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三機関が連携・協働した
教育改革事業に関する
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平成２４年度国立大学改革強化推進事業 採択決定！ 
 

                 国立大学法人長岡技術科学大学 

国立大学法人豊橋技術科学大学 

独立行政法人国立高等専門学校機構 
 

「三機関(長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学， 

国立高等専門学校機構)が連携・協働した教育改革」 
～世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成～ 

 
国立大学改革を促進させるためには，学長のリーダーシップにより，教育研究組織

の機能を強化するため、大学間の連合・連携などを推進することが必要です。 

本事業は，具体的な事業計画に基づき，これまでにない深度と速度で取り組む国立

大学法人に対し重点的支援を実施するため文部科学省の補助事業として，平成２４年

度に創設されました。 

今年度，１４事業が採択され，そのうちの一つが長岡技術科学大学と豊橋技術科学

大学及び国立高等専門学校機構が連携して行う本事業です。 

補助事業期間は平成２４年度から平成２９年度までを予定しています。 
 

本事業は，近年の急速なグローバル化による日本企業の海外進出とそれに伴う日本

国内の産業空洞化の課題に対応するため，整合した連続性を持つカリキュラムの下，

日本のものづくりを支え，リードする創造的実践的技術者を輩出してきた長岡・豊橋

両技術科学大学と国立高等専門学校機構が連携し， 

①海外で実践的に活躍できるグローバル指向の人材育成  

②国際競争力を持ち地域産業の活性化を実現できるイノベーション指向の人材 

育成 

を行います。 
 

これらは，三機関協働による産学官融合キャンパスネットワークや海外キャンパス

を活用しながら，イノベーション指向と海外展開指向のそれぞれの視点を意識しつ

つ，融合的に人材育成を行うことにより，グローバル社会をリードするものづくり人

材，すなわち世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成を目指しま

す。 
 

３月１３日（水）１６時４５分から、三機関の学長・理事長が如水会館けやきの間

（東京都千代田区一ツ橋）において連携協定締結式を開催するとともに、記者会見を

行う予定としております。 

 

【本件のお問い合わせ先】 

長岡技術科学大学 

企画・広報室長 西山 

電話：0258-47-9009 

豊橋技術科学大学 

総務課長 山内 

電話：0532-44-6501 

国立高等専門学校機構 

企画課長 宮倉 

電話：03-4212-6811 



豊橋技術科学大学

連携

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

長岡技術科学大学

高専機構

教育改革実施本部（Headquarter）
(両学長・理事長・三機関理事各１名）

技術科学教育研究推進協議会
(教育改革実施本部＋産業界・地方自治体等）

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,地域企業等)

地方自治体

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO etc

他大学，海外協定大学

現地企業・
日系企業と
連携した世
界の中での
ものづくり

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，現地学生とも共学・友好

教員のグローバル教育力向上にも寄与

共同設置する海外キャンパスを
活用した共同教育人材育成事業

より深化したグローバルビジネス展開力を備
えたグローバル技術者育成のための海外キャ
ンパスの共同設置とそこでの教育を実現する
とともに，独立専攻の共同設置を検討する。

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成

高専教育高度化事業

グローバル先端技術科学教
育推進センターを中心に海
外連携・協働キャンパス
ネットワークを構築して人
材育成事業を実施

産学官融合技術科学教育推進
センターを中心に産学官融合
キャンパスネットワークを構
築して人材育成事業を実施

両キャンパスネットワークを融合的に活用したイノベーション
指向実践的グローバル技術者の育成（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科／技科大学部

高専本科

 海外インターシップ・海外留学

 国際シンポジウムの共同開催

 教員FD等教育体制の向上

 海外事務所共同設置・運営

 海外同窓生ネットワークの構築

 地域企業と一体となった技

術課題の解明

→イノベーション

 企業と高専との共同研究提

案による卒業研究

 実務訓練

 全国規模での企業連携

＋高専・技科大連携

によるイノベーション

 協働教育プログラム

 接続カリキュラム

 ＦＤ活動・人事交流

三機関(長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構)が連携・
協働した教育改革 －世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

国立大学法人長岡技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
独立行政法人国立高等専門学校機構

これまでに極めて活発な国際的活動を
行ってきている技科大・高専がお互い
の強みを活用・連携し，日本人学生の
海外留学や海外学生と日本人学生が共
に切磋琢磨する技術者育成を行うなど，
他には類を見ない高度な海外展開を行
う「海外連携協働キャンパスネット
ワーク」を構築し，そこでの教育を推
進する「グローバル先端技術科学教育
推進センター」を共同設置し，海外で
活躍できる実践的・指導的なグローバ
ル技術者の育成を目指す。

グローバル人材育成の視点

これまで技科大・高専が先導的に行っ
てきた産学連携を発展させ，技術者教
育プログラムと一体化させるため，技
術に関する科学（技学）によるイノ
ベーションを指向する実践的技術の創
造とその実践を可能にするための開か
れた「産学官融合キャンパスネット
ワーク」を構築し，飛躍的に質を向上
させた技学を基礎にしたイノベーショ
ンを生む産学融合研究を通した教育を
推進する「産学官融合技術科学教育推
進センター」を共同設置することによ
り，国際競争力を持つ地域産業の活性
化を実現できるイノベーションを指向
した実践的創造的技術者の育成を目指
す。

イノベーション指向人材育成の視点

グローバル社会をリードするものづくり人材，
すなわち世界で活躍しイノベーションを起こす技術者の育成を目指し，
イノベーション指向と海外展開指向のそれぞれの視点を意識しつつ

融合的に人材育成を行うことにより，人材イノベーションを実現する。

海外キャンパスを活用した，グローバルビジネス展開力を持つ実践
的グローバル技術者のリーダー育成を目指す。さらに，独立専攻
（修士）の共同設置の検討を進める。

海外キャンパスの共同設置と
独立専攻の共同設置の検討

三機関が連携・協働した
高専教育高度化の視点

イノベーション，グローバルの
両ネットワークを活用して，高
専と両技科大が連携協働した教
育プログラム及び教員の質の向
上を目指したFDや人事交流など
の事業を推進することにより，
グローバル化に対応できる高専
教育の高度化を促進する。

三機関連携・協働教育改革で育成する技術者の視点
国立大学法人長岡技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
独立行政法人国立高等専門学校機構



豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学高専機構全国国立高専(51校)

海外の日系企業・現地企業

地方自治体
産業界・金融機関
(経済団体,

商工会議所,地域企業等)

産学官融合技術科学
教育推進センター

【教育改革実施本部
Headquarter(HQ)】

６名で構成
長岡技科大学長・豊橋技科大学長・高専機構理事長

３機関理事 各１名

グローバル先端技術科学
教育推進センター

他大学，海外協定大学

海外キャンパス
共同設置準備室

【技術科学教育研究推進協議会】
教育改革実施本部メンバー（三機関）に
加えて産業界・金融機関・地方自治体・

海外協定大学代表etc で構成

高等専門学校教育
高度化推進室

【教育改革推進室】
室長・副室長・室員

国立大学法人長岡技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
独立行政法人国立高等専門学校機構

三機関連携・協働教育改革実施体制案

目標とする専攻と
教育方法のイメージ

24年度事 業 25年度 26年度 27年度

グローバル指向人材育成事業
現在の三機関の豊富な国際連携活動等
の実績，財産を共有し，海外連携・共
同ネットワークを構築し，海外で活躍
できる実践的・指導的なグローバル技
術者の育成事業，育成するための必要
となる教職員研修事業の拡充・充実を
図る。

イノベーション指向人材育成事業
現在の三機関の地域に根ざした産学官
連携の強みを活かした研究開発機能を
持つ産学官連携融合キャンパスを設置
し，国際競争力のある地域産業の活性
化に対応できる，実践的イノベーショ
ン人材育成事業の拡充・充実を図る。

既存専攻
教育

海外キャ
ンパス

教育

e-learningを
活用した
共同講義

共同設置
の海外キ
ャンパス
における
教育

全国の高
専とも連
携・協働
した教育

世界で活躍
し，イノ
ベーション
を起こす実
践的技術者
の育成

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

産学官融合技術科学教育推進センター設置
グローバル先端技術科学教育推進センター設置

共同設置する海外キャンパスを活用
した共同教育人材育成事業
グローバル又はイノベーション，グ
ローバル及びイノベーション能力を向
上させる両技科大共同の海外キャンパ
スを活用した教育コースの設置並びに
独立専攻の共同設置の検討を行う。

海外キャンパスを活用した
共同教育コースの実現

(28年度から，独立専攻の
共同設置の検討を行う。）

海外キャンパスを活
用した共同教育コー
スの検討・実現

既存カリキュラムと
の整合性確認と不足
する科目等の検討

高等専門学校教育高度化推進室設置

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

高専教育高度化推進事業
高専教育の高度化を推進するため，高
専・技科大接続教育の強化，協働教育
プログラムの開発，FDならびに人事
交流などに事業の検討・実施を行う。

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を
科学の視点で解明する人材育成事業の充実

第3期中期目標期間

28年度 29年度

海外キャンパス共同設置準備室設置

三機関連携・協働教育改革のロードマップ
国立大学法人長岡技術科学大学
国立大学法人豊橋技術科学大学
独立行政法人国立高等専門学校機構





諸規程

１．技術科学教育研究推進協議会規程
２．教育改革実施本部規程
３．教育改革推進室組織設置要項



 

技術科学教育研究推進協議会規程  

 

（平成２５年４月１日制定）  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人長岡技術科学大学，国立大学法人豊橋技術科学大学及

び独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「三機関」という。）が連携・協働した教育

改革事業の実施に関する協定書（平成２５年３月１３日締結。以下「協定書」という。）

第４条第２項により，三機関が共同して設置する技術科学教育研究推進協議会（以下「推

進協議会」という。）に関し，必要な事項を定める。  

（組織） 

第２条 推進協議会は，協定書第３条第１項の三機関の長及び三機関以外の者で技術科学

教育研究，人材育成等に関し広くかつ高い識見を有するもの５人程度をもって組織する。 

（任務） 

第３条 推進協議会は，三機関が連携・協働する教育改革事業の実施状況について，助言

又は提言を行う。  

（任期） 

第４条 推進協議会の三機関以外の者の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。  

（議長及び副議長） 

第５条 推進協議会に議長及び副議長を置き，議長は三機関に所属しない委員の中から互

選により選出する。  

２ 議長は，推進協議会を招集し，推進協議会の会務を統括する。  

３ 副議長は，別に定める教育改革実施本部における議長を充て，議長を補佐する。議長に

事故等あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。  

（庶務） 

第６条 推進協議会の庶務は，別に定める教育改革実施本部の共同本部長のうち同本部会

議の議長所属機関が他の二機関の協力を得て処理する。  

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか，推進協議会の運営に関し必要な事項は，推進協議

会が別に定める。  

 

附 則 

１ この規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。  

２ この規程は，平成 30 年 3 月 31 日限り，その効力を失う。  

附 則 

１ この規程は，平成 25 年 9 月 24 日から施行する。  

２ この規程実施後の第 2 条の三機関以外の者の最初の任期は，第 4 条の規定にかかわら

ず，平成 27 年 3 月 31 日までとする。  

   附 則 

この規程は，平成 29 年 2 月 23 日から施行する。  

 



資料３ 
25.3.13教育改革実施本部会議 

教育改革実施本部規程  

 

（平成２５年３月１３日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人長岡技術科学大学，国立大学法人豊橋技術科学大学及

び独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「三機関」という。）が連携・協働した教

育改革事業の実施に関する協定書（平成２５年３月１３日締結。以下「協定書」という。）

第３条第２項に基づき設置する教育改革実施本部（以下「実施本部」という。）に関し，

必要な事項を定める。  

 

（実施本部の組織） 

第２条 実施本部は，次に掲げる本部員をもって構成する。  

（１）国立大学法人長岡技術科学大学長  

（２）国立大学法人豊橋技術科学大学長  

（３）独立行政法人国立高等専門学校機構理事長  

（４）三機関の長が指名する理事 各１名 

（５）その他実施本部が必要と認める者 

 

（本部長等）  

第３条 実施本部に共同本部長を置き，前条第１号及び第２号の者をもって充てる。  

２ 共同本部長は，実施本部の業務を共同で総括する。  

３ 実施本部に副本部長を置き，前条第３号の者をもって充てる。  

 

（業務） 

第４条 実施本部は，協定書に基づき三機関が連携・協働して実施する事業（以下「教育

改革事業」という。）の基本方針，実施計画等を策定するとともに，実施体制を構築，

運営する。 

 

（実施本部会議）  

第５条 本部長は，実施本部の業務を円滑に実施するため，実施本部会議を必要に応じて

開催する。 

２ 実施本部会議の議長は，共同本部長が輪番によりこれにあたるものとする。  

 

（実施本部の庶務）  

第６条 実施本部に関する庶務は，議長の所属する機関が他の二機関の協力を得て処理す

る。 

 

（教育改革推進室）  

第７条 実施本部に，教育改革推進室（以下「改革推進室」という。）を置く。  

 

（改革推進室の組織）  

第８条 改革推進室の室員は，本部員の中から本部長が指名する者及び本部長が必要と認

めた者をもって構成する。  



資料３ 
25.3.13教育改革実施本部会議 

 

（改革推進室長等）  

第９条 改革推進室に室長を置き，室員の中から本部長が指名する。 

２ 室長は，次条に掲げる業務を総括する。  

３ 改革推進室に副室長を置き，室員の中から本部長が指名する。  

４ 副室長は，改革推進室長を補佐し，次条に掲げる業務を推進する。  

 

（改革推進室の業務）  

第 10 条 改革推進室は，次に掲げる業務を行う。  

（１）教育改革事業に関する企画，立案に関すること。  

（２）教育改革事業に関する検証に関すること。  

（３）教育改革事業に関する連絡調整に関すること。  

（４）その他教育改革事業に関すること。  

 

 （部会） 

第 11 条 改革推進室は，前条の業務を行うため，必要に応じて部会を置くことができる。  

２ 部会に関し必要な事項は別に定める。  

 

（改革推進室の庶務）  

第 12 条 改革推進室に関する庶務は，室長所属機関が他の二機関の協力を得て処理する。  

 

（特命組織） 

第 13 条 改革推進室に，必要に応じて特命組織を設けることができる。  

２ 特命組織に関し必要な事項は別に定める。 

 

（その他） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか，実施本部に関し必要な事項は，実施本部が別に

定める。 

 

附 則 

この規程は，平成 25 年３月 13 日から適用する。 



 

教育改革推進室組織設置要項 

（平成２５年３月１３日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，教育改革実施本部規程第 13 条に基づき，教育改革推進室（以下「改

革推進室」という。）に設ける組織に関し，必要な事項を定める。  

 

（高等専門学校教育高度化推進室）  

第２条 改革推進室に，高等専門学校教育の高度化に関する事項を検討、企画するため，

高等専門学校教育高度化推進室（以下「高専高度化推進室」という。）を置く。  

 

（高専高度化推進室の組織）  

第３条 高専高度化推進室の室員（以下この条において「室員」という。）は，改革推進室

長が必要と認めた者をもって構成する。  

２ 高専高度化推進室に室長を置き，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立高

等専門学校機構」という。）所属室員の中から改革推進室長が指名する。  

３ 前項の室長は、次条に掲げる業務を総括する。  

４ 高専高度化推進室に副室長二名を置き，国立大学法人長岡技術科学大学（以下「長岡

技術科学大学」という。），国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「豊橋技術科学大学」

という。）所属室員の中から改革推進室長が指名する。  

５ 前項の副室長は，高専高度化推進室長を補佐し，次条に掲げる業務を推進する。  

 

（高専高度化推進室の業務）  

第４条 高専高度化推進室は，三機関連携に関する次に掲げる業務を行う。  

（１）協働教育プログラムのカリキュラム検討，試行に関すること。 

（２）接続カリキュラムの検討に関すること。 

（３）FD 活動，人事交流充実に向けた検討に関すること。  

（４）その他の高専教育の高度化に関すること。 

 

（高専高度化推進室の庶務） 

第５条 高専高度化推進室に関する庶務は，室長所属機関が他の二機関の協力を得て処理

する。 

 

（その他） 

第６条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，本部が別に定める。  

 

附 則 

この要項は，平成 25 年３月 13 日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成 27 年４月 23 日から施行する。 

 



実施体制図



豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学高専機構全国国立高専(51校)

海外の日系企業・現地企業

地方自治体

産業界・金融機関
(経済団体,

商工会議所,地域企業等)

三機関連携・協働教育改革事業 実施組織体制

技学イノベーション
推進センター

（長岡技術科学大学）

【教育改革実施本部】
６名で構成

（三機関の長及び理事 各１名）

グローバル工学
教育推進機構

（豊橋技術科学大学）

他大学，海外協定大学

【技術科学教育研究推進協議会】
両技科大学長、高専機構理事長に

加えて産業界・金融機関・地方自治体・
海外協定大学代表etc で構成

【教育改革推進室】

海外展開検討部会
FD等検討部会

イノベーション産
学官融合キャンパ
ス構想検討部会

カリキュラム検討
部会

高等専門学校教育
高度化推進室



技術科学教育
研究推進協議会

資料

１．第１回（2014.3.19）
２．第２回（2015.2.24）
３．第３回（2016.2.22）
４．第４回（2017.2.23）



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

豊橋技術科学大学

連携

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

長岡技術科学大学

高専機構

教育改革実施本部（Headquarter）
(両学長・理事長・三機関理事各１名）

技術科学教育研究推進協議会
(教育改革実施本部＋産業界・地方自治体等）

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,地域企業等)

地方自治体

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO etc

他大学，海外協定大学

現地企業・
日系企業と
連携した世
界の中での
ものづくり

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，現地学生とも共学・友好

教員のグローバル教育力向上にも寄与

共同設置する海外キャンパスを
活用した共同教育人材育成事業

より深化したグローバルビジネス展開力を備
えたグローバル技術者育成のための海外キャ
ンパスの共同設置とそこでの教育を実現する。

高専教育高度化事業

グローバル先端技術科学教
育推進センターを中心に海
外連携・協働キャンパス
ネットワークを構築して人
材育成事業を実施

産学官融合技術科学教育推進
センターを中心に産学官融合
キャンパスネットワークを構
築して人材育成事業を実施

両キャンパスネットワークを融合的に活用したイノベーション
指向実践的グローバル技術者の育成（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科／技科大学部

高専本科

 海外インターシップ・海外留学
 海外実務訓練
 国際シンポジウムの共同開催
 双方向ツイニングプログラム
 ダブルディグリープログラム
 教員FD等教育体制の向上
 海外事務所共同設置・運営
 海外同窓生ネットの構築

