員の負担を減らしていくかというのは、今、

動いているところですけれども、間違いなく課題です。良い知恵があればいただきた

いと、本当に思います。 

教員だけではなくて、職員も負荷も減らすように、今、政府が行っている働き方改

革ですけれども、（改革して）いかないといけないかなと。改革していくことで学生へ

のケアが少なくなっていくというのではなく、授業改善も進めながら動いていかなけ

ればいけないと思っております。ご質問をありがとうございます。 

 

○秋重委員長 

よろしいですか。講評のときに全部をまとめてやるのではなく、それぞれの先生か

ら一言ずつ、何か感じられたことを講評という形でまとめていただければと思います

が、園山委員のほうからよろしいですか。 

 

○園山委員 

私は先ほど言いましたように、昔の高専と比べればなどと言ってはいけませんけれ

ども、教育の部分やその他の部分、学生に親身になって相談していただける部分も含

めて丁寧にやっていただいており中学校側からすると引き続きお願いしたいと思いま

す。 

先ほどもありましたけれども、色々な子どもたち、多様な子どもたちが同じ学校内

でも多くなっています。それぞれの子どもたちの特性を伸ばしてやりたいなというの

は小学校・中学校も同じですので、そういう場でまた引き続き（協力して）やってい

ただきたいと思います。 
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以上です。 

 

○秋重委員長 

それでは藤間委員。 

 

○藤間委員 

お話を聞いて、本当にすごく頑張って素晴らしい取り組みをされているなというの

が率直な感想でして、やはり我々の使命は、いかに地元に魅力のある企業をつくって、

地元に若い人を定着させるかということなので、ぜひ攻め方といいますか、私のほう

は企業側、（松江高専は）学校側ということで、目的は一緒なわけですので、ぜひその

辺りは力を合わせてやっていきたいと思います。 

やはり松江高専というのは企業から見ると金の卵で、とても注目されておりますの

で、先ほどもお願いした学生さんの就職動向というか、そういう意思形成過程なり、

どのような認識を持っているのかというのを、色々なアンケート調査も含めて分析し

ていただくと参考になりますので、その点を一つよろしくお願いしたいと思います。 

 

○秋重委員長 

それでは大庭委員。 

 

〇大庭委員 

毎年来させていただいて、私が学ぶことが多いのでありがたいのですけれども、1

年生から 3 年生まで、それから 4 年生、5 年生、それから専攻科と、3 年生までは高

校の授業と高校の教育の基礎をしっかりと付けると。それから 4 年、5 年になって自

分で考えるということをやらせて、そこで急にメリハリがついて変わっているという

のが良いのかなというように、伺っていて思いました。 

大学のことですが、入ってきて、いきなり突き放されたようになって、「勉強の仕

方が分からない」みたいな、そういう学生も結構いたりするのですけれども、同じと

ころで 3 年から 4 年に上がっていって、そういう環境で、3 年生のときから上級生を

見ているという、そういう環境は別に良い環境があるのかなというように、伺ってい

て思いました。 
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自分で考える力を付けるというのは、今後の日本は絶対に必要なことなので、ぜひ

それを伸ばしていただけると良いかなと思いました。 

 

○秋重委員長 

それでは今岡委員。 

 

〇今岡委員 

不合格者を出す学校とおっしゃいましたけれども、本当にそれはすごく大切なこと

だと思います。今、ほとんど（の高校が）倍率 0.7 倍・0.8 倍みたいな、「えっ、こん

な良い学校も」というような現実が多い中で、不合格者を出せるということは、そう

いう競争倍率を突破して入ってきた学生のエリート意識というのは、これはテクノエ

リートといいますか、絶対に必要なものではないかと。 

私たちの頃のように子どもが多い時代を通過した人間からすると、何倍の倍率を突

破したものを勝ち得てきたのだというのは、自分自身の非常に高いモチベーションに

なります。 

今回（の説明で）、（松江）高専の学生は全国で一番低いレベルの成績で入ってきて

も、実際 1 年目は中国地方でトップ、全国で 11 番目。非常に素晴らしい伸び率を示

しているので、そういうなかなか経験ができない、競争倍率を突破してきたエリート

教育。良い面や悪い面ももちろんありますが、良い意味でそれをもっと伸ばしてあげ

てもらいたいなと思います。 

また、本当に我々も外部からの応援団として、そのようにして高専の学生たちが選

ばれてきているということは、色々な面で、口コミになりますが、「高専はすごいぞ」

ということは一生懸命訴えていますし、今後も訴えたいというように思っております。 

ぜひ良い学生をまた輩出していただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○秋重委員長 

糸原委員、お願いします。 

 

○糸原委員 

同窓会としては、校長先生にもお話をいただいたネットワークのところの強化とい
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うのはしっかりやっていきたいと思っています。 