 地域企業と一体となった技
術課題の解明

→イノベーション
 企業と高専との共同研究提

案による卒業研究
 実務訓練
 全国規模での企業連携

＋高専・技科大連携
によるイノベーション

 協働教育プログラム
 接続カリキュラム
 ＦＤ活動・人事交流

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成

 これまで，高専・技科大で整合した連続性を持つ
カリキュラムの下，日本のものづくりを支え，
リードする創造的実践的技術者を，高専本科卒業
生，専攻科修了生，技科大学部卒業生，修士課程
修了生，博士課程修了生の多様なレベルで輩出し
てきている。

 この技術者教育体系のものづくり産業への貢献が
高く評価され，三機関とも常にほぼ100％に近い
就職率を誇っている。(技科大においては，博士
修了者についても高い就職率となっている。）

 また，卒業生・修了生の多くがものづくり産業に
おける企業の社長あるいは技術部門のトップとし
て活躍している。

三機関の果たしてきた社会的役割・機能

三機関は「実践的・創造的なグローバル技術者育成」
という共通する人材育成方針を有する。

高専・技科大で共通するグローバル人材育成方針
（第2期中期目標期間における中期目標より）

高専機構：地球的視点の倫理観を持ち，「ものづく
り」と「環境づくり」に関する能力と，多様な「シ
ステム」を理解し，創造的に「デザイン」する能力
を身に付けた，国際社会で活躍する実践的技術者を
育成

長岡技科大：社会と共に歩み，次世代の産業をリー
ドする豊かな実践的・創造的能力を備え，人間性や
国際性に富んだ指導的技術者の育成

豊橋技科大：豊かな人間性と国際的視野を持つ実践
的創造的かつ指導的技術者を養成

三機関の社会的役割・機能

「実践的」とは即戦力（すぐ役に立つ）ではなく，しっかり
した基礎力を持ち，将来にわたって現実の様々な課題を解決
していく能力のことを意味している。



技科大・高専の連携実績

高専・技科大の連携状況

(1)学生教育：約750名の高専卒業生が両技科大に3年編入ある
いは修士入学，協働教育プログラム（技術者育成アドバンスド
コース）の実施，技科大・高専間の遠隔授業の実施，原子力人
材育成プログラムの共同実施，共同でのFD活動

(2)共同研究：両技科大学長裁量経費等での共同研究（平成24
年度実績；約300件）の実施，個別教員の科研費等の共同申請
も多く実施している。

(3)人事交流：交流制度に基づく平成20-25年度交流実績，高
専→両技科大：15名，両技科大→高専：13名
技科大出身の高専教員数：353名（高専教員の約9%）
（H25年5月1日現在）
高専出身の技科大教員数：86名（技科大教員の約20%）
（H25年5月1日現在）

(4)産学連携：高専・技科大連合・スーパー地域産学官連携本
部の設置・運用，高専-技科大技術マッチングシステムの開設
(~H24年度）

(5)その他：長岡技大・高専統合図書館システム，定期的な教
員交流研究集会の実施，全国高専教育フォーラム・国際会議等
の共催。

このような連携教育研究を通し，
全国をカバーした我が国のもの
づくりに欠くことのできない実
践的技術者育成における基幹的
な組織体制を整えている。

両技科大

技科大・高専の海外展開概要

高専・技科大のアセアン地域
における海外展開

(1)豊橋技科大：HEDS、SEED-NETなどのアセアン地域の国際協

力プロジェクト、インドネシア・ハサヌディン大学支援プロジェク
トなどの中心的役割を果たすとともに、多くの国際協力プログ
ラムで実績を有している。日本を代表した工学教育国際協力
センターを有している。インドネシアITBに現地事務所、（国際交
流協定締結：48機関、内アセアン地域：16機関、在学留学生
数：190名）

(2)長岡技科大：タイパトムワン工科大学、タマサート大学、東

チモール大学支援プロジェクトの中心的役割を果たすとともに、
AITその他多くの国際協力プログラム等で実績を有している。
ベトナム・ハノイ工科大学をはじめ3大学とのツイニングプログ
ラムを1989年から実施、ハノイ工科大学に現地事務所、6ヶ月
の海外実務訓練でこの地域に毎年30名以上を派遣、（国際交
流協定締結：85機関、内アセアン地域：29機関、在学留学生
数：320名）

(3)高専機構：シンガポール・ポリテク、タイ・KMUT-L、香港VTCと

包括協定を締結、学生の派遣・受入を実施、国際シンポジウム
の実施、（国際交流協定締結：102機関、内アセアン地域：13機
関、在学留学生数：470名）

３機関ともこれまでにそれぞれ極め
て活発な国際的活動を行ってきて
いる。３機関の連携により高度な海
外展開が可能な基盤を整えている。



高専・技科大による“ものづくり”人材の育成の特徴

→企業等で研修　　

（４～６か月間の長期インターンシップ）

指導的

実践的

技術者

← 卒業研究

← 実務訓練・海外実務訓練

← 異分野融合プログラム

22

23

24

専門科目実施期間

(専門基礎科目を含む）

← 産業界とのコンタクト開始

← 工学実験・実習

高度な指導的

実践的技術者

高

専

専

攻

科

技

科

大

大

学

院

博士

前期

(修士)

25

26

27

21

19

20
← 実験・実習

17

18

← ものづくり工房

← インターンシップ

← 卒業研究

高専－技科大コース

才

15

16

工学技術者

工学研究者

←

←

27

26

25

22

23

24

博士

後期

博士

後期

高校－大学コース

才

20

21

18

19

15

16

17

博士

前期

(修士)

高　校

大学工学部

本　科

学　部

大

学

院

卒業研究

工学実験・実習

専門科目実施期間
ものづくりを意識した
系統的体験的学習

早期からの長期に渡る
ものづくり専門教育

（教員：中企業出身者
が3割を占める）

ものづくりを支え，リードする実践的技術者育成

３機関は、高専本科、専攻科、学部、修士、博
士の多様なレベルの実践的技術者を育成する

教育組織体制を構成している。

現状・将来に向けた緊急の課題

産業競争力会議でも、大学には日本の成長を支えるグローバル人材、イノベーション創出人材、

地域に活力を生み出す人材の育成と、大学の研究力を生かした新産業の創出が期待されている。

 近年の急速なグローバル化は，企業の海外進出と，日本の産業空洞
化をもたらしており，ものづくりにおける対応すべき緊急の課題と
なっている。

 『日本企業の海外進出等に対応する』ためには，海外で実践的に活
躍できるグローバル人材の育成が，『産業空洞化に対応する』ため
には，地域にヒントを得て国際競争力をもつ新産業の創出を行う，
イノベーション力をもつ実践的技術者の育成が必須である。

 したがって，将来の日本産業を背負うものづくり人材育成において
は，グローバル視点とイノベーション視点を融合した新たな教育プ
ログラムの構築が欠かせない。

現状・将来に向けた緊急の課題

三機関連携協働による教育改革
ー イノベーション指向実践的グローバル技術者育成 ー

（世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成）



 これまでに極めて活発な国際的活動を行ってきている技科大・高専がお互いの強みを活用・連携し，日本人学生
の海外留学や海外学生と日本人学生が共に切磋琢磨する技術者育成を行うなど，他には類を見ない高度な海外展
開を行う「海外連携協働キャンパス」を実現し，そこでの教育を推進する「グローバル先端技術科学教育推進セ
ンター」を設置し，海外で活躍できる実践的・指導的なグローバル技術者の育成を目指す。

グローバル人材育成の視点

 これまで技科大・高専が先導的に行ってきた産学連携を発展させ，技術者教育プログラムと一体化させるため，
技術に関する科学（技学）によるイノベーションを指向する実践的技術の創造とその実践を可能にするための開
かれた「産学官融合キャンパス」を実現し，飛躍的に質を向上させた技学を基礎にしたイノベーションを生む産
学融合研究を通した教育を推進する「産学官融合技術科学教育推進センター」を設置することにより，国際競争
力を持つ地域産業の活性化を実現できるイノベーションを指向した実践的創造的技術者の育成を目指す。

イノベーション指向人材育成の視点

三機関連携・協働教育改革構想における育成すべき技術者の視点

グローバル社会をリードするものづくり人材，
すなわち世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者の育成を目指し，

イノベーション指向と海外展開指向のそれぞれの視点を意識しつつ
融合的に人材育成を行うことにより，
人材イノベーションを実現する。

 本教育改革構想を更に深化し，更に高度なイノベーション指向実践的グローバル技術者リーダー育成のため，海
外キャンパスの共同設置の準備を行い，早期の実現を目指す。

海外キャンパスの共同設置

豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学高専機構全国国立高専(51校)

海外の日系企業・現地企業

地方自治体

産業界・金融機関
(経済団体,

商工会議所,地域企業等)

三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

【教育改革実施本部
Headquarter(HQ)】

６名で構成
長岡技科大学長・豊橋技科大学長・高専機構理事長

３機関理事 各１名

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

他大学，海外協定大学海外キャンパス共同
設置準備室

【技術科学教育研究推進協議会】
両技科大学長、高専機構理事長に

加えて産業界・金融機関・地方自治体・
海外協定大学代表etc で構成

高専教育
高度化推進室

【教育改革推進室】
室長・副室長・室員

海外展開検討部会
FD等検討部会

イノベーション検
討部会

カリキュラム検討
部会



地域企業と一体となった
技術課題の解明

→ イノベーション

全国規模での企業連携
＋高専・技科大連携による

イノベーション

ダブルディグリープログラム

イノベーション視点 海外展開視点

海外への体験的短期派遣

グローバルFD及びSD

海外実務訓練

企業と高専との共同提案
による卒業研究

三機関連携・協働教育改革の概念（新たな教育プログラムの構築）
ー 世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成 ー

実務訓練

高専本科

技科大修士
（博士前期）

技科大学部
（高専専攻科）

技科大博士後期
海外連携・協働キャンパス産学官融合キャンパス

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者

技学イノベーション推進センター グローバル工学教育推進機構

海外キャンパスの設置とそこ
でのより深化したグローバル
技術者教育

目標とする専攻と
教育方法のイメージ

24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ

25年度 26年度 27年度

グローバル指向人材育成事業
現在の三機関の豊富な国際連携活動等
の実績，財産を共有し，海外連携・共
同ネットワークを構築し，海外で活躍
できる実践的・指導的なグローバル技
術者の育成事業，育成するための必要
となる教職員研修事業の拡充・充実を
図る。

イノベーション指向人材育成事業
現在の三機関の地域に根ざした産学官
連携の強みを活かした研究開発機能を
持つ産学官連携融合キャンパスを設置
し，国際競争力のある地域産業の活性
化に対応できる，実践的イノベーショ
ン人材育成事業の拡充・充実を図る。

既存専攻
教育

海外キャ
ンパス

教育

e-learningを
活用した
共同講義

共同設置
の海外キ
ャンパス
における
教育

全国の高
専とも連
携・協働
した教育

世界で活躍
し，イノ
ベーション
を起こす実
践的技術者
の育成

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター設置
グローバル工学教育推進機構設置

共同設置する海外キャンパスを活用
した共同教育人材育成事業
グローバル又はイノベーション，グ
ローバル及びイノベーション能力を向
上させる両技科大共同の海外キャンパ
スを活用した教育コースの設置並びに
独立専攻の共同設置の検討を行う。

海外キャンパスを活用した
共同教育コースの実現

海外キャンパスを活
用した共同教育コー
スの検討・実現

既存カリキュラムと
の整合性確認と不足
する科目等の検討

高等専門学校教育高度化推進室設置

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

高専教育高度化推進事業
高専教育の高度化を推進するため，高
専・技科大接続教育の強化，協働教育
プログラムの開発，FDならびに人事
交流などに事業の検討・実施を行う。

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を
科学の視点で解明する人材育成事業の充実

第3期中期目標期間

28年度 29年度

海外キャンパス共同設置準備室設置
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TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

豊橋技術科学大学

技術科学教育研究推進協議会
グローバル指向人材育成の事業展開

March 19, 2014, KKR東京

グローバル時代における
人 材 育 成

豊橋技術科学大学
井上光輝
inoue@ee.tut.ac.jp
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1990年代：
政治変動、技術革新、経済構造の変化

地球規模（Globe:グローブ）

での、世界諸地域や人間集
団の相互関係の視点

グローバル化

内向きの若者

民族国家間の関係

国際化

TUT留学生との集い

グローバル時代
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グローバル時代
MEXT 大学のグローバル化に関する諸制度

ジョイント・
ディグリー

海外サテライト
（仮称）

新規

留学

単位互換協定

外国大学日本校の
指定制度

海外キャンパス

現行 ダブル・ディグリー
共同教育プログラム
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TOYOHASHI

GLOBAL

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

NAGAOKA

INNOVATION
豊橋技術科学大学
グローバル工学教育推進機構

ignite
Institute for Global Network Innovation in Technology Education

海外教育施設

国立大学初の海外分校
マレーシア教育拠点(ペナン校)

グローバルFD

The City University of New York
Queens College
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Malaysia

Japan

マレーシア教育拠点（ペナン校）

日本から約7時間

日本総領事館

ペナン国際空港

Penang Bridge

TUT Penang

Mitsuteru INOUE 技術科学教育研究推進協議会 March 19, 2014

ペナン校オープニングセレモニー
（平成２５年１２月４日）

ペナン校での記念テープカットの様子

（左から、(独)国立高等専門学校機構 小畑秀文理事長、長岡技
術科学大学 三上喜貴 副学長、文部科学省 金子実 視学官、豊
橋技術科学大学 榊佳之 学長、マレーシア日本国大使 中村滋
氏、マレーシア科学大学副学長 シー＝チンメイ 氏、ミニサーキッ
トテクノロジー社会長 ケルビン＝キュー氏）

日本の政府関係者，マレーシア科学大学関係者，ペナン日本人会，在マレーシア日系企業，多国籍
企業関係者，インドネシア・ベトナム・タイ・米国の大学関係者，本学卒業生ら約300名が出席。

ライオンダンス

シャンパン開栓式

集合写真
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1) 技術科学大学の学生（学部，
大学院），高専学生を派遣し，
現地教育・現地企業での海
外実務訓練/留学

1) ASEAN地域を中心にした優
秀な留学生の獲得拠点

1) 現地企業との連携・共同開
発，社会人教育

1) 地域社会との連携・共生

1) グローバルFD/SD

マレーシア教育拠点（ペナン校）の活用

１月より豊橋より21名の実務訓練生を派遣

December 4, 2013, Opening!

Mitsuteru INOUE 技術科学教育研究推進協議会 March 19, 2014

学生のグローバル化
Penang校などで文化・言語・熱気を吸収：
グローバルな人間力

Globe

How about us?
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グローバル教員養成プログラム
１年，ニューヨーク，ASEAN，
年間10名程度

グローバル Faculty Development

世界研究拠点ビジットによる教育
研究力強化プログラム

１ヶ月程度，複数の世界研究
拠点訪問，若干名

最先端教育研究動向調査研究
プログラム

１週間程度，国際会議，国際
研修集会等，年間80名程度

25年度は３名の高専教員，10名の豊橋教員を派遣

25年度は55名の高専教員を派遣

25年度はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ準備のため，９月より豊橋より若手教員１名を先行派遣

Mitsuteru INOUE 技術科学教育研究推進協議会 March 19, 2014

グローバル教員養成プログラム

No. 高専名 氏名 所属学科 役職 専門分野

1 仙台 小林 秀幸 情報ｼｽﾃﾑ工学科 助教 ｾﾝｻﾈｯﾄﾜｰｸ

2 東京 水戸 慎一郎 電子工学科 助教 磁気光学

3 長岡 赤澤 真一 物理工学科 准教授 応用生物学/分子生
物学

4 富山 古山 彰一 電子情報工学科 准教授 情報科学

5 岐阜 坂本 淳 環境都市工学科 講師 土木計画学/都市交
通計画学

6 豊田 松本 嘉孝 環境都市工学科 准教授 環境水質工学

7 明石 藤原 誠之 機械工学科 准教授 熱工学

8 高知 木村 竜士 環境都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ工
学科

助教 建築環境工学

9 有明 岩下 勉 建築学科 准教授 建築構造

10 北九州 大川原 徹 物質科学工学科 助教 有機化学/錯体化学

26年度派遣高専教員10名が決定。４月より豊橋にて派遣前研修を開始。
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高専教員

技科大教員

April June August October December February

May July September November January March

TUT事前研修
（英語研修，留学生交
流，留学生指導，共同
研究等）

英語研修QC
（6 weeks）

英語講義実践
（USM，EEPIS等）

FD教員－QC教員交流

共同研究，新規テーマ探索等
（マッチングベース）

研究室配属（ゼミ参加等）

Queens College

ネット配信

ネット配信

レギュラーコースの受講
・専門基礎科目（学部レベル）
・専門科目（大学院レベル）

授業参観（Best Teachers）

スペシャルコースの受講
（Teaching in English)

コロキアム聴講，留学生交流，
サークル活動等

グローバル Faculty Development



イノベーション指向人材育成の
事業展開

技学イノベーション推進センター長

長岡技術科学大学 理事・副学長 東信彦



技学イノベーション推進センター

既存の技術開発センターを母体とし、平成２５年９月に設立

センター長 （東信彦教授）

産学官コーディネーター 3名（兼 産学・地域連携／知的財産本部）
知財マネージャー 1名（兼 知的財産センター） 特任事務職員 1名 事務補佐員 1名

事務担当 産学・地域連携課

技術開発セン
ター
・技術開発部門
・研究開発部門
・技術教育部門
・技術開発センター
プロジェクト

技学イノベーション推進センター
・イノベーション指向人材育成の体制整備及び基本方針の策定
・イノベーション指向人材育成カリキュラムの開発
・イノベーション教育モデル・評価方法の開発
・産学融合キャンパスの体制整備
・産学融合キャンパスにおける産学協働研究プロジェクトの実施
・その他産学融合研究を通した教育に関すること

部門長 （湯川高志教授）
副部門長（岡元准教授、上村准
教授）、特任教員、コーディネー
ター

技学によるイノベーション教育・エンジ
ニアリングデザイン教育の開発・推進
と基幹ネットワークの運用

・エンジニアリングデザイン力及びイノ
ベーション力に関する実践教育手法・
評価方法の開発
・基幹ネットワークの開発・運用

部門長 （東センター長（兼））
副部門長(永澤茂教授、中山准
教授）、特任教員、コーディネー
ター

世界を実習工場と捉えて地域企業と
ともにグローバルにイノベーションを
具現化する融合キャンパスを推進

・産学連携事業の企画・運用
・新技術融合地域横断型クラスタ形成
・産学官融合キャンパスの企画・運用

部門長 （山口隆司教授）

副部門長（河合教授、姫野准教
授）、特任教員

両技科大、全国高専、自治体、地場
産業協働した技学知の実践による技
術イノベーション・産業創出

・技学によるイノベーション創出
・地域横断型クラスタとの産業創出の
実践
・グローバル・イノベーションの実践

将来的に本学の産
学官融合に関する
機能を集積化

（テクノインキュ
ベーションセンター、
知財本部の機能を
統合)

技学実践教育・基幹ネッ
トワーク運用部門

融合キャンパス
推進部門

技学イノベーション・産業
創出実践部門41教員 ３７６教員

４１７教員

イノベーション拠点形成

テーマ１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する社会構築に資する基盤技術開発

テーマ２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発

テーマ３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

テーマ４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

テーマ５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活を目指した基盤技術開発

技学実践教育分野

技学イノベーション分野

学生のアクティブラーニングを通したジェネリックスキル、プロダクトスキルや
プロジェクトマネジメントを育成・対応する科目を開発する。



電力貯蔵装置

渦励振方式による
マイクロ静電発電機

図、三条市・中小企業と
本学が協働開発した風車

フライホイール用
2自由度磁気軸受

図、集光型太陽光発電(CPV)に
資するソーラートラッカー試作機

小水力発電

パワーネットワーク
シミュレータ

スマート配電

モジュール型の統合ソリューションとして提供

スタンドアローン型マイクロ電力系統システム

太陽光システム
貯 配

風 光

貯 配

風 水

地域・家族構成変化
などによりモジュール
を組み替え可能

高度技術移転・
市民普及

フィールドワーク

追跡調査
ニーズ汲み上げ

直達光・温度差・極寒など地域特性に
最適なシステム統合【試作と実地検証】

過酷環境下で軽量かつ信頼性の高いモジュールを実現する基盤研究開発

基盤
技学

基盤
技学

超高比強度構造部材開発 異種材料接合技術 タフな摺動部材作製

実践
技学

風力システム

リモートセンシング

インマルサット

気象・発電のビック
データを衛星通信
で取得。広く公開し

利用促進

技学
移転

統合技学

１）拠点イメージ
高専（一部豊橋技科大も）も含めて、長岡技科大とで形成する拠点イメージ

地域のエネルギー問題を統合的に解決する電力系統システム構築

①クリーンエネルギー（坪根、中山)

バイオマス

省エネ

高効率デバイス

高密度蓄電

70テーマ
技大教員25名
高専教員58名

（２－２）テーマ２：レジリエントインフラ
～安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発～

安全で強靱なインフラの実現および安定維持を目指して、人間の介在する安全システム分野に注目し、感性コントロール、び情報通信、光変調技術
等を駆使することにより構築する。システム実現に向けて、感性工学、BMI、BCI、ＩＴインフラ、強靭な建築技術、機能性MEMS、センシングシステム、新
素材、エネルギー管理制御システム、交通利用、安全技術等の基盤技術開発を推進する。

安全で強靭なインフラの実現

感性工学、BMI, BCI

高速Web、ネットワーク、光通信技術

インフラ構築、安全防災システム

災害モニタリング、機能性MEMSデバイス

インフラ強化人間との調和・共生

ＩＴインフラ 災害予知

サイバー攻撃 大規模災害

都市機能崩壊

超高齢化社会

情報圧縮技術

センサレス制御 スマートセンシング

異方性フォトニック技術 マイクロ振動センサ 超音波パルスエコー

GIS地理情報システム コンクリート・維持管理システム

6

93テーマ
技大教員39名
高専教員78名

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g6un76Goj8QLKM&tbnid=VmwDYViwTzlDhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/jikazan/jikazan_sonae.html&ei=_NmEUo3iBYumkgWt0ICoDw&psig=AFQjCNGtfh8e5URjayILptCJvq_tybu1Bw&ust=1384524601746615
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wt06uvZQBaIKlM&tbnid=bAbxUCjKqX8d4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.n-gaku.jp/wel/volunteer/2013/04/04/001300.html&ei=OdOEUsyOJoOIkwXQ-4B4&bvm=bv.56343320,d.dGI&psig=AFQjCNELlTtqAbVYb2osHJ43gV3F-vk1_A&ust=1384522917987349
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IE-7P0qccw6j4M&tbnid=W5scLG0bWrZxGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/jisin/jisin.html&ei=kdmEUsHTOYe0kgX7sICAAQ&psig=AFQjCNEoCTPp2WaJWIbDrv02MI1ZY8mXJA&ust=1384524488515287
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=x7ywVSFSfacqHM&tbnid=CUmgwRjYnh8uTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://khayashi.com/unclassified/gumblar/&ei=_dyEUpzIDYq0kAXum4GQBw&psig=AFQjCNFpvSZc4m9L2OA-JF9M6cmNpzG3TQ&ust=1384525282960036


分野２ 農芸化学分野

拠点3 アグロインダストリー(小笠原、姫野)
原油価格高騰

バイオ燃料生産に伴う
穀物・価格高騰

海外依存の原料

自然災害等による
廃棄農作物

高齢化社会

植物の低生産性と
栽培地の限界

分野４ 無機材料の循環分
野

分野１ 水処理分野

複合微生物系研究

植物資源 タイヤ、医療用製品

炭素循環

天然・生体に学ぶ技術創新

ナノHAp膜、細胞接着 iPS細胞活用

ネズミの癌⇒ ヒトの組織

力学的評価

分野６ 植物（工場）・IT農業分野

休耕田
耕作放棄地

地域特有の農林水産業との連携
食料生産・資源循環技術による安定した食・資源の社会を形成

未利用バイオマスの利用

ICT管理

エネルギー
の提供

化学原料

油脂

バイオプラスチック

バイオ超伝導電線

地域資源を活かす未来社会創生拠点
分野３ 六次産業分野 分野５ 天然資源・生体規範材料技術分野

（幡本将史）

（笠井大輔）

（塩屋幸樹）

（姫野修司）

（大塚雄市）

（小笠原渉）

65テーマ
技大教員18名
高専教員56名

プレミアム地域ブランド・グループ
世界を惹きつける地域ブランドの創出，利用価値の高い地域ブランドの
発掘，銘柄と品質の総合的検討

キーワード地域の特色と伝統，地域環境の活用,  地域の製品, モノ作り, 
地産地消, 地域ベルト/バレイ,  コアシーズの地域育成

3機関連携体制の構築
高専と技大の教員ネットワーク

各サイトにおける地域ブランドの創出，
発掘，育成，
地域活性化を意識した人材教育

A．材

料プレ
ミアム

B．地域
連携/加

工技術プ
レミアム

C．生物資源
プレミアム/地

域運用の総
合品質

42テーマ
技大教員10名
高専教員34名



目的： 福祉および医療への支援技術研究の促進とATにおける新技術のイノベーション
課題１：高齢者や障碍者の生活の質（QOL)を向上させる支援機器のイノベーションによる社会実装
課題２：人と機械の調和を目指したAT技術の確立とアクティブラーニングによるスーパーイノベーション技術者の育成

三機関連携プロジェクト・技学イノベーション教育

アシスティブテクノロジー・スーパー技術者育成

キーワード：アシスティブテクノロジー、三機関連携による福祉支援スーパー技術者の育成、教育AT機器の開発

①情報共有：拠点とな
る高専間で情報共有
の仕組みと地域にお
ける産学連携・知財
の実績の集約．

②開発と教育実践：
AT機器の開発（ニー
ズ掘起し）を通して，
共同プロジェクトによ
る複合的なイノベー
ションの創造（モノづ
くりマインドの獲得）

期待する効果：
・AT分野のイノベーショ
ンをとおしたモノづく
りマインドの向上
市場性と費用対効果
を意識した社会実装・
特許取得による知財
獲得と社会力育成

・産学連携の加速
⇒地域企業との共同
研究や外部資金獲
得による効果測定

拠点５

イノベーション人材育成

22テーマ
技大教員5名
高専教員21名

事業報告 （25年度）

１．技学イノベーション推進センターを設置し、拠点テーマを策
定（H25年9～10月）。
２．各テーマ（分野）での研究プロジェクトを募集（H25年10～11
月）２９２テーマ、４１７名の応募
３．2月7，8日にキックオフミーティングを長岡で開催。のべ４３５

名参加、各テーマごとに研究計画および活動の打ち合わせを
行った。
４．GINの設置（新年度から運用）。ホームページおよび連絡網
作成
26年度の計画
１．豊橋技科大から数テーマ参加の予定。さらに参加の勧誘

２．各テーマごとに競争的資金獲得に向けた分科会や勉強会
の開催とチームによる積極的な申請
３．企業の参加を推進するためのターゲットドリブン型研究へ
４．資金的に自立できる仕組みづくり。（産学融合キャンパス）



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

豊橋技術科学大学

連携

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

長岡技術科学大学

高専機構

教育改革実施本部（Headquarter）
(両学長・理事長・三機関理事各１名）

技術科学教育研究推進協議会
(教育改革実施本部＋産業界・地方自治体等）

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,地域企業等)

地方自治体

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO etc

他大学，海外協定大学

現地企業・
日系企業と
連携した世
界の中での
ものづくり

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を「未来志向」
に改革
現地活動からエネルギーを吸収，現地学生とも共
学・友好

教員のグローバル教育力向上
にも寄与

共同設置する海外拠点を活用した
共同教育人材育成事業

より深化したグローバルビジネス展開力を備
えたグローバル技術者育成のための海外キャ
ンパスの共同設置とそこでの教育を実現する。

高専教育高度化事業

グローバル工学教育推進機
構を中心に海外連携・協働
キャンパスネットワークを
構築して人材育成事業を実
施

技学イノベーション推進セン
ターを中心に産学官融合キャ
ンパスネットワークを構築し
て人材育成事業を実施

両キャンパスネットワークを融合的に活用したイノベーション
指向実践的グローバル技術者の育成（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科／技科大学部

高専本科

 海外インターシップ・海外留学
 海外実務訓練
 国際シンポジウムの共同開催
 双方向ツイニングプログラム
 ダブルディグリープログラム
 教員FD等教育体制の向上
 海外事務所共同設置・運営
 海外同窓生ネットの構築

 地域企業と一体となった技
術課題の解明

→イノベーション
 企業と高専との共同研究提

案による卒業研究
 実務訓練
 全国規模での企業連携

＋高専・技科大連携
によるイノベーション

 協働教育プログラム
 接続カリキュラム
 ＦＤ活動・人事交流

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成

これまでに極めて活発な国際的活動を
行ってきている技科大・高専がお互い
の強みを活用・連携し，日本人学生の
海外留学や海外学生と日本人学生が共
に切磋琢磨する技術者育成を行うなど，
他には類を見ない高度な海外展開を行
う「海外連携協働キャンパスネット
ワーク」を構築し，そこでの教育を推
進する「グローバル工学教育推進機
構」を共同設置し，海外で活躍できる
実践的・指導的なグローバル技術者の
育成を目指す。

グローバル指向人材育成の視点

これまで技科大・高専が先導的に行っ
てきた産学連携を発展させ，技術者教
育プログラムと一体化させるため，技
術に関する科学（技学）によるイノ
ベーションを指向する実践的技術の創
造とその実践を可能にするための開か
れた「産学官融合キャンパスネット
ワーク」を構築し，飛躍的に質を向上
させた技学を基礎にしたイノベーショ
ンを生む産学融合研究を通した教育を
推進する「技学イノベーション推進セ
ンター」を共同設置することにより，
国際競争力を持つ地域産業の活性化を
実現できるイノベーションを指向した
実践的創造的技術者の育成を目指す。

イノベーション指向人材育成の視点

グローバル社会をリードするものづくり人材，
すなわち世界で活躍しイノベーションを起こす技術者の育成を目指し，
イノベーション指向と海外展開指向のそれぞれの視点を意識しつつ

融合的に人材育成を行うことにより，人材イノベーションを実現する。

海外教育拠点を活用した，グローバルビジネス展開力を持つ実践的
グローバル技術者のリーダー育成を目指す。さらに，この拠点を活
用した共同教育コース設置の検討を進める。

海外拠点の共同設置と
共同教育コースの実現

三機関が連携・協働した
高専教育高度化の視点

イノベーション，グローバルの
両ネットワークを活用して，高
専と両技科大が連携協働した教
育プログラム及び教員の質の向
上を目指したFDや人事交流など
の事業を推進することにより，
グローバル化に対応できる高専
教育の高度化を促進する。

三機関連携・協働教育改革で育成する技術者の視点



豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学高専機構全国国立高専(51校)

海外の日系企業・現地企業

地方自治体
産業界・金融機関
(経済団体,

商工会議所,地域企業等)

三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

【教育改革実施本部
Headquarter(HQ)】

６名で構成
長岡技科大学長・豊橋技科大学長・高専機構理事長

３機関理事 各１名

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

他大学，海外協定大学海外キャンパス共同
設置準備室

【技術科学教育研究推進協議会】
両技科大学長、高専機構理事長に

加えて産業界・金融機関・地方自治体・
海外協定大学代表etc で構成

高専教育
高度化推進室

【教育改革推進室】
室長・副室長・室員

海外展開検討部会
FD等検討部会

イノベーション検
討部会

カリキュラム検討
部会

目標とする専攻と
教育方法のイメージ

24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ

25年度 26年度 27年度

グローバル指向人材育成事業
現在の三機関の豊富な国際連携活動等
の実績，財産を共有し，海外連携・共
同ネットワークを構築し，海外で活躍
できる実践的・指導的なグローバル技
術者の育成事業，育成するための必要
となる教職員研修事業の拡充・充実を
図る。

イノベーション指向人材育成事業
現在の三機関の地域に根ざした産学官
連携の強みを活かした研究開発機能を
持つ産学官連携融合キャンパスを設置
し，国際競争力のある地域産業の活性
化に対応できる，実践的イノベーショ
ン人材育成事業の拡充・充実を図る。

既存専攻
教育

海外キャ
ンパス
教育

e-learningを
活用した
共同講義

共同設置
の海外キ
ャンパス
における
教育

全国の高
専とも連
携・協働
した教育

世界で活躍
し，イノ
ベーション
を起こす実
践的技術者
の育成

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター設置
グローバル工学教育推進機構設置

共同設置する海外キャンパスを活用
した共同教育人材育成事業
グローバル又はイノベーション，グ
ローバル及びイノベーション能力を向
上させる両技科大共同の海外キャンパ
スを活用した教育コースの設置並びに
独立専攻の共同設置の検討を行う。

海外拠点を活用した
共同教育コースの実現

海外拠点を活用した
共同教育コースの検
討・実現

既存カリキュラムと
の整合性確認と不足
する科目等の検討

高等専門学校教育高度化推進室設置

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

高専教育高度化推進事業
高専教育の高度化を推進するため，高
専・技科大接続教育の強化，協働教育
プログラムの開発，FDならびに人事
交流などに事業の検討・実施を行う。

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を
科学の視点で解明する人材育成事業の充実

第3期中期目標期間

28年度 29年度

海外キャンパス共同設置準備室設置



第１回技術科学教育
研究推進協議会

H26.3.19開催

三機関連携・協働教育
改革事業シンポジウム
「グローバル化時代に求められ

る実践的技術者像」
H25.10.17開催参加者307名

国際会議共同開催
・技学カンファレンス（長岡）
参加者487名
・タイ（バンコク）シンポジウム
参加者70名
・【ISATE】国際工学教育研究集
会（奈良市）
参加者152名
・【ISTS】持続可能な社会構築へ

の貢献のための科学技術に関
する国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（香港）
参加者311名
・ﾏﾚｰｼｱ・ペナンカンファレンス
参加者170名

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ工学教育推進機構設置

・長期ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙFDの事前調査・試行としてNY市立大学ｸｨｰﾝｽﾞ
校に教員1名を先行派遣、26年度実施に向けﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計

・世界的な教育研究拠点訪問及び教育研究調査の中・短期FD
に高専教員・技科大教員を合わせて71名を派遣。

・H25年12月ﾏﾚｰｼｱ・ﾍﾟﾅﾝに海外教育拠点，H26年4月ﾀｲ・ﾊﾞﾝ
ｺｸに海外事務所を設置。豊橋技科大学部生21名をペナン校

を拠点に２ヶ月間の海外実務訓練を実施。また、海外大学等
と連携した海外短期留学・研修に学生31名を派遣、18名を受
け入れ

・長岡技術科学大学学生50名を世界各国に実務訓練生として
派遣

・ﾏﾚｰｼｱ・ﾍﾟﾅﾝ，ｻｲﾊﾞｰｼﾞｬﾔで卒業生の会合を豊橋・長岡でそ
れぞれ開催，三機関合同同窓会活動の具体的ｱｲﾃﾞｨｱの共有

・事務職員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化を目指し、両技科大の若手事務職員
23名をﾍﾟﾅﾝ等へ派遣

グローバル指向人材育成

・技学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰ設置、ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催し参加
者延べ435名。協働体制確認，今後の活動協議。

・２分野（技学実践教育分野、技学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ分野・5ﾃｰﾏ）に三
機関延べ431名が参加、技学実践教育分野5ｸﾞﾙｰﾌﾟ、技学ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ分野に23ｸﾞﾙｰﾌﾟの拠点形成

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼｰｽﾞ拠点及び地域新技術ﾓﾃﾞﾙの検討・拠点整備

・明石、仙台、岐阜高専及び高専機構とともにｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ教育カ
リキュラム教育手法・評価手法の開発に着手

・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞの確立をめざし、仙台、明石高専を対象に概
要と位置づけの整理、教育体制調査と課題抽出等分析し、授
業の指針を作成

・ICTを活用したｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞのH26年度実施に向け体制整備

・英語能力向上Pの開発、高専・技大間連携教育Pの開発、ﾎﾟｰ
ﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑの構築、e-learningｺﾝﾃﾝﾂ10科目を開発

・海外先進取組事例等調査及びｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ先進教育事例海外
研修に教職員18名、学生20名を派遣

イノベーション指向人材育成

・三機関及び全国国立高専51校計59拠点が高速通信専用回線で接続、多地点接続及び双方向での講義、会議等が可能に。

グローバルイノベーションネットワーク（ＧＩ－ｎｅｔ）

25年度までの主な実施事業について

予算額（千円） H24 H25 H26 H27* H28・29 H30以降

合計額
うち長岡技科大
うち豊橋技科大

1,558,970
750,870
808,100

1,011,044
384,160
626,884

776,543
389,500
387,043

571,140
319,160
251,180

段階的に措置
額が減少

0

自己財源によ
り継続実施

事業の予算額について
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TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

豊橋技術科学大学

技術科学教育研究推進協議会
グローバル指向人材育成の事業展開

Feb. 24, 2015, KKR東京

グローバル時代における
人 材 育 成

豊橋技術科学大学
国際教育センター松田厚範

matsuda@ee.tut.ac.jp

Feb.24,2015
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TOYOHASHI

GLOBAL

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

NAGAOKA

INNOVATION

グローバル指向人材育成事業
海外連携・共同ネットワークを構築し，海外で活躍

できる実践的・指導的なグローバル技術者の育成事業，
育成するための必要となる教職員研修事業の拡充・充
実を図る。

1.海外事務所の設置と充実

2.海外インターンシップ等
の拡充・充実

4.国際シンポジウムの拡
充・充実，共同開催

3.教員ＦＤの充実，職員S
Ｄの拡充

Feb.24,2015

http://www.kosen-k.go.jp/
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1.海外事務所の設置と充実
豊橋技術科学大学 海外教育拠点 長岡技術科学大学 海外事務所