もう一つは、単なるネットワークだけではなくて、現在の学生の支援というところ

も、最近もう少し力を入れていかなければいけないだろうというところで、もちろん

学生の活躍が、学習にしても部活動にしても同窓会のためにもなるという事で卒業生

としても一番嬉しいところなので、そのところを在学生のときから同窓会というもの

を知っていただいてということで、色々学校に協力できる面があればと思っておりま

すので、また後援会のほうと一緒になってやっていけたらと思っておりますので、引

き続き頑張っていただけたらと思います。 

以上です。 

 

〇秋重委員長 

私もこれで 3 年目ですが、毎年色々なことをお伺いして、ロボットコンテストなど、

成果を出されて、すばらしい活動をやられている学校だなと思っておりました。 

去年、学習到達度試験で数学が全国平均よりも下がってしまって、「これは一体ど

ういうことなのか。これだけは絶対に回復してください。」とお願いしたのは覚えて

いますが、今年の成果はそれが回復し元に戻って、1 年の入学時はそうでもなかった

のだけれども、ここ（松江高専）に入ってくると物理や数学は全国平均より上をいく

という、そういう教育をきちんとやられているということは確認させてもらい安心し

たということです。 

それから、自主的な学びというのが大事であり、自主的な学びをどうやってやるか、

それを単にお題目として「PBL（課題解決型学習） をやっています」などと言うの

は簡単だと思うのだけれども、それをどういう形で可視化していくかということです。 

その成果を我々が見て「確かに伸びているな」というように見えるかどうか、そこ

までやられているかどうかというところを見ていたのですけれども、学習時間をきち

んと見られているし、外部テストを上手く使って評価されているということですので、

確かに学生たちは自分たちで学んで、先生方は色々なものでそれを評価されていると

いうのが分かります。 

それから、キャンパスベンチャーグランプリです。こういう取り組みというのが自

主的な学びをそれこそ促進させる大きな取り組みなのではないかと思います。アンケ

ート調査で弱点・課題と言われているのがコミュニケーション力であったり、プレゼ
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ンテーション力であったり、そういうことが分かっているわけですよね。そういうの

が課題として見えている。それが自主的な学びの中で解決していっているという、そ

ういう姿がだんだん見えてくると、さらに良い教育ができていると我々も認識するこ

とができるのではないのかと思います。 

それから、就職のところについてはまだまだというところもあるとは思うのですけ

れども、やはり U ターン・I ターンという、これは先ほどの帰巣本能を上手く利用し

て、ここにいる間に「島根はこんなに素晴らしいところだよ」と、それを教え込んで

頭に叩き込んでおくというのはすごく大事なことだと思います。いつかは帰ってきて、

それを数値としてきちんと押さえていくということもやらなくてはいけないことか

なと思って聞いていました。 

それから、テクノフォーラムとか色々なことをやられていますけれども、インター

ンシップもそれに付随してやられているので、そういう仕掛けを上手く使っていただ

きたいと思います。 

それから、学生相談の話も今回かなり聞かせていただきまして、かなり先進的なこ

とをやられているということが良く分かりましたので、引き続きこれも充実していっ

てもらいたいと思います。 

雑駁ですけれども、大体そのようなところだと私は思いました。 

 

○平山校長 

ありがとうございます。 

 

○秋重委員長 

それでは、これで講評が終わったということで、これで審議を終わりにしたいと思

います。 

 

〇井上総務課長 

ありがとうございました。 

それでは最後に、校長の平山よりご挨拶を申し上げます。 

 

〇平山校長 
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本日は貴重なお時間をいただいて、ありがとうございました。委員の先生方から良

い評価を頂いたというように考えております。 

ただ、内部で課題も抱えておりまして、例えば 1・2・3 年が手厚くて、4 年・5 年

は突き放すので、4 年生で「どうしたら良いか分からない」というような子たちも出

てきております。そういうところをどう改善していくのかという、評価に慢心するこ

となく、委員の先生方は松江高専に大きな期待を抱いていただいているというように

私は受け止めております。その期待に応えられるように、教職員一丸となって動いて

いきたいと思っております。 

また、子どもたちの能力は、どんな子であっても無限大、無限の能力を持っている

と思いますので、その力を伸ばしてあげられる教育をこれからも続けていきたいと思

いますので、目を光らせて見ていただけるようによろしくお願いしたいと思います。 

来年度一年間もまた一致団結して、チーム松江高専としての教育・支援をしていき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

 ○井上総務課長 

 以上をもちまして、平成 29 年度松江工業高等専門学校外部評価委員会を終了いた

します。本日はありがとうございました。 

 

 

 平成２９年度松江工業高等専門学校外部評価委員会終了 