ペナン校
(TUT-USM collaboration centre)

平成25年12月 開所
現地におけるグローバル事業を推進し、教育研究・社会
連携及び国際貢献等に資する。

タイ事務所

モンテレイ（メキシコ）事務所

平成26年4月 開所

平成26年8月 開所
実務訓練先拡充や関連機関等との連携強化を図る。

○ タイ事務所（27年1月末現在）

・企業等訪問数 136回（延べ数）
（タイ以外のインドネシア、マレーシアへの訪問を含む）

・実務訓練開拓数 5社
（SIAM SENATER社、ウエスタンデジタル社等）

○ モンテレイ事務所（27年1月末現在）

・企業等訪問数 41回（延べ数）

開設以来、着実に活
動実績を積んでいる。

○ ペナン校（27年2月現在）

・来訪者数 496人（延べ数）
（1）TUT学生の研修プログラム利用 22人

（特別推薦学生の海外研修、博士課程教育リーディング
プログラムのグローバルサマースクール）
（2）TUT学生のペナンにおける海外実務訓練の利用

33人
（3）三機関SDの利用 5人
（4）グローバルFD（長期FD）教員のペナンでの英語実
践教育利用 10人 など。

Feb.24,2015
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2.海外インターンシップ等の拡充・充実

正規課程 専攻科

高等専門学校

豊橋技術科学大学

大学院

博士後期
博士前
期

学部

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

age

海外実務訓練
学部4年次の2ヶ月間実施

※TUTでは、2ヶ月間の実務訓練が必修
となっている。 25年度は21名、26年度は

10名の学生を派遣。

【26年度から新たに実施】
海外実務訓練（課題解決型）
学部4年次の2ヶ月間に引き続き、博士前
期課程1年次の3ヶ月間を連続して実施。

26年度、若干名の学生を派遣。

【海外実務訓練の拡充】
・学部4年次の約6ヶ月間実施。
・タイにおいては、26年度実務訓練先を5ヶ所新規開拓し、そのうち2ヶ所については、2高専（長岡、長野）が実務
訓練に利用。
・26年度はタイにNUT学生を14名派遣（海外全体で58名派遣）、高専生4名派遣。

【27年度実施予定】
高専学生を対象とした海外インターンシッ
プをペナンで実施。
※ペナン校の常駐スタッフ体制を強化する予定。

TUT

NUT

Feb.24,2015
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グローバル教員養成プログラム
１年間，ニューヨーク・ASEAN，
年間10名程度

3.教員ＦＤの充実，職員ＳＤの拡充

三機関職員ＳＤの実施（Ｈ２６～） 2週間程度、ﾍﾟﾅﾝで実施。TUT 2
名・NUT 1名・高専 5名 計 8名

マレーシア・ペナンで実施。
マレーシア現地機関（USMなど）における実情調査により、自らの業務への企
画・提案を行った。

「コミュニケーション能力」と「英語で授業を行う教授法」の習得を目指す。

ＮＹ市立ＱＣ校にて半年間の研修（英語教授法等）

ＴＵＴで
事前研修

ﾏﾚｰｼｱ・ﾍﾟﾅﾝにおいて英語講義の実践

Feb.24,2015
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4.国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催等

IGNITE2014の様子（ペナン校）

IGNITE2014

国際技学カンファレンスin長岡（IGCN 
2014）

ISATE2014

ISTS2014

26年度：12月14日～16日
ペナン校で開催 100名以上の研究者等の出
席
マレーシア科学大学を中心とした研究者及びペナンに展

開するASEAN進出に熱心な海外企業を対象とし、応用技術
分野の先進的な研究発表をする場である。

○ 三機関のこれまでの国際連携活動を生かし、これらシンポジウムはすべて三機関が共同開催している
ものである。

26年度：6月20日～22日
NUTで開催 415名の研究者等の出席

技学の概念を体現する世界中の新進気鋭の人々が、産官
学・国の垣根を越えて長岡に集うことによって、技学を通した
社会貢献と絆の構築をさらに強め、次世代の技学の担い手
たる「技学人」を育成することを目的とする。

26年度：9月24日～26日
シンガポールで開催 約266名の研究者等の出
席シンガポール、インドネシア、英国、タイ、フィンランド、日本、
合わせて6ヶ国から教育関係者が参加し、それぞれの会場

で技術者教育に関する活発な議論と情報交換が行われた。

26年度：11月19日～21日
台湾で開催 約397名の学生等の出席

学生の講演発表では、研究分野における発表と活発な質
疑応答が行われ、英語によるコミュニケーション力が発揮さ
れ、海外の学生や他高専・大学の学生の発表に触れる貴重
な機会であった。

Feb.24,2015
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さらなる事業の発展に向けて

長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学は、文部科学省事業「スーパーグローバル大学創成支援事
業（以下、「SGU」という。）」のグローバル化牽引型（タイプB)に採択された。

※本事業は、徹底した国際化と大学改革を断行する大学を重点支援することにより、我が国の高等教育の国際競争力を強化するこ
とを目的としており、平成26年度から平成35年度までの10年間実施する予定。

豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学
「グローバル技術科学アーキテクト」養成キャンパスの創成 グローバル社会を牽引する実践的技術者育成プログラム

～グローバル産学官融合キャンパス構築～

国立高専機構は、グローバル高専モデル校として、茨城高専と明石高専を選定し、高専のグローバ
ル化に向けた取組を進めている。

三機関連携によるグ
ローバル事業の実績

両技科大SGU
事業

高専のグローバ
ルモデル事業

上述のとおり、三機関のグローバル化が進む状況下、他のグロー
バル事業との差別化を図りつつ、今後の三機関連携事業の実施に
おいては、ますます密接に連携した事業成果が期待される。

Feb.24,2015



イノベーション指向人材育成の
事業展開

技学イノベーション推進センター長

長岡技術科学大学 理事・副学長 東信彦

27.2.24技術科学教育研究推進協議会

• 技学に立脚したイノベーション指向人材の育成手法を検
討し，実施する
– 「技学に立脚したイノベーション指向人材」の定義
– 上記人材に要求される能力とその到達目標の設定
– 人材育成カリキュラムの策定
– 技学イノベーション・産業創出部門と連携した上記カリキュラム
の実施

• 三機関連携にけるコミュニケーション・協働・教育を円滑に
するICTシステムの企画・構築・運用
– グローバル・イノベーション・ネットワークシステム(GI-net)の構
築

– GI-netを活用した連携事業の実施とそれを支えるシステム運用

技学実践教育・基幹NW運用部門のミッション



（ジェネリックスキル
エンジニアリングデザイン力

イノベーション力）

イノベーション指向人材に求めら
れる能力

• 自然科学・数学に関する知識と運用能力

• 専門分野に関する高度知識と運用能力

に加え

• 技術科学思考能力

• 協調的技術開発能力

• 社会との対話能力

• 技術創生能力

三機関連携によるイノベーション
指向人材育成

高専

長岡技大

学生年齢

年次 高4, B1

19 20 21 22 23 24

高5, B2 A1, B3 A2, B4 M1 M2 D3 D4 D5

特命教員中心にスキル
アップフォロー

既存科目・共同研究の
中でスキルアップ

既存科目や技術科学イノベーション専攻科目，
自身の研究，共同研究におけ後輩の指導でス
キルアップ



到達目標と科目のマッピング: 
共通科目（試案）

【3 】 (適用) 【4】 (分析) 【5】 (評価) 【6】 (創造)能力 レベル

技術科学思考能力
課題発見力、情報収集力、
論理的思考力

技術創生能力
創生能力、エンジニアリング
デザイン力、専門能力

協調的技術開発能力
合意形成力、チームワーク
力

社会との対話能力
コミュニケーション力、英語
力、社会力

研究指導実習1 (M1) 研究指導実習2 (M2)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ実習(M1-2)

海外ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰ
ﾝｼｯﾌﾟ(D3,4)

技術科学ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ(M2,D3)

国際会議
発表(M2)

国際学会
演習(高5)

海外研究視察(高5,A1)

実務訓練(B4)

実務訓練(B4)

集中ｾﾐﾅｰ/ﾗ
ﾎﾞ(高4)

先端技術講座
/演習(高5)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎﾞI(B3,4)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎ II(M1,2)

技術者力I(B3,4)

技術者力II(B3,4)

技術科学特別実験(M1,2)

卒業研究(高5)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

実装研究(M2,D)

ひとつの研究テーマについて世代横断的に取組ませて各レベルでの能力向上を図る
（科目名は別でも，同じ研究のテーマの活動）

昨年度・今年度実施施策のまとめ
(総論)

• 本事業が育成すべきイノベーション人材の定義

• イノベーション人材が持つべき能力の規定と三機関のポジ
ション調査

• 各能力の達成目標の定義
– 各能力をブレークダウン
– ブルームタクソノミーに基づく達成目標の定義

• 達成目標と科目とのマッピング
– 来年度の策定を目指す

– 今年度は，来年度策定の際の例示となるような，共通分野お
よび一部専門分野における試案を作成

• いくつかの科目，活動の試行
– 地域横断的展開
– 世代横断的展開



技学イノベーション分野

領域１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する社会構築に資する基盤技術開発

領域２：レジリエントインフラ
安全で強靭なインフラを低コストで実現する基盤技術開発

領域３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

領域４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

領域５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活を目指した基盤技術開発

技術イノベーション・産業創出実践部門

フライホイール用
2自由度磁気軸受

スタンドアローン型マイクロ電力系システム

太陽光システム

直達光・温度差・極寒など地域特性に
最適なシステム統合【試作と実地検証】

電力貯蔵装置

渦励振方式による
マイクロ静電発電機

図、三条市・中小企業と
本学が協働開発した風車

図、集光型太陽光発電(CPV)に
資するソーラートラッカー試作機

小水力発電

パワーネットワーク
シミュレータ

モジュール型の総合ソリューションとして提供

風 光

貯 配

風 水

貯 配

地域・家族構成変化
などによりモジュール
を組み換え可能

高度技術移転・
市民普及

フィールドワーク

追跡調査
ニーズ汲み上げ

過酷環境下で軽量かつ信頼性の高いモジュールを実現する基盤研究開発

基盤
技学

超高比強度構造部材開発 異種材料接合技術 タフな摺動部材作製

実践
技学

風力システム

リモートセンシング

インマルサット

気象・発電のビック
データを衛星通信
で取得。広く公開し

利用促進

技学
移転

統合技学

拠点イメージ

高専（一部豊橋技科大も）も含めて、長岡技科大とで形成する拠点イメージ

地域のエネルギー問題を統合的に解決する電力系統システム構築

クリーンエネルギー（坪根、中山)

バイオマス

省エネ

高効率デバイス

高密度蓄電

スマート配電

基盤
技学



大きく分けて以下の4つの事項について検討した

◎縦渦を利用した次世代風車発電システムの開発
縦渦を利用した風車発電システムの開発という題目を掲げ、これに対して共通の開発

ツールならびに基礎モジュールを三機関の教員群で作製する。また、イノベーションと安全に
関する認識を共有化する。この上で、学生にこれらツールやモジュールを用いた新しい風力
発電システムをコンテスト形式で作製してもらう事を通じ、イノベーション力を養成していただく
。
（F１で言えば、レギュレーションを制定した上で、共通のエンジンを開発し、それを各チーム

に提供する、シャシーなどの部分でコンテスト化するようなイメージ）

◎パワエレフロンティア
パワーエレクトロニクスに関する、最新の技術を三機関で共有し、その技術シーズを
用いた問題解決型のコンテストを行うことで、先進の技術の活用手法を学ばせる
教育システムを開発する。

◎エネルギー変換デバイスを利用した、その場発電サービス（システム）の提案
アイディアコンテスト形式による三機関協同のものづくりに関する
教育システムの提案と当該活動を通じたウエブ上の随時書き込み更新出来るタイプの
新しい教科書の提案

◎小グループ（発電、蓄電、送電、利用技術）内でのイノベーション創成実践共同研究の推進

共同研究の推進例
自動車排気ガスの廃熱を利用した新規発電システムの構築と
一般市民にもわかりやすい実演セットの構築

三機関の学生が連携し、自動車企業との連携の元、排気ガスのような変動する
中温度廃熱源を効率よく電気エネルギに変換できるシステムを提案し、実際の
軽自動車動力系を用いた実証研究を行っている。
更に、これらの原理を一般市民にもわかりやすく伝えるための実演セットを
学生が主導で開発した。このセットは現在本学てくみゅに設置されています。

新規な廃熱回収システムの動画解説 学生が主体的に作製した実演セット



共同研究の推進例
低消費電力型融雪屋根システムの試作による省エネルギーの見える化

融雪屋根においては、雪がある一定程度の高さになったときにヒーターがONして融雪し

ている。雪の密度によって高さは異なるため、現在はかなり安全係数をかけている。
本研究においては、雪の重さを圧力センサーで測定し、正確な雪の重さを測定すること
でヒーターを出来るだけ無駄に使用しないシステムを開発した。現在、5つのシステムを

試作し、基礎データを蓄積している。

融雪屋根のシステム案 積雪量計測のための圧力センサーの試作品

共同研究の推進例
モンゴルにおける自然エネルギー計測と各地域固有環境に応じた発電システム提案

モンゴル、ウランバートルにおいて、3ヶ月間、3カ所において気象計測を行った。 大
気汚染が酷いウランバートルでは、日射計の窓がすぐに曇ること、夏は最高39度
にもなるが、冬は最低マイナス24度になることなどが明らかとなった。

マイコンなどの素子は氷点下では動作保証がないため、自己発熱型の回路素子
による電気回路設計や、窓が汚れても問題の無い蓄熱型の太陽熱エネルギー回
収システムなどを提案し、予備実験に供している。

風速データの取り込みを学生が行っている様子 太陽熱を蓄えるシステムの予備実験



レジリエントインフラ(河合、加藤)
～安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発～

安全で強靱なインフラの実現および安定維持を目指して、人間の介在する安全システム分野に注目し、感性コントロール、び情報通信、光変調技術
等を駆使することにより構築する。システム実現に向けて、感性工学、BMI、BCI、ＩＴインフラ、強靭な建築技術、機能性MEMS、センシングシステム、新
素材、エネルギー管理制御システム、交通利用、安全技術等の基盤技術開発を推進する。

安全で強靭なインフラの実現

人間との調和・共生

感性工学、BMI, BCI

ＩＴインフラ

高速Web、ネットワーク、光通信技術

インフラ強化

インフラ構築、安全防災システム

災害予知

災害モニタリング、機能性MEMSデバイス

サイバー攻撃

12

大規模災害

都市機能崩壊

超高齢化社会

情報圧縮技術

センサレス制御 スマートセンシング

異方性フォトニック技術 マイクロ振動センサ 超音波パルスエコー

GIS地理情報システム コンクリート・維持管理システム

平成26年度 レジリエントインフラ領域活動内容

・人間との調和・共生ユニット

高専・技科大間の教員相互訪問により、ブレイン・マシン・インタフェースＢＭＩ技術の先進
化および人材育成について議論を深めた。

香川高専にてモーションコントロール研究会を開催し、専攻科生の教育について議論を
進めた。

・ ITインフラユニット
脳機能計測とカオス・フラクタル解析についてのミーティングを実施した。
感性シンポジウムを開催し、高専・技科大連携の議論を進めた。

・ インフラ強化ユニット
ＧＩＳ(地理強化システム）における研究集会を行い、９高専と技科大との連携および教育
について議論を進めた。

・災害予知ユニット
「信号処理研究集会」を開催し、信号処理教育について議論を深めた。
香川高専、小山高専との協議および専攻科生の見学受け入れを実施した。

・周辺技術
シーサバイバルにおける高専・技科大連携について、議論を進めた。



イノベーション・研究成果・企業や地域との取り組み

・企業との共同研究(推進中）

日産化学工業（株）、 東京応化工業（株）、 （株）スノーボール、
トヨタ自動車 （株）朝日海洋開発、 赤穂市消防本部

・高専－技科大の共同研究(推進及び準備中）

新規電池デバイスに関する共同開発体制の確立(阿南高専、岐阜高専）
太陽光発電材料の共同研究（長岡高専）
本学室内プールにて合同実験を含む研究会（シーサバイバル）
脳機能計測とカオス ・フラクタル解析についてのミーティング
超音波と光によるハイブリッド温度計測センシング研究会
小山高専との研究打合せ

長岡技術科学大学-沖縄高専間のネッ ト ワーク計測実験

アグロインダストリー領域26年度活動内容

・研究グループの立ち上げ

・競争的資金への応募

・企業を含む共同研究の実施

・海外への派遣と留学生の受け入れ

・技科大ー高専間での学生派遣

・コンテストへの応募

イノベーション人材育成

イノベーション研究活動



分野２ 農芸化学分野

アグロインダストリー領域における活動体制
原油価格高騰

バイオ燃料生産に伴う
穀物・価格高騰

海外依存の原料

自然災害等による
廃棄農作物

高齢化社会

植物の低生産性と
栽培地の限界

分野４ 無機材料の循環分
野

分野１ 水処理分野

複合微生物系研究

植物資源 タイヤ、医療用製品

炭素循環

天然・生体に学ぶ技術創新

ナノHAp膜、細胞接着 iPS細胞活用 力学的評価

ネズミの癌 ⇒ ヒトの組織

分野６ 植物（工場）・IT農業分野

休耕田
耕作放棄地 地域特有の農林水産業との連携

食料生産・資源循環技術による安定した食・資源の
社会を形成

未利用バイオマスの利用

ICT管理

エネルギー
の提供

化学原料

油脂

バイオプラスチック

バイオエタノール

地域資源を活かす未来社会創生拠点
分野３ 六次産業分野 分野５ 天然資源・生体規範材料技術分野

イノベーション人材育成
＜沼津高専専攻科学学生１名の
長期インターンシップの実施＞

＜ベトナムからの留学生１名の
インターンシップの実施＞

＜植物工場夏季インターンシップへ学生５名参加＞

・３か月にわたるインターンシップ
・GI-NETを用いた会議（週１回）
・共同研究の実施

・１ヶ月半にわたるインターンシップ
・英語によるディスカッション
・異文化交流

千葉大学環境健康フィールド
科学センターにある植物工場
にて3日間の研修



＜水酸アパタイト錯体蛍光＋光触媒
による抗菌性皮膚膜開発＞
（岐阜高専ー技科大共同研究）

水酸アパタイト錯体の
可視光蛍光

＋可視光
応答型
光触媒

可視光（赤色光）
照射で抗菌性増強

（水酸アパタイト＋光触媒）

大腸菌減少

（水酸アパタイト蛍光錯体＋光触媒）

＜水酸アパタイト複合体開発＞

（福井高専ー技科大共同研究）

5 μmx3000

バイオマス
抽出物

＋ 水酸アパタイト

x2500 10 μm  バイオマス複合体

部分的な成膜に成功

成膜

10 μmx2500

水酸アパタイト＋

＜二枚貝の閉鎖循環式混合養殖技術の確立＞

米子高専、宇部高専、釧路高専と長岡技大の高専ー技
大連携により研究を実施。
「高専－長岡技科大共同研究の推進」 をベースに三機
関プロジェクトによる支援をうけ、研究を推進。
現在、農水省の研究プロジェクトへの応募準備中
（学生派遣６回、教員4回、技術職員１回）

イノベーション研究成果

安価で効果的なスケール対策/技術開発

自然エネルギー（泉熱）を利用した省エネ施設園芸技術の確立

・施設園芸における環境負荷低減技術の確立
・地域資源の有効活用

高付加価値農産物

南国フルーツ
熱帯性きのこ

排水処理・環境負荷低減

鉱山の温排水

鉱山温排水に含まれる有害物の除去が必要

一部温泉利用、大半は河川放流

スケール原因物質も
高濃度に含有

＜鉱山温排水の有効利用技術開発＞

地域・高専ー技科大共同研究グループの設立

＜農芸化学分野の
ネットワーク構築＞



革新的技術創造促進事業（異分野融合共同研究）採択

・ICT農業研究ネットワークで開発した成果をオープン化
・ICT農業技術者を育成
・農家、農業関連事業へのICT導入研修を実施
・拠点地域でICT農業開発のためのファブラボを開設
＝＞地域企業によるIT農業関連製品開発の促進
＝＞全国で成果をあげることでICT農業の普及を後押し

・開発したフィールドサーバで計測
・データはクラウドサーバに収集
＝＞全国から収集したデータの

解析と可視化
＝＞作物育成状況、

作業日誌データとの連携

全国で実証実験

・既存シーズ、オープンデータの活用
・ICT農業研究ネットワーク参加高専で設計

＝＞開発期間の短縮・開発コストの削減

共通データベース情報共有システムの開発

低コストフィールドサーバの開発

独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構
平藤雅之教授

ICT農業研究会参加高専シーズ

例 鶴岡高専
香川高専
鳥羽商船

アグリサーバ フィールド
サーバ, iFarmステレオ

カメラセンサ

ICT農業研究会参加高専シーズ
参加高専敷地内での実験、地域連携農園での実験
例 石川高専 NPO法人河北潟湖沼研究所

オープンフィールドサーバ情報提供

シーズ活用

全国普及に向けた活動

シーズ活用

ICT農業研究会参加高専シーズ

例 仙台高専 スマート市民農園、
東北スマートアグリカルチャー研究会

シーズ活用

オープンデータ提供 フィードバック

実証実験実施

フィードバック

実証実験実施

長岡技科大

➢世界を惹きつける地域ブランドの創出
➢利用価値の高い地域ブランドの発掘
➢銘柄と品質の総合的検討

ＷＧ１ ＷＧ2 ＷＧ3



Ｈ26年度 イノベーション研究活動、紹介

ＷＧ１ 生物資源プレミアム

ＷＧ１

岡崎先生

http://mcweb.nagaokaut.ac.jp/~iamut/cot/info/info130517.html

籾殻ガス実用化研究： 地
場の技術と資源で加速

新潟日報
（2014.5.10付）籾殻ガス化有効利用研究会

メタン高度利用技術研究センターシンポジウム
「米百俵の精神がもみ殻に形を変えて海を渡るのか」

Pyrolysis, Boubourd, 

Water gas shift, Etc…

Rice husks Fuel gas
gasification

CO,

H2,CH4

Ｈ26年度企業や地域との取り組み

http://ameblo.jp/nanko-nut/theme-10047711553.html
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/annai/gic/interview/2015_1_13.html

南口先生

燕三条

トライク代表
小山 雅由様

Ka-mono

代表
牛腸 彰様

ＷＧ2

プレミアムな地域ブランドを生み出す仕組みと
人材の実践、「燕三条トライク」、「Ka-mono」視察

http://mcweb.nagaokaut.ac.jp/~iamut/cot/info/info130517.html
http://ameblo.jp/nanko-nut/theme-10047711553.html
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/annai/gic/interview/2015_1_13.html


Ｈ26年度 人材育成、集会ＷＧ3

https://ja-jp.facebook.com/KG.MicroWindPowerProject

高専・技科大 小型風車 コンテスト

宮下先生ら http://ntic.nagaokaut.ac.jp/niigata-energy/3a.html

一関高専、
久留米高専、
長岡高専、
舞鶴高専、
長岡技科大

高専－技科大マイクロ風車プロジェクト

競争的資金への申請および獲得状況等
ＷＧ3

ＷＧ2

ＷＧ１

69,700,000(4件)

27,753,500(7件)

➢競争的資金獲得額(件数)

➢共同研究/受託研究、
契約額(件数)

➢関係企業数

➢報道件数

➢論文発表件数

研究成果最適展開支援プログラム A-STEP

18社

17件

9件

➢学会発表件数(内、国際学会件数) 28件(4件)

http://ntic.nagaokaut.ac.jp/niigata-energy/3a.html


ＡＴ領域のＨ２６年度活動

■ＷＧ１ 教材開発・支援機器開発

■ＷＧ２ 高齢者・障がい者支援（身体活動支援）

■ＷＧ３ 医用・インターフェース支援

■ＷＧ４ ＡＴスーパー技術者育成支援

— Japan ATフォーラム（学生ワークショップ）

【イノベーション研究活動】

【イノベーション人材育成】

他分野の専門共有・研究発表（ヨコ連携）
ATスーパー技術者育成支援

イノベーション技術 ・ 人材創出

スキル標準・マップ
の設計と検証

学会・技科大
との連携

AT領域における活動体制

ＷＧ４

産学連携の
デザイン教育

ＷＧ１～３
イノベーション研究ならび
に 専門分野の技術者育成

ＷＧ４
イノベーション人材育成



Ｈ26年度イノベーション研究活動

ＷＧ１ 特別支援・教育学習支援

大型外部資金獲得による９高専連携プロジェクト始動

『 学びの学習効果を見える化するためのクラウド活用によるICT教育支援教材の開発』

●文科省「学習上の支援機器等教材開発支援事業委託」平成26-28年度（H26年度実績 24,346（千円））

ＷＧ１

Ｈ26年度イノベーション研究活動
ＷＧ２

ＷＧ２ 高齢者・障がい者支援（身体活動支援）

WG2では４つのサブグループを設け、研究活動を行っている。

ＱＯＬ向上支援機器開発

高齢者支援機器：
歩行支援カートの開発

高齢者・障がい者の
住環境評価システム開発

屋内外共用
パーソナルモビリティ開発



Ｈ26年度イノベーション研究活動
ＷＧ３

ＷＧ３ 医用・インターフェース支援

ネットワーク型レスポンスアナライザ開発
企業に製作依頼。
脳機能信号解析と人のレスポンスを記録し

解析するためのネットワーク型レスポンス

アナライザを開発し企業に製作依頼を行った。

生体情報計測・情報処理における学生育成
長岡技科大（中川研究室）で開催された

「脳機能計測ワークショップ」①②に

高専の学生(８名 )が参加。計測技術を

学んだ。

30

(株)ＮＴＴドコモ
・日本マイクロソフト(株)
・オムロン(株)
・(株)日立ハイテクノロジーズ
・日本ナショナルインスツルメンツ(株)
・竹井機器工業(株)

ＷＧ４ ＡＴスーパー技術者育成支援

ＷＧ横連携による「ＡＴスーパー技術者育成」
『 Japan ATフォーラム2014in仙台』 開催

●学生ワークショップ
『10年後の福祉機器を発案する』

（7校26名が参加）

・他校の学生との協働作業
→チームワーク力育成

・アドバイザーとして
企業関係者も参加。
→産学連携デザイン教育

参加企業一覧

Ｈ26年度イノベーション人材育成
ＷＧ４
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TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

豊橋技術科学大学

教育改革推進室長
豊橋技術科学大学理事・副学長

井上光輝
inoue@tut.ac.jp

第３回技術科学教育研究推進協議会
一橋講堂, 2016年2月22日

長岡技術科学大学 国立高等専門学校機構

三機関連携事業の全体概要
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世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成
文部科学省国立大学改革強化推進事業

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

豊橋技術科学大学長岡技術科学大学

国立高等専門学校機構

全国国立高専
(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

高専教育高度化事業

技学イノベーション
推進センター

産学官融合キャンパ
スネットワークの形
成

両キャンパスネットワークを融合的に活用した
イノベーション指向実践的グローバル技術者の育成

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科/
技科大 学部

高専本科 グローバル工学教育
推進機構

海外連携・協働キャ
ンパスネットワーク
の形成

日本文化の再認識と
現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識
を「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，
現地学生とも共学・友好

教員のグローバル教
育力向上

共同設置する国内外拠点を活用した
共同教育人材育成事業

グローバル・イノベーション技術
者育成のための教育

企業と連携した世
界の中でのものづ
くり

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO 等

連携

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,
地域企業等)

地方自治体

他大学，海外協定大学
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三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

教育改革実施本部

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

高専教育
高度化推進室

教育改革推進室

海外展開検討
部会/FD等
検討部会

イノベーション
検討部会

カリキュラム
検討部会

技術科学教育研究
推進協議会

東京工業大学長・三島良直

(株) ブリジストン執行役員
（環境担当）・前田裕子

豊田工業大学長・榊裕之

(株)三菱ケミカルホール

ディングス代表取締役社
長・小林喜光

日本学術振興会学術シス
テム研究センター・
小林 誠

トヨタ自動車九州（株）
取締役社長・二橋岩雄

マレーシア科学大学長・
Prof.Dato’Dr.Omar Osman

H26年度出席者
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24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ
25年度 26年度 27年度

共同設置海外キャン
パスを活用した共同
教育人材育成事業

海外拠点を活用した共同教育
コースの検討・実現

既存カリキュラムとの整合性確
認と不足する科目等の検討

第3期中期目標期間

28年度 29年度

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター/グローバル工学教育推進機構設置

高等専門学校教育高度化推進室設置

海外キャンパス共同設置準備室設置

高専教育高度化
推進事業

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

グローバル指向
人材育成事業

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外教育拠点・事務所の設置と充実

イノベーション指向
人材育成事業

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を科学の視点で
解明する人材育成事業の充実

海外拠点を活用
した共同教育
コースの実現
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26年度までに実施した事業

●協働教育プログラム
の
カリキュラム検討

●接続プログラムのカ
リ
キュラム検討

●高専教員FD
グローバルFD

高専教育高度化

●海外教育拠点・事務所
の設置と活用
マレーシア・ペナン教育拠点,タ
イ事務所, モンテレイ事務所

●グローバルFD/SD

●海外実務訓練の強化

●国際シンポジウム

●三機関合同海外同窓会
タイ事務所

ペナン教育拠点

グローバル

グローバルFD（NYクイーンズカレッジ）

●共同教育コースの検討
次世代シミュレーション技術の開発や高度
シュミレーション技術を持つ人材育成に向け、
両大学初の共同教育コースを検討。

共同教育人材育成

●イノベーション教育
カリキュラムの開発

ミュージアムのアーカイブ化

PBL実践教育

シンポジウムのアーカイブ化

イノベーションーション

● Global Innovation 
Network System (GI-net)

●バーチャルシンポジウ
ム/ミュージアム

●地域新技術モデルに
おける人材育成
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第２回技術科学教育研究推進協議会

豊田工業大学長・榊裕之委員

•全国の高専教員がまとまれば，同じ予算規模の大学に比べて圧倒的に多い教員が，工科系
の問題意識を共有していることは大変な財産であり，イノベーションネットワークでいろ
んなことをやれるので，大きな括りでもう少し連携できたらすごいことができるのではな
いか。

（株）ブリジストン執行役員環境担当・前田裕子委員

• 知的財産をきちんと取得して，プログラムの終了後も産学連携を継続するとか，産業界
側に知的財産を渡して，もっと実用化になるようにもう少し取り組んでもらうことが非
常に有効だと考える。

日本学術振興会学術システム研究センター・小林 誠委員

• イノベーション事業に関して，大変多彩な実践的研究が行われている。

（株）三菱ケミカルホールディングス代表取締役取締役社長・小林喜光委員

• 技学イノベーション分野は，企業との接点も極めて重要なテーマであり，地方創生と
の接点もある。

• イノベーションのテーマについては，産業界にももう少し宣伝が必要ではないか。こ
れだけいいことをやっているのに，私どものところに情報が入ってこなかった気がす
る。

• 学者ぶったことをやっているのが学問だという部分が残っているのを打破するため，
実践的に企業と連携する，高専ベースの非常に実践的なところに頑張る方向がよいの
ではないか。
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東京工業大学長・三島良直委員

•産学連携で企業から流れているお金が少ないのは，産から学への期待がまだ小さいからで
ある。とにかくお付き合いをしておこう，いい学生が１人欲しいというようなレベルの話
が主流だった時代があるので，それをここで変える，非常に大きなチャンスではないか

•そこで，今，二つの技科大と高専がこういうスタイルをしっかり採るのは，モビリティー
という意味でも，力を出し合ってそれを盛り上げて，産業界に採り入れてもらう仕組みと
しては非常によいのではないか。この三機関が連携・協働した教育改革事業そのものの将
来が，今のような，これからの産学連携とか，大学の運営とか，セクター同士の壁を破っ
たり，いろんなことに繋がっていくのではないか。
•この事業が狙いとするものの考え方はいろいろあると思うが，少なくとも実施状況説明の
中では，非常に活発に動いており，大変楽しみなプログラムであり，引き続き進めていた
だきたい。

マレーシア科学大学長・Prof.Dato’Dr.Omar Osman委員

•日本のテクノロジーにアクセスする機会が増えることは，私どもにとっても大変喜ばし
いことである。海外で，そういう日本の教育を受けられ，そして，教育プログラムに参
加する人たちが，例えば，サーティフィケートやディグリーなどを提供されると，それ
はさらに励みになるのではないか。

トヨタ自動車九州（株）取締役社長・二橋岩雄委員

• 何のためのグローバル人材か，グローバル人材を育ててどういう使い方をするのか，どう
いう活躍の姿を描いているのか。世界で活躍しなければいけない，英語を話せたらグロー
バル人材かといったら，そんなことは無く，そのための大義とか動機づけをどうやって行
うかについても，ぜひ，カリキュラムあるいは教育の中に織り込んでいただきたい。

• 何のためにこれからグローバル人材が必要なのか，こういう活躍をしてほしいということ
なども教育し，モチベーションを向上させることがこれからは非常に大切である。

第２回技術科学教育研究推進協議会
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２６年度までの成果に基づいた中間評価結果
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(3) イノベーション指向人材育成について
・全体概要：三上喜貴（イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長，

長岡技科大理事・副学長）
・取組み報告：湯川高志（長岡技科大技学イノベーション推進センター

技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長）
・ 参加学生報告：渡利高大（長岡技科大大学院博士後期課程

エネルギー・環境工学専攻１年）
・企業の視点からのイノベーション人材育成：溝上裕二
（シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部

中間報告会：H28.1.14 一橋講堂

(1) 高専教育高度化・高専連携について
高専教育高度化推進室長勇秀憲（高専機構教育研究調査室長）

松本勉（高専機構教育改革推進本部国際化推進部門長）

(2) グローバル指向人材育成について
・全体概要：松田厚範（海外展開検討部会長・ＦＤ等検討部会長，

豊橋技科大学長補佐）
・グローバルＦＤ派遣教員報告

○大川原徹（北九州高専生産デザイン工学科助教）
○松本嘉孝（豊田高専環境都市工学科准教授）

パネルディスカッション
世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者
育成に向けて

パネリスト：

天羽稔（デュポン株式会社名誉会長）

小出康夫（物質・材料研究機構中核機能部門長）

日下部治（茨城工業高等専門学校長）

コメンテーター：

大西隆（豊橋技術科学大学長）

東信彦（長岡技術科学大学長）

小畑秀文（国立高等専門学校機構長）

コーディネーター：滝 順一（日本経済新聞社論説委員）

124名の出席
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中間報告会後の新聞記事
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事業費（H28以降は予定）
予算額（千円） H24 H25 H26 H27 H28・29 H30以降

合計額
うち長岡技科大
うち豊橋技科大

1,558,970
750,870
808,100

1,011,044
384,160
626,884

776,543
389,500
387,043

476,744
226,744
250,000

･･･
段階的に補
助額が減少

0
自己財源によ
り継続実施

主な使途
設備費
人件費
事業費（旅費他）

1,506,921
1,293
50,756

165,755
79,837
765,452

7,020
74,189
676,779

（見込）
0

61,000
415,744

【使途概要】
＜H24＞グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）等整備

設備費： 広域連携教育研究用情報システム 504,998千円
イノベーション創出高専・技科大ネットワークシステム 200,002千円
高専教員受入用教育研究高度化設備費 147,492千円
ものづくり・イノベーション創出教育設備 494,712千円他

その他： 設備関連工事費 35,019千円

＜H25＞海外拠点整備，FD・SD制度構築のための調査・打合せ旅費等
設備費： 先端的情報技術教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ，ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ成膜装置･3Dﾌﾟﾘﾝﾀ他
外国旅費：ペナン校設置準備関係，中短期FD，SD，海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ調査費等 170,439千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等）： 139,116千円他

＜H26＞ 長期ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙFDの本格実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等 130,025千円

謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 185,186千円
借料・回線使用料： 広域連携システム維持・保守等 105,135千円他

＜H27＞ 長期ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等 49,940千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 184,372千円
借料・回線使用料： 広域連携システム維持・保守等 57,885千円他

H28年度は大きく減額される
見込み。補助金の減，及び，
補助終了後の事業継続方策に
ついて現在三機関で検討中。

当初内定額は394,308千円
であったが，中間評価でこ
れまでの実績が認められ
82,436千円増加配分。



グローバル指向人材育成について

三機関連携事業・技術科学教育研究推進協議会
一橋大学・一橋講堂（ 2016.2.22 ）

海外展開検討部会長・ＦＤ等検討部会長

豊橋技術科学大学・学長補佐

松 田 厚 範

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

１.教員ＦＤ(グローバルＦＤ)

グローバルＦＤスケジュール概要

26年度に高専教員10名(豊橋技大教員1名）が豊橋での3ヶ月の渡
航前英語教育等を経て, 6ヶ月間のニューヨーク市立大学クイーンズ
校(QC)での英語教授法研修,その後,2ヶ月間, ペナンでの英語講義実
践の研修を行った(FD)(27年度は8名(豊橋技大教員2名）で実施中)。



【H26年度】高専出身1０名＋豊橋技科大１名
仙台高等専門学校 助 教 小林秀幸
東京工業高等専門学校 講 師 水戸慎一郎
長岡工業高等専門学校 准教授 赤澤真一
富山高等専門学校 准教授 古山彰一
岐阜工業高等専門学校 講 師 坂本 淳
豊田工業高等専門学校 准教授 松本嘉孝
明石工業高等専門学校 准教授 藤原誠之
高知工業高等専門学校 助 教 木村竜二
有明工業高等専門学校 准教授 岩下 勉
北九州工業高等専門学校 助 教 大川原徹
豊橋技術科学大学 助 教 笹野順司

【H27年度】高専出身８名＋豊橋技科大２名
函館工業高等専門学校 准教授 森谷健二
東京工業高等専門学校 教 授 市川裕子
沼津工業高等専門学校 講 師 大沼 巧
舞鶴工業高等専門学校 教 授 竹澤智樹
徳山工業高等専門学校 准教授 柳澤秀明
宇部工業高等専門学校 助 教 三澤秀明
大島商船高等専門学校 准教授 朴 鐘徳
阿南工業高等専門学校 講 師 小林美緒
豊橋技術科学大学 准教授 秋葉友良
豊橋技術科学大学 准教授 松井智哉

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

H26年度FD研修参加教員とTUT及びＱＣ関係者

H27年度FD研修参加教員とTUT関係者

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

①英語講義実践
・マレーシア科学大学

(USM:Universiti Sains Malaysia)
・Seberang Prai Polytechnic(PSP)
・Penang Skills Development Centre(PSDC)
・DISTED College
において英語による講義を実施。

＜ペナン校での活動＞

②ICTツールの開発
授業でよく使われる英語フレーズ，科学用語を文字，音声，動画で紹介。TUT公

式HPで閲覧可能。高専教員間で共有されている。

FD研修参加教員によるペナンでの
英語講義実践の様子（PSP）
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①国際交流関連の活動
・海外校との新たな連携
・学生の海外交流の引率
・学内の国際関連業務

②教育関連の活動
・英語での授業の実施
・課外活動での英語教育
・留学生の受け入れ
・日本人学生の海外派遣

③研究面等の活動
・ISATE(国際シンポジウム)の運営・発表等
・海外での研究発表

＜帰国後の活動内容（波及効果）H26FD参加者の報告より＞

高専に戻り、国際交流委員会等国際交流に係る業務
に就いたり、英語による専門科目の講義の担当とな
る等により、各高専・高専全体のグローバル化への
波及させる役割を担っている。

TUTやQCにおける研修中に構築したネットワーク
により、その後共同研究に発展させたり、QCを政
府留学補助プログラムによる学生の留学先とするこ
とに結びつけた教育・研究への波及効果もあった。

２.海外実務訓練

本事業で設置した海外教育拠
点・海外事務所を活用し, 現地
コーディネーター等を配置し実
務訓練先企業の開拓等を行った。
140名あまりの両技科大学部生
が海外実務訓練に参加した (実
務訓練先開拓数41社 うち2社に
高専生が参加)｡

豊橋技術科学大学では、マレーシア教育拠点を活用した実務訓練先企業開拓により、設置
前はごく僅かであった海外実務訓練参加者数が大きく増加した。
平成25年度：日本人学生16名・留学生5名
平成26年度：日本人学生10名・留学生2名
平成26年度：日本人学生 8名・留学生4名
基礎研究から製品開発・品質管理まで幅広い分野で行われ、職場では、マレーシア以外か
らの外国人労働者が普通にある環境であることもあり、異文化理解、 英語学習へ取り組む
意欲とその方法の改善、将来の海外駐在や国際企業への就職に対する理解度が高まった。

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果
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概ね2000年以降、本学の海外実務訓練は本格

化してきたが、従来は、(1)本学と協定大学との研

究協力等に牽連しての協定大学等への派遣、(2)

一部の国際関係担当教員による過去の開拓活動

から合意に至った企業等への継続的な派遣がそ

の主な形態であった。

事務所開設前直近平成25年度における派遣状況

■協定大学：2校（3人）

■タイ政府系研究機関：1機関（2人）

■日系企業：3社（6人） 合計１１人

事
務
所
開
設
以
降
の
開
拓
状
況

■既存先 〈派遣学生：10人〉
・協定大学：4校（5人）
・タイ政府系研究機関：1機関（3人）
・日系企業：1社（2人）

★新規開拓先 〈6社、派遣学生：8人〉
・ローカル企業：2社（3人）
・外資系企業：2社（3人〈内、長野高専
2人〉）

・日系企業：2社（2人＝長野高専1、
長岡高専1）

■既存先（平成26年度開
拓分含む）〈派遣学生：
14人〉

・協定大学：4校（5人）

・タイ政府系研究機関：
1機関（1人）

・ローカル企業：2社

（2人/3人）

・外資系企業：2社

（0人/2人）

・日系企業：4社

（6人〈内、長岡高専1人〉）
★タイの日系企業：1社（大手制御／計測
機器メーカー）

★ベトナム（ハノイ）のローカル企業：1社（
ITベンチャー企業=若手役員3人共に日
本の高専→豊橋技科大→東大修士ま
たは電通大修士卒）

平成27年度派遣状況 【19人】

★新規開拓先 〈11社、
派遣学生：5人〉

・タイ工業省所管人材育成機
関：1機関（0人/2人）

・ローカル企業：1社（1人＝

香川高専）

・外資系企業：1社（0人/1人）

・日系企業：3社（3人）

・インドネシアのローカル企
業：3社（1人/3人）

・インドネシアの日系企業：
2社（0人/2人）

【参考追記；国立インドネシア
大学工学部との新規交流協
定合意取付け】

※新規開拓数には、タイ及び
管轄するASEAN諸国での
新規も含む

※（○人/○人）は、（派遣学生
数/派遣可能人数）

平成26年度派遣状況【18人】

平成28年度新規確約済み状況

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

長岡技術科学大学タイ事務所を活用した実務訓練先開拓状況

３.海外教育拠点・事務所の設置と活用
・マレーシア・ペナン教育拠点【25年12月開設】
・タイ事務所【26年1月開所】
・モンテレイ(メキシコ)事務所【26年6月開所】
設置した海外教育拠点・海外事務所を活用し，海外実務訓練先開

拓, FD/SD,学生国際交流等の拠点として三機関が積極的に活用した
(延べ800名以上が利用, 企業等訪問数延べ220回)。

平成27年度からは高専機構前理事・前明石高専校長である京兼教授を豊橋技術科学
大学のペナン校常駐教員として配置し、高専学生の海外英語研修の実施等、高専と
連携したプログラムの計画も進めている。

マレーシア教育拠点（ペナン） タイ事務所

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

モンテレイ事務所開所式の様子



海外実務訓練の新規受入れ先
開拓のためのアプローチ方策

実務訓練の新たな受入れ先の開拓に当たり
、技科大＆高専との連携ならではのセールス
ポイントに焦点を当て前面に押出した。

①卒研の代替科目ゆえの本格的な「テーマ探
求型“実務”訓練」であること

②技科大＆高専ならではの実習/演習経験の
豊富な若きエンジニアとして、新しい発想に
基づく「カイゼン提案」「新たな企画・設計提案
」「機械・治具等の試作」などのアウトプットに
よる企業側への貢献が期待できること

③現場内のローカルエンジニアとの接触やQC
サークル等の一員に加入させることにより、
現場の活性化にもつながること

④中長期的な次世代の日本の技術者を育てる
ための先行投資でもあること

⑤他方、学生にとり、研究室等でのシュミレーシ
ョンとは違った“生の製造現場・現実の経済
活動”といった「プレ社会人」を修士課程等へ
の進学以前の段階で3～5カ月間に亘り没頭
することは、学内研究との実証的な比較が望
めるとともに、今後の実社会で技術者となる
上でのモチベーションにつながること

左
記
の
観
点
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
主
要
ア
プ
ロ
ー
チ
方
策

具体的なアプローチ

○タイ事務所コーディネーターのこれまで培ってき
たネットワークを活用
・HIDA（JODC+AOTS）に勤務
・タイ金型産業人材育成プロジェクト、タイやマレーシア
での自動車部品産業人材育成プロジェクトなど

○技大同窓会ネットワーク、特にOB/OG在籍大学
の卒業生との連携

○各地の工業団地公社事務所との直接交渉→日
系企業定期役員会や総会等での「実務訓練PR
説明会」実施時間枠の獲得

○政府関係機関・NPO法人等（タイ工業省、インド
ネシア金型協会、JETRO、産学連携教育日本フ
ォーラム(WIL)等）からの情報収集及びサポート
取付け

○各種異業種セミナー、工業展示会等の場での新
たな企業等との積極的な接触とPR

○新潟県からの進出企業ネットワークとの接触

○特にローカル企業選定にあたっては、何らかの
形〈日系との合弁、日本人技術者等による指導
または関与、技科大卒業生との牽連性〉で日本と
の関与が現存している企業を選定

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

長岡技術科学大学タイ事務所における活動実績

４.国際会議

三機関が連携・協働し、
・IGCN【International GIGAKU Conference

(国際技学カンファレンス)】
（第3回：H26.6月、長岡市、第4回：平成27年6月、長岡市）

第４回目となる27年度は海外14ヶ国73名を
含む540名が参加。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

・IGNITE【International Conference of 
Global Network for Innovative 

Technology 】
（第２回:H26.12月、第３回:平成28年1月）

第３回目となる27年度は、国外研究者・
学生のほか、日本からの研究者・学生を合
わせて総計250名以上が参加。口頭及びポ
スター発表209件、若手研究者向けのチュ
ートリアルセッションが行われた。



・ISATE【International Symposium on Advances in 

Technology Education】
(ISATE2014：H26.9月、シンガポール、ISATE2015:平成27年9月、

長岡市）

シンガポールのポリテクニック5校と共催の教員向
け国際研究集会。27年度は国外からはASEANからを
中心に64名、国内より107名の計171名が参加。昨
年度までの発表形式に加え、グループワークを実施
することで、参加者同士の交流が深まり、新たな
ネットワークが構築された。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

・ISTS【International Symposium on Technology for 

Sustainability 】（ISTS2014 ：H26.11月, 台湾、ISTS2015:平成27年8月、マレーシア)

高専機構と海外の包括協定校の共催による、コミュニケーション能力の向
上と国際感覚の涵養に貢献することを目的に実施する高専学生主体の国際
シンポジウム。
来年度開催に向け、グローバルリーダーとして求められる「主体性、問

題発見・解決力」等を発揮できる人材育成をさらに高度化させるため、ア
クティブ・ラーニングを大幅に取り入れる等の見直しを現在行っている。

５. 三機関合同海外同窓生交流会
H26年度にマレーシア・ペナン、ベトナ

ム・ハノイにて三機関合同の海外同窓生交
流会を開催し、計約160名の同窓生・各機
関関係者が交流し、ネットワーク形成を
図った。

H27年度には、タイ・バンコク(10/30)、
ラオス・ビエンチャン(10/31)、ベトナ
ム・ハノイ(11/1)にて三機関合同の海外同
窓生会議・交流会を開催し、計約100名の
同窓生・各機関関係者が交流し、ネット
ワーク形成を図った。
会議では、開催頻度やネットワーク構築

ツール等今後の運営に関しても話し合いを
行い、今後の検討材料とすることとした。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

27年度開催三機関合同海外同窓生会議・交流会
（上からタイ，ラオス，ベトナム）



H26年度は、三機関の事務職員計８名が合同で、
マレーシア教育拠点等でマレーシア科学大学(USM)
の職員と業務内容の意見交換、国際会議
（IGNITE2014）の開催支援等の国際実務研修を
行った（9日間〜14日間）。

H27年度は１月末〜２月下旬にかけ２組に分かれ
て、三機関より計22名の若手事務職員が、GI-net
を活用した派遣前国際儀礼や国際法務、英語契約書
作成等の研修の後、マレーシア教育拠点等での国際
実務研修を行っている（14日間）。

SD研修参加職員とUSM職員との意見交換の様子

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

ペナンでの研修の様子

報告会実施後の修了証書授与式の様子

６. 職員ＳＤ

大学のグローバル化には、教員、学生だ
けではなく、事務職員のグローバル化も必
要であり、三機関の事務職員グローバル化
を目的に、海外拠点を活用したSDプログ
ラムをH26年度より開始した。



イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会
ー イノベーション指向人材育成事業 ー

三機関連携事業
イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長
長岡技術科学大学 理事・副学長 三上 喜貴

成果報告

参考資料：ある学生の報告－人材育成プログラムの事例

平成２８年２月２２日 東京

高専・両技科大協働による全国のものづくり地域
とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな成長拠点を結ぶ産学融合ｷｬﾝﾊﾟｽ三機関連携事業

「イノベーション産学
融合キャンパス構想」

工部大学校：当時のNATURE誌が”a highly scientific training, 

combined with actual practical experience in engineering workshops”

と称賛した欧米にも類を見ない先進的・実践的技術者教育を実現

技術科学大学＋高専
15歳に始まる実践的技術者教育＋学部修士
一貫教育＋産学共同研究環境を教育の場と
しても活用した技術開発ｾﾝﾀｰ＋長期実務訓練

明治初期
急速な技術導入を
主導した人材育成

1960～1970年代
高度成長を支える
産業人材育成

世界で活躍し、イノ
ベーションを起こす
実践的技術者育成

基幹インフラとしてのＧＩ-net

技学ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ・産業創
出実践部門

6領域におけ

る地域横断
型ｸﾗｽﾀとの
産業創出や
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ実践

融合キャン
パス

推進部門

世界を実習
工場と据え
地域企業と
共にｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝを実現する
融合ｷｬﾝﾊﾟｽ

技学実践教
育・基幹ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ運用部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ力・ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ力に
関する実践
教育手法・評
価方法開発

位置づけと概要
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教育の舞台としての本学国際連携ネットワーク（三機関事業開始時）
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海外実務訓練派遣
累計600人、20カ国以上

留学生比率１４％
累計70か国から

■実務訓練派遣数
■うち海外派遣数

■実務訓練
派遣国

社会人
留学生

ハノイ
ＴＰ

ﾒｷｼｺ
ＴＰ ＤＤＰ

基幹ネットワーク運用部門 GI-net

GI-net接続延回数
Total Connections

1 to 1 多地点接続Multi-point

< 10 10～39 40 <

2014.04 – 2015.03 1,137 545 151 29

2015.04 – 2016.01 705 670 147 27



領域１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する
社会構築に資する基盤技術開発

領域２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する
基盤技術開発

領域３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

領域４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

領域５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活
を目指した基盤技術開発

領域６：グローバルイノベーション教育

技学イノベーション・産業創出実践部門

日本再興戦略 2013閣議決定

1 国民の健康寿命の延伸

2 ｸﾘｰﾝで経済的なｴﾈﾙｷﾞｰ

3 安全便利な次世代ｲﾝﾌﾗ

4 世界を惹きつける地域資源
で稼ぐ地域社会

技学実践教育部門では、学生のアクティブラーニングを通じ、ジェ
ネリックスキル、プロダクトスキル、プロジェクトマネジメントスキル
を育成し、対応する科目を開発する。

技学イノベ部門／アシスティブテクノロジー領域

他分野の専門共有・研究発表（ヨコ連携）
ATスーパー技術者育成支援

目標：イノベーション技術 × ＡＴ技術者人材創出

スキル標準・マップ
の設計と検証

学会・技科大
との連携

産学連携の
デザイン教育

WG4

WG1 WG2 WG3



共同
研究

『パラリンピック』をテーマとした共同プロジェクト
2015年発足

長岡技術科学大学・塩野谷研究室と連携し、

ＷＧを横断した共同研究プロジェクトが発足。

下記の２本柱で研究・開発を実施予定。

①「アスリート対応」に係る共同研究

⇒塩野谷研が中心。高専は「機械要素や素

●●材などに関する技術・知識」、「試作機の

●●動作検証」などの側面で連携する予定

②「障がい者の競技観戦支援」に係る共同研究

⇒高専が中心。当事者自身が競技を楽しむこ

とも想定。ＷＧ２主導で実施予定。

技学イノベ部門／アシスティブテクノロジー領域

テーマ Japan ATフォーラム2015 研究発表と技術者育成の交流会
～障害のある人と共に考える支援技術のあり方～

開催日 2015.9.26（土）-27（日）
会 場 長野高専
参加者 ２日間でのべ160名 （うち学生：12高専32名）
内 容 基調講演、ポスター発表（学生20件）

企業展示（6社）、口頭発表（学生12件）
２日目ワークショップ（障害当事者・支援者20名）

『Japan ATフォーラム2015 in 長野』開催
～ＷＧ横連携によるATスーパー技術者育成の取組～

人材育成
イベント

技学イノベ部門／アシスティブテクノロジー領域



技学実践教育部門

11高専＋長岡技科大の学生が集い、目標（Pioneers Asia 2016）に向け行動

全国ネットワーク・代表者グループ形成
地域の核となるリーダー育成

Innovation Idea Design (IID) プロジェクト
高専－技科大「一気通貫型」融合教育の構築

創造性、独創力、合意形成力
コミュニケーション力

エンジニアリング・デザイン力

学年・国を超えた35名
（16歳~32歳・5カ国9名の留学生）

・イノベーションアイディア発案
・グループワーク
・ファシリテーション講座

・アイディアのロジック構築
・グループワーク
・ビジネスの実態講座

論理的思考力、批判的思考力
情報収集力、課題発見・解決力

・プレゼン資料の作成（英語）
・アイディア情報発信（英語）

世界を担う
PMの育成

教育手法
評価手法

高専４−５年生
専攻科生対象

技学実践教育部門

教育
手法

高専の海外インターンシップ
国際共同研究等での海外視察・実験
など



Professional Engineer Library Series
機械分野（１）、材料分野（１）、化学分野（３）の計5冊

技学実践教育部門

教科書

書名 ISBN

Professional Engineer Library 材料力学 978-4-407-33282-7

Professional Engineer Library 有機化学 978-4-407-33247-6

Professional Engineer Library 化学 978-4-407-33255-1

Professional Engineer Library 機械・金属材料学 978-4-407-33725-9

Professional Engineer Library 物理化学 978-4-407-33726-6

ソーシャルイノベーション特論

• 平成27年度に新設（大学院修士課程、専門科目（機械・生物））

• 授業形態と単位数：講義、２単位

• 授業目的：

– 地域課題解決をリードするファシリテーション能力を備えた技術者の育成を目指す。現
実の地域課題を設定しその解決のプロセスを通して、“技術科学ファシリテーター”とし
て必要な創造力、コミュニケーション力、ファシリテーション技法、合意形成力、そしてそ
れらを総合した問題解決能力を養うことを目的とする。

• 授業の内容：

– ワークショップ、ファシリテ－ション、ロジカル／ラテラルシンキング

• 授業の内容：

– ワークショップ、ファシリテ－ション、合意形成等の技法に関わる講義

– ソーシャルイノベーションの事例に関わる講義

– 学生主体の社会課題設定、解決策検討のワークショップ、プレゼンテーション

教育プログラムへの導入

新設
科目



技学イノベーション特別講義

• 平成26年度に新設 （学部4年生、教養科目）

• 授業形態と単位数：講義、１または２単位

• 授業目的：

– 社会においてイノベーションを実践してきた多様な講師による講演を聴講し、技学を修
め社会においてイノベーションをリードする人材としての素養を高めつつ、今後の学修
の動機付けや進路選択の一助とする。

• 授業キーワード

– イノベーション、起業、デスバレー（研究開発）、キャリア教育

• 授業の内容：

– 学内で開催される特別講演会、匠陵講演会、起業セミナー等、及び学外の指定された
講演会等の受講によって当該科目の履修とする。

– 60～90分の1講演で1ポイント、8ポイントで1単位、16ポイントで2単位とする。

– 履修は４年１学期を基本とするが、その学期に限らずそれまでに獲得したポイントの合
計をもって単位認定を行う。

教育プログラムへの導入

新設
科目

本学教育プログラムへの適用

新専攻
技学イノベーション専攻、5年一貫、2015年4月創設
産学官融合キャンパスを最大限に活用



到達目標と科目のマッピング:共通科目（試案）

【3 】 (適用) 【4】 (分析) 【5】 (評価) 【6】 (創造)

技術科学思考能
力
課題発見力、情報収集力、論
理的思考力

技術創生能力
創生能力、エンジニアリングデ
ザイン力、専門能力

協調的技術開発能力
合意形成力、チームワーク力

社会との対話能力
コミュニケーション力、英語力、
社会力

研究指導実習1 (M1) 研究指導実習2 (M2)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ実習(M1-2) 海外ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(D3,4)

技術科学ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ(M2,D3)

国際会議発表(M2)

国際学会
演習(高5)

海外研究視察(高5,A1)

実務訓練(B4)

集中ｾﾐﾅｰ/ﾗ
ﾎﾞ(高4)

先端技術講座/演習(高5)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎﾞI(B3,4)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎﾞII(M1,2)

技術者力I(B3,4)

技術者力II(B3,4)

技術科学特別実験(M1,2)

卒業研究(高5)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

能力

実装研究(M2,D)

レベル

ひとつの研究テーマについて世代横断的に取組ませて各レベルでの能力向上を図る
（科目名は別でも，同じ研究テーマの活動）

PBL科目

高専４−５年生 専攻科生
技科大３−４年生 大学院生

ｶﾘｷｭﾗ
ﾑ設計

付録



コミニュケーション力 研究力 マネジメント力

長岡技大 博士
(ハノイ工科大)

· ダブルディグリー · 研究
· JSPS 特別研究員

· 研究

長岡技大 修士 · 国際学会発表
(英語)
· 技大高専連携PJ

· 研究
· 英語論文投稿

· 海外との共同研究
· ワークショップの開
催
· 企業との共同研究

長岡技大学部
(ハノイ工科大)

· 実務訓練
(ベトナム語·英語)

· 海外での研究活
動
(環境づくり)

長岡技大学部
(ハノイ工科大)

豊田高専 · シンポジウム · 実験·実習
· インターンシップ
· 卒業研究

高専-学部-大学院、
研究を活かしたグローバル・イノベーション人材育成

（実践的な研究者＆選ばれる社長・経営者）

豊田高専での研究

河川上流域における粒径有機物組成の地点分布の把握

フィールド調査

炭素·窒素安定同位体比
· 研究の流れ·まとめ方

· 研究のおもしろさ ·たのしさ

· 最先端実験装置による研究

河道内由来

陸域由来

Workshopへの参加

実験実習

長岡技大
オープンハウス（１−２週間の研究室体験）

· 大学進学に興味
· 世界レベルの水処理研究室
· 海外長期実務訓練

長岡技大に編入



長岡技大での実務訓練 (学部4年)

実務訓練先 :ベトナム·ハノイ工科大学

期間 : 5ヶ月間

実験TA

既存の処理システムからの温室効果ガス測定

·水処理技術の社会的ニーズを痛感

· 英語· ベトナム語の体得

· 現場での分析技術の修得

日本語クラスでのTA

現地の水処理システムの見学
改善案の提示

簡単なベトナム語の体得

長岡技大·大学院での研究活動
（既存水処理技術を科学し、国内外で選ばれる次世代水処理技術に展開）

研究を深める（天然ゴム製造工程から排出される廃水処理システムの構築）
①既往の処理システム評価 ②ラボスケール処理システム ③パイロットスケール処理システム ④実規模システムの設計指針

社会実装

IWA-ASPIERでの口頭発表 企業向けWorkshopの主催

関係各位の調整·会場準備 学会冊子の取りまとめ

IGCNでの口頭発表·座長

マネジメント

コミュニケーション

研究成果の発信とイベントの運営



新規技術を横展開する研究（企業との共同研究）

日本学術振興機構
特別研究員に選考

新規廃水の処理手法の開発
(株) 住友理工

糖蜜廃水の処理
(株) 三井製糖

インドネシア魚工場廃水PJ
(株) 日水コン

シンガポール工業廃水処理PJ
(株) 明電舎

ISTS 2013での口頭発表（香港） 高専・技科大融合人材育成PJ（長岡）

食品事業廃水処理PJ
(株) 昭和興業

学会発表·論文

査読付き英語論文 : 2本

国際学会口頭発表 : 6件
表彰 : 2回
(全国土木学会年次講演会優秀発表

賞, IGCN2014 Best poster award)

グリコール類含有廃水の処理方法, グリコール含有廃水処理装
置及びこれらに用いられる汚泥 (住友理工と共同)

(出願番号 : 2013-239217)

特許出願

高専・技科大連携人材育成（研究・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

長岡技大·大学院での研究活動
（既存水処理技術を科学し、国内外で選ばれる次世代水処理技術に展開）

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）

実践型授業プロジェクト 2014.12.24-26

イノベーション・アイディア・デザイン 2015.12.26-28

· マルチリンガル型講義·演習

· ハッカソン型演習

英語·ベトナム語によるエンジニア教育

· ケーススタディー

· MBA手法

ビジネス力·マネジメント力の養成

ベトナム国での研究発表・研修 2015.1.22-23
· ホーチミン工科大·ベトナムゴム

研究所の見学

· ポスター発表



イノベーション・アイディア・デザイン 2015.12.26-28

問題解決能力·マネジメント能力の訓練·修得

外部講師によるイノベーションに
関する講義

環境要因PEST, SWOTなどの分析手法
高専生·大学生·院生·留学生
を混ぜてグループワーク

英語で90秒プレゼン各高専生が持ち寄った課題を選考

日経新聞主催 PIONEERS ASIAへの応募

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）

Team Umeboshi
メンバー: 泰地均 (和歌山高専 5年)

早川佳孝 (熊本高専専攻科1年)
鈴木 雄大 (函館高専 5年)
アデリン (長岡技大イノベーション1年)
渡利 高大 (長岡技大 博士1年)

目的
梅干しの更なる売り上げの拡大·普及
南高梅ブランドからの和歌山県PR

ターゲット （今回のターゲット顧客）
5～6億人(全人口の約１０％)
全世界のベジタリアン

PESTの要因 視点

政治的環境要因 P 軽減税率、TPP

経済的環境要因 E 世界農業遺産、円安

社会的環境要因 S 若者の梅干し離れ、流通

技術的環境要因 T HP作成

内部環境 外部環境

プ
ラ
ス
面

強み(Strength)

健康に良い

味の多様性

機会(Opportunity)

ベジタリアンコミュニティー

通信販売ブーム

宅呑み傾向

食糧危機

マ
イ
ナ
ス
面

弱み(Weakness)

価格が高い

好みによる

脅威(Threat)

安価な中国産

消費税

自然災害

 新規市場の開拓

 ベジタリアンコミュニティーを中心
とした世界的普及

 アンテナショップの設立

PEST 分析

SWOT 分析

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）



先輩博士学生・先輩
CALTECH (アメリカ) 
イリノイ大 (アメリカ)
Max Plank Institute (ドイツ)

海外の研究者
· チュラロンコン大 (タイ)
· キングモンクット工科大学 (タイ)
· ハノイ工科大 (ベトナム)      etc.

企業（海外）

· 明電舎シンガ
ポール
· 日水コンイン
ドネシア

·長岡 ·木更津 ·岐阜
·和歌山 ·舞鶴 ·新居浜
·阿南 ·香川·呉 ·松江 ·
鹿児島・他

高専

アグロインダストリー領域に関するイノベーション

· 新規生物処理によるエネルギー回収
· 有用微生物によるバイオマスの有価物への転換
· 微生物による土壌浄化、他

研究所
· 産業総合技術研究所
· 国立環境研究所
· 海洋研究開発機構

· 実務訓練
· 博士学生
の受け入れ

· 三井製糖
· 住友理工
· 昭和興業
· 三機工業
· クボタ

企業（国内）

焼酎粕の有効利用

宮古島糖蜜廃水

ベトナムゴム廃水

高専生

ハノイ工大
にてDDP

技科大研究室で
の夏季実習、

卒研・特別研究の
データ取り
共同研究の実施

学生·教員の相互交流

卒研・特別研究
の補助インターン

世界のニーズ

· 実務訓練 · 共同研究
· 社会人博士学生
·社会人客員教員

研究実施

実務訓練

国際協働、ﾈｯﾄﾜｰｸ

次の自分が見える！
新たな展開！

次の自分が見える！
新たな研究展開！長岡技大 (研究拠点)

技科大D1
日本学術振興機構
特別研究員DC1

·最先端の研究設備
·ノウハウ

研究拠点での高専・技科大連携による成長：
一連の流れがあり、未来が見える（アグロインダストリー領域）

ビジネス力·マネジメント力の習得

学生·研究者の
相互受け入れ

世界の情報

未来の私
社長・研究者

まとめ

◎高専1年生からはじまる12ヶ年一貫研究

◎マネジメント力·コミュニケーション力

◎世界を舞台とした研究活動

· 専門により長い時間触れることが可能
· 技大高専連携による最先端研究活動

· 実務訓練や企業との共同研究を通した能力の向上
·高専・技大融合イノベーション人材育成PJによるビジネス力

研究拠点での高専・技科大連携による成長：
一連の成長の場があり、未来が見える

· 既存の水処理技術を, 国内外のニーズに対応すべく, 且つ, 
社会のニーズ=持続性を加味して, 実用的な技術として開発

· 国内外から選ばれるイノベーションの実践



世界をリードする
研究・技術者

－世界で活躍し，イノベーションを起こすスーパー技術者の育成－

技術を基にして
世界と地域で活躍できる経営者

スーパースターの育成

マネジメント
力

世界に通用す
る研究・技術

グローバル
感覚

研究・技術をビジネスにす
る力、マネジメント力などを
涵養する科目

＜６領域＞
☆クリーンエネルギー
☆レジリエントインフラ
☆アグロインダストリー
☆プレミアム地域ブランド
☆アシスティブテクノロジー
☆グローバルイノベーション教育

英語力、コミュニケーショ
ン力、地域でのグローバ
ル対応力などを涵養する
科目

ものの見方・考え方／ 「気づき」力／ 自学自習能力の向上

マネジメント
のプロ

教育体制

育成する人材像

獲得する能力

研究・技術の
スーパー
スター

グローバル
ビジネスマン

教育・研究内容
・プロジェクトマネジメント
・プロダクトスキル
・ジェネリックスキル

教育方法
・アクティブラーニング

高専・技科大教員、企業人、等

イノベーション指向 国際通用性・グローバル指向

技学イノベーション教育における
育成する人材像と教育研究体制（概要）
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TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

豊橋技術科学大学

教育改革推進室長
長岡技術科学大学 理事・副学長

鎌 土 重 晴

第４回技術科学教育研究推進協議会
KKRホテル東京, 2017年2月23日

長岡技術科学大学 国立高等専門学校機構

三機関連携事業の全体概要
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TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Toyohashi University of Technology

Nagaoka University of Technology
Executive Director, Vice President  

Shigeharu Kamado

Nagaoka University of Technology National Institute of Technology,

KOSEN

Outline of the Project

The 4th meeting of the Council for the Promotion of
Education and Research in Technology

KKR HOTEL TOKYO, 23rd February, 2017
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世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成
文部科学省 国立大学改革強化推進事業

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

豊橋技術科学大学長岡技術科学大学

国立高等専門学校機構

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

高専教育高度化事業

・地域企業と一体となった技術
課題の解明→イノベーション

・企業と高専との共同研究提案
による卒業研究

・実務訓練
・全国規模での企業連携+高専・

技科大連携によるイノベー
ション

技学イノベーション推進
センター

両キャンパスネットワークを融合的に活用した
イノベーション指向実践的グローバル技術者の育成

（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

・海外インターンシップ・海外
留学

・国際シンポジウムの共同開催
・教員FD等教育体制の向上
・海外事務所共同設置・運営
・海外同窓生ネットワーク
・双方向ツイニングプログラム
・ダブルディグリープログラム

グローバル工学教育推進
機構

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を
「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，
現地学生とも共学・友好

共同設置する国内外拠点を活用した
共同教育人材育成事業 より深化したグローバルビジネス展開力

を備えたグローバル技術者育成のための
海外教育拠点の共同設置とそこでの教育
を実現するとともに、独立専攻の共同設
置を検討

現地企業・日系企業と
連携した世界の中での
ものづくり 教員のグローバル

教育力向上にも寄与

海外の日系企業・現地企業
MEXT,JSPS,JST,JASSO 等

連携

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,
地域企業等)

地方自治体

他大学，海外協定大学

・協働教育プログラム
・接続カリキュラム
・FD活動・人事交流

高専本科
高専専攻科/技科大学部
技科大修士（博士前期）

技科大博士後期
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Fostering Globally-Engaged, Practical and Innovative Engineers
National University Reform Enhancement Promotion Project

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Fostering Globally-Engaged, 
Practical and Innovative Engineers

Toyohashi University
of Technology

Nagaoka University
of Technology

National Institute of Technology

51 Colleges

Educational institutes spread out all over Japan to 
foster engineers with Monozukuri (manufacturing-

oriented) mind

KOSEN Education 
Development

･Grasp technical problems 
together with local 
companies→innovation

･Graduation study to follow 
up joint research by 
companies and KOSEN

･Internship
･Innovation-oriented through 
nation-wide collaboration 
between companies reinforced 
by tie-up between KOSEN and 
UTs

GIGAKU Innovation 
Promotion Center

Foster innovation-oriented world-leading engineers by harmoniously 
utilizing networks of the both UT campuses(supplement and deepen 

the current educational resources)

Innovative-Orientated 
Human Resources

Globally-Orientated 
Human Resources

･Implement overseas internship･
studeying abroad

･Co-organize international symposia
･Enhance educational system 
including faculty development

･Jointly setup and run overseas 
offices

･Build overseas alumni network
･Bilateral twinning program
･Double degree program

Institute for Global 
Network Innovation in 
Technology Education

Renewed appreciation of 
Japanese cultures and 
absorption of local cultures

Change students’ attitude from the one 
inward directed to future directed. Absorb 
energy from activities in international 
societies while making friends and being 
co-educated with international students

Collaborative human resources development 
project by utilizing overseas educational 
faculties established in collaboration

Collaboratively setup overseas 
educational base to foster globally-
oriented engineers capable of proficient 
global business development. Study the 
feasibility of collaborative creation of 
an independent specialized course

“Monozukuri” in  collaboration 
with local companies and Japanese 
companies anywhhere in the world This project is also expected 

to deepen faculties’ ability 
as a global educator.

Japanese companies overseas and 
foreign companies

MEXT,JSPS,JST,JASSO etc.

In concert 
with

Industries and 
Financial 
organizations

Local 
government

Other Univ. and overseas 
partnership Institutions

･Collaborative education program
･Joint education program
･Faculty development activities 
and personnel exchanges

KOSEN regular course
KOSEN advanced course/
UT undergraduate course
UT master’s course
UT doctoral course
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三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

教育改革実施本部

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

高専教育
高度化推進室

教育改革推進室

海外展開検討
部会/FD等
検討部会

イノベーション産学
官融合キャンパス

構想検討部会

カリキュラム
検討部会

技術科学教育研究
推進協議会

三菱重工業㈱
技術企画部長 大石善啓

マレーシア科学大学
学長 Prof.Dato’Dr.Omar Osman

日本学術振興会 学術ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ
所長 小林 誠

豊田工業大学
学長 榊 裕之

トヨタ自動車九州㈱
取締役会長 二橋岩雄

東京工業大学
学長 三島良直

H27年度出席者

大西学長
(TUT)

東学長
(NUT)

谷口理事
(KOSEN)

株式会社セルバンク 取締役
海洋研究開発機構 監事

前田裕子
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Organization Chart

GIGAKU Innovation 
Promotion Center

Educational Reform Headquarters

Institute for Global Network 
Innovation in Technology 

Education

Office of KOSEN 
Education 
Development 

Group

Office of Education Reform Promotion

Overseas 
Development/FD 
Working Group

Innovation Industry-
Academia-Government 
Integrated Campus 
Planning Group

Curriculum 
Working Group

Council for the Promotion of 
Education and Research in 

Technology

Yoshinori Oishi
Senior Research Fellow
Mitsubishi Research Institute, Inc.

Prof.Dato’Dr.Omar Osman 
Vice-Chancellor

Universiti Sains Malaysia

Attendance, 2014

Onishi,President
(TUT)

Azuma,President
(NUT)

Taniguchi,President
(KOSEN)

Makoto Kobayashi
Director
JSPS Research Center for Science 

Hiroyuki Sakaki
President

Toyota Technological Institute

Iwao Nihashi
Chairman
Board of Toyota Motor Kyushu, Inc.

Yuko Maeda
Director, Cell Bank Inc.

Auditor, JAMSTEC

Yoshinao Mishima
President
Tokyo Institute of Technology
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24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ
25年度 26年度 27年度

共同設置する海外教
育拠点を活用した共
同教育人材育成事業

海外教育拠点を活用した共同教
育コースの検討・実現

既存カリキュラムとの整合性確
認と不足する科目等の検討

28年度 29年度

組織整備

教育改革実施本部設置 技術科学教育研究推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター/グローバル工学教育推進機構設置

高等専門学校教育高度化推進室設置

海外キャンパス共同設置準備室設置

高専教育高度化
推進事業

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

グローバル指向
人材育成事業

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

イノベーション指向
人材育成事業

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を科
学の視点で解明する人材育成事業の充実

海外教育拠点を
活用した共同教
育コースの実現
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FY2012Projects

Roadmap of Projects
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

Joint Faculty Resources 
Development by Utilizing 

Shared Overseas 
Educational Sites 

Study feasibility to realize joint education 
courses at strategic overseas education base

Check conformity with the current 
curriculum and identify missing subjects

Alignment of 
Organizations

Headquarters for the implementation of the educational reform

Council for the Promotion of Education and Research in Technology

GIGAKU Innovation Promotion Center/Institute for Global Network Innovation

Office of KOSEN Educations Development Project

Office for preparation of joint setup of Overseas Campus(2013-2015)

Office of Education Reform Promotion

KOSEN Education 
Development Project

Study and implement collaborative education programs and do 
trial run and evaluate bridging curriculum

Positively promote and evaluate personnel exchanges
Enrich faculty development program for KOSEN faculties

Globally-Oriented 
Human Resources 
Development 
Project Enrich faculty and Staff development

Enrich and co-organize International Symposia

Enhance and expand overseas Internship program

Open and enrich overseas offices

Innovation-
Oriented Human 

Resources 
Fostering Project

Strengthen and enrich collaboration with companies

Expand the participation of students in collaborative studies with local companies

Identify technical challenges and competently solving them together with local companies

Strengthen the development of human resources for management of intellectual 
properties and technical information. Enrich programs to foster talents able to shed 
scientific light on know-how and tacit knowing in the field of intellectual properties.  

Realize Joint 
education courses by 
making the most of 
strategic overseas 
education base
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●共同教育コースの試行・
検証

● 海外教育拠点の

プログラム検証等

共同教育人材育成

27年度までに実施した事業

●協働教育プログラムの

カリキュラム検討

●接続カリキュラムの検討

● FD活動・人事交流充実に
向けた検討

グローバルFD

高専教育高度化

●グローバル教育

カリキュラムの利用

●教員FD・職員SD研修

●長期・短期留学

プログラムの強化

●海外事務所における取組

の強化

●海外インターンシップ

の充実

●合同海外同窓会の実施

●国際シンポジウムの開催

ISTS

ペナン教育拠点

グローバル

グローバルFD
（NYクイーンズカレッジ）

ハノイ工科大学・THK 
MANUFACTURING OF 

VIETNAM CO.,LTD 訪問
（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞﾓﾃﾞﾙ事業）

地元企業との連携教育 シンポジウムの
アーカイブ化

イノベーション

●イノベーション教育カリキュラムの

開発

●イノベーションシーズ拠点の形成

●バーチャルシンポジウム/

ミュージアムの開催

●地域新技術モデルにおける人材育成

合同海外同窓会
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● Trial and Verification of Joint 

Education Courses
●Program Verification at 

Overseas Education Bases

Joint Faculty Resources 
Development

Outcomes(until fiscal year 2015)

● Examining the Collaborative 

Education Program Curriculum

● Examining the Bridging 

Curriculum
● Examining FD Activities and 
Enhancement of Personnel 
Exchange

Global FD

KOSEN Education Development

● Application of the Global 

Education Curriculum

● FD/SD Training

● Strengthening of the Long-and 

Short-Term Overseas Study 
Programs

● Strengthening of Initiatives 

at Overseas Offices 

● Enhancing Overseas Internships

● Implementation of a Combined 

Overseas Alumni Association

● Holding of International 

Symposia

ISTS

Penang Education 
Base

Global

Global FD 
(Queens College, NY)

● Development of Innovation Education

Curriculum

● Formation of Innovation Seeds Hubs 

● Holding of Virtual Symposia/Museums

● Fostering Human Resources based on the 

Regional New Technology Model

Collaborative Studies 
With Local Company

Symposium Archive

Innovation

Visit THK 
MANUFACTURING OF 
VIETNAM CO.,LTD
（Global Innovative 

model）

Combined Overseas 
Alumni Association
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第３回技術科学教育研究推進協議会

豊田工業大学長 榊裕之委員

•カリキュラム設計について、高等専門学校の５年目に、どのように今のイノベーションな
りトレーニングとして位置付けられているのか。

三菱重工業㈱ 技術企画部長 大石善啓委員

• 人材育成について、いつまでに何をどれだけ到達するかとのKPI（重要業績評価指標）
を具体化すれば、活動の目的がより明確になるのではないか。

• 「デリバリー（時間）」のマネジメントが一番難しいと感じており、イノベーション教
育に模擬のプロジェクトを設定し、スケジュールをいかに守って正当化しておくかとい
う取り組みが面白いのではないか。

㈱セルバンク・取締役、海洋研究開発機構・監事 前田裕子委員

• 人材育成に関して、教員、学生だけでなく、事務職員の教育にきちんと取り組まれて
いるのは素晴らしい。

• 学生の取り組みについては、もっと産業界寄りの対応でもよいのではないか。
• 今や会社の売上の８割が海外での売上という状況になっており、英語で自由に議論で

きないといけない時代になっている。学生にもその旨肝に銘じて英語を勉強していた
だきたい。

マレーシア科学大学 学長 Prof.Dato’ Dr.Omar Osman委員

• 融合の点では、「イノベーション」プラス「言語」が非常に重要だと思う。
• 学生を海外でインターンシップに参加させるということは、とても実践的で、効果の
高いプログラムと考える。
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３rd Meeting of the Council

Hiroyuki Sakaki, President of Toyota Technological Institute

How do we position the 5th year of KOSEN education as part of the current innovation training 
program when planning the curriculum?

Yoshihiro Oishi, Senior Research Fellowr of the Mitsubishi Research Institute, Inc.

• With regard to fostering human resources, the implementation of specific key performance 
indicators (KPI) that determine various aspects of measurements may further clarify the aims of 
these activities.

• I feel that the management of “Delivery (time)” is the most difficult aspect — it would be 
interesting to construct a simulated project for innovation education and examine how to 
systematically follow a stipulated schedule.

Yuko Maeda, Director, Cell Bank Inc. and Auditor, JAMSTEC

• It is outstanding that the fostering of human resources involves not only teachers and 
students, but also incorporates the education of administrative staff.

• It might be beneficial for student efforts to coordinate more closely with industry.
• Now that overseas sales account for 80% of the Bridgestone Corporation’s revenue, the 

current situation requires the ability to freely conduct discussions in English.  I would 
like the students to study English while bearing this in mind.

Prof. Dato’ Dr. Omar Osman, Vice-Chancellor, Universiti Sains Malaysia

• I believe that innovation + language is an extremely important point of integration.
• The participation of students in overseas internships is a very practical and highly effective 

program.
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第３回技術科学教育研究推進協議会

トヨタ自動車九州㈱ 二橋岩雄委員

•グローバル人材育成に関して、優秀な生徒が産業界にたくさん輩出されることについて、
ものすごく期待が持てる。若手教員を派遣して、英語で講義を行うような体験を通じて、
先生を育成しているということが素晴らしい。
•社会に出てからもう一度勉強するチャンスが与えられることで、今度は、その人から教
わる人もそのように育っていく。この循環に取り組んでいるのは素晴らしい成果だと
思っており、是非、これを三機関連携のプログラムが終了した以降についても継続でき
るような仕組みなり態勢を作り、もう10年間、20年やったら、ものすごくレベルの高い
教育機関になるのではないかという期待が持てた。
•イノベ―ション指向人材育成についても、従来の組織や既存の大学の連携の中では見ら
れないような、画期的な突破口を見出していただきたい。

東京工業大学長 三島良直委員

•この事業で実施している様々なグローバル展開を通して、オープンマインドなことができ
るのではないかと思うので、それも含めて期待をしている。
•これだけのプロジェクトをこれからも続けて実施することが大切である。是非さまざまな
工夫を凝らして、協力し合って、継続実施できる方策を考えていただきたい。

日本学術振興会 学術システム研究センター所長 小林 誠委員

• 学生全体のグローバル教育は国内で行うことになると思うが、グローバル人材育成に向
けてどのような教育を行うのかも今後検討する必要があるだろう。

Shigeharu Kamado 第４回技術科学教育研究推進協議会 February 23, 2017
国立大学法人長岡技術科学大学

Nagaoka University of Technology

３rd Meeting of the Council

Iwao Nihashi, Chairman of the Board of Toyota Motor Kyushu, Inc.

• With regard to the development of global human resources, I have high expectations that 
there will be many outstanding students produced for the industrial world. The fostering of 
teachers through the dispatch of young teaching staff and allowing them to experience 
conducting lectures in English is outstanding.

• By providing an individual with a chance for further study after entering society,  that 
person will also be able to train other people in the same way in the future. This cyclical 
approach is an exceptional result, and I sincerely hope that efforts will be made to 
continue this aspect even after the end of the Tri-Institutional Collaborative/Cooperative 
Educational Reform Project. I believe that this can produce extraordinarily high-level 
educational institutions even after 10 or 20 years.

• I  would like to see the program make unprecedented breakthroughs even in the development 
of innovation-oriented human resources that have never been seen before in previous 
organizations and existing university collaborations.

Yoshinao Mishima, President of Tokyo Institute of Technology

• I have high expectations that this program’s numerous efforts for global expansion can lead 
to a variety of results, including the development of open-mindedness. 

• It is important to continue to implement a project such as this. I would like for us all to 
use our ingenuity, work together, and think about measures to continue implementing this 
program.

Makoto Kobayashi, Director of the JSPS Research Center for Science Systems

• I understand that the overall global education of students will be conducted within Japan, 
but there is a need for further investigation to determine how to conduct the education 
aimed at developing global human resources.



Shigeharu Kamado 第４回技術科学教育研究推進協議会 February 23, 2017
国立大学法人長岡技術科学大学

Nagaoka University of Technology

事業費（H29以降は予定）
予算額（千円） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30以降

合計額
うち長岡技科大
うち豊橋技科大

1,558,970
750,870
808,100

1,011,044
384,160
626,884

776,543
389,500
387,043

476,744
226,744
250,000

438,604
225,998
212,606

260,000
130,000
130,000

0
自己財源により
継続実施

主な使途
設備費
人件費
事業費（旅費他）

1,506,921
1,293

50,756

165,755
79,837

765,452

7,020
74,189
676,779

（見込）
0

61,000
415,744

【使途概要】
＜H24＞グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）等整備

設備費： 広域連携教育研究用情報システム 504,998千円
イノベーション創出高専・技科大ネットワークシステム 200,002千円
高専教員受入用教育研究高度化設備費 147,492千円
ものづくり・イノベーション創出教育設備 494,712千円他

その他： 設備関連工事費 35,019千円

＜H25＞海外拠点整備，FD・SD制度構築のための調査・打合せ旅費等
設備費：先端的情報技術教育用コンピュータシステム，イオンビーム成膜装置･３Ｄプリンタ他 165,755千円
外国旅費：ペナン校設置準備関係，中短期FD，SD，海外インターンシップ調査費等 170,439千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等）： 139,116千円他

＜H26＞長期グローバルFDの本格実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 130,025千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 185,186千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 105,135千円他

＜H27＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 49,940千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 184,372千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 57,885千円他

＜H28＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 86,350千円
人件費（Ｈ28よりコーディネータ等の謝金は人件費で整理） 162,144千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 55,144千円他

H29年度は大きく減額される見込み。
補助金の減，及び，補助終了後の
事業継続方策について現在三機関
で検討中。

Shigeharu Kamado 第４回技術科学教育研究推進協議会 February 23, 2017
国立大学法人長岡技術科学大学

Nagaoka University of Technology

Operating Costs (Costs from 2017 onward are projected)

Budgeted Amount
(1,000 yen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 From 2018

Total amount
Allocated to NUT
Allocated to TUT

1,558,970
750,870
808,100

1,011,044
384,160
626,884

776,543
389,500
387,043

476,744
226,744
250,000

438,604
225,998
212,606

260,000
130,000
130,000

0
Continued 
implementation 
using internal 
revenue sources

Major Expenditures
Equipment/facility 
costs
Personnel costs
Operating costs (travel 
expenses, etc.)

1,506,921
1,293

50,756

165,755
79,837

765,452

7,020
74,189

676,779

(Estimated)
0

61,000
415,744

[Summary of Expenditure]

<2012>  Development and maintenance of the Global Innovation Network (GI-net), etc.
Equipment costs: Wide Area Information System for Education and Research 504,998,000 yen

Innovation creation KOSEN-UT network system 200,002,000 yen
Equipment/facility costs for educational research advancement for hosting KOSEN teaching staff 147,492,000 yen
Monozukuri/Innovation creation education facilities 494,712,000 yen and others

Others: Equipment-related construction costs 35,019,000 yen

<2013> Travel expenses for fact-finding surveys/meetings for the establishment of overseas bases and FD/SD systems
Equipment costs: Advanced IT educational computer system, ion beam deposition system , 3D printers, etc. 165,755,000 yen
Overseas travel expenses:  Survey costs for preparation to establish a school in Penang, Short- to mid-term FD/SD, Overseas internships 170,439,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers) 139,116,000 yen and others

<2014> Operating costs for developing human resources in full-scale long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 130,025,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers): 185,186,000 yen
Rental fees/Connections fees: Maintenance of the Wide Area Information System 105,135,000 yen and others

<2015> Operating costs for developing human resources in long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 49,940,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers): ） 184,372,000 yen
Rental fees/Connection fees: Maintenance of the Wide Area Information System 57,885,000 yen and others

<2016> Operating costs for developing human resources in long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 86,350,000 yen

Personnel costs (Honoraria for coordinators and other staff are administered as personnel costs from 2016) 162,144.000 yen
Rental fees/Connection fees: Maintenance of the Wide Area Information System 55,144,000 yen and others

A large reduction in funds is 
projected in FY2017. The three 
institutions are currently 

investigating the continued operation 
of the project after reductions and 

expiration of subsidies.
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高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

１.教員ＦＤ(グローバルＦＤ)

グローバルＦＤスケジュール概要

26年度に高専教員10名(豊橋技大教員1名）,27年度に高専教員8名(豊橋技大教員

2名）が豊橋での3ヶ月の渡航前英語教育等を経て, 6ヶ月間のニューヨーク市立大
学クイーンズ校(QC)での英語教授法研修,その後,2ヶ月間, ペナンでの英語講義実践
の研修を行った(FD)(28年度は5名(豊橋技大教員1名，長岡技大教員1名）で実施
中)。

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

１.Global Faculty Development

Global FD Schedule

Participants：

FY2014  KOSEN 10 (TUT1）
FY2015  KOSEN   8 (TUT2）
FY2016  KOSEN   5 (TUT1, NUT1）

・Lectures in English
・Development of teaching tool and 

method in English

･ Attendance at regular course
･ Attendance at specialized course

･English Training
･Teaching for international students
･Joint Research 

Penang

1 year Training：
3 months: TUT
6 months: QC
2 months: Penang

･Research Collaboration with QC teachers
･Joint Research with QC teachers

Broadband by internet

KOSEN Teachers

TUT Teachers

TUT Teachers



【H26年度】高専出身1０名＋豊橋技科大１名
仙台高等専門学校 助 教 小林秀幸
東京工業高等専門学校 講 師 水戸慎一郎
長岡工業高等専門学校 准教授 赤澤真一
富山高等専門学校 准教授 古山彰一
岐阜工業高等専門学校 講 師 坂本 淳
豊田工業高等専門学校 准教授 松本嘉孝
明石工業高等専門学校 准教授 藤原誠之
高知工業高等専門学校 助 教 木村竜二
有明工業高等専門学校 准教授 岩下 勉
北九州工業高等専門学校 助 教 大川原徹
豊橋技術科学大学 助 教 笹野順司

【H27年度】高専出身８名＋豊橋技科大２名
函館工業高等専門学校 准教授 森谷健二
東京工業高等専門学校 教 授 市川裕子
沼津工業高等専門学校 講 師 大沼 巧
舞鶴工業高等専門学校 教 授 竹澤智樹
徳山工業高等専門学校 准教授 柳澤秀明
宇部工業高等専門学校 助 教 三澤秀明
大島商船高等専門学校 准教授 朴 鐘徳
阿南工業高等専門学校 講 師 小林美緒
豊橋技術科学大学 准教授 秋葉友良
豊橋技術科学大学 准教授 松井智哉

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

H26年度FD研修参加教員とTUT及びＱＣ関係者

H27年度FD研修参加教員とTUT関係者

【FY2014】Participants：KOSEN 1０＋ TUT １
Sendai College Assis. Prof. H.Kobayashi
Tokyo College Lecturer S.Mito
Nagaoka College Assoc. Prof. S.Akazawa
Toyama College Assoc. Prof. S.Furuyama
Gifu College Lecturer A.Sakamoto
Toyota College Assoc. Prof. Y.Matsumoto
Akashi College Assoc. Prof. M.Fujiwara
Kochi College Assis. Prof. R.Kimura
Ariake College Assoc. Prof. T.Iwashita
Kitakyushu College Assis. Prof. T.Okawara
TUT Assis. Prof. J.Sasano

【FY2015】Participants：KOSEN ８＋ TUT ２
Hakodate CollegeAssoc. Prof. K.Moriya
Tokyo College Professor Y.Ichikawa
Numazu College Lecturer T.Onuma
Maizuru College Professor T.Takezawa
Tokuyama College Assoc. Prof. H.Yanagisawa
Ube College Assis. Prof. H.Misawa
Oshima College Assoc. Prof. C.Park
Anan College Lecturer M.Kobayashi
TUT Assoc. Prof. T.Akiba
TUT Assoc. Prof. T. Matsui

FY2014 Participants & TUT・QC  Teachers

FY2015 Participants & TUT Teachers

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project



【H28年度】高専出身５名＋豊橋技科大１名＋長岡技科大１名
釧路工業高等専門学校 准教授 山田昌尚
秋田工業高等専門学校 講 師 上林一彦
木更津工業高等専門学校 教 授 関口昌由
福井工業高等専門学校 講 師 江本晃美
宇部工業高等専門学校 准教授 中岡伊織
豊橋技術科学大学 准教授 吉田絵里
長岡技術科学大学 准教授 宮下 剛

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

H28年度FD研修参加教員とTUT関係者

QCの修了証書を手に

豊橋研修をしめくくるWrap upプレゼンテーション

QCでのWrap upプレゼンテーション

【FY2016】Participants：KOSEN 1０＋ TUT １+ NUT 1
Kushiro College Assis. Prof. M.Yamada
Akita College Lecturer K.Uebayashi
kisarazu College Professor M.Sekiguchi
Fukui College Lecturer A.Emoto
Ube College Assis. Prof. I.Nakaoka
TUT Assis. Prof. E.Yoshida
NUT                   Assis. Prof.          T.Miyashita

FY2015 Participants & TUT Teachers

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

Certificating at QCWrap up presentation at QC

Wrap up presentation at TUT



高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

①英語講義実践
・マレーシア科学大学

(USM:Universiti Sains Malaysia)
・Seberang Prai Polytechnic(PSP)
・Penang Skills Development Centre(PSDC)
・DISTED College
・Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah(PTSB)

において英語による講義を実施。

＜ペナン校での活動＞

②ICTツールの開発
授業でよく使われる英語フレーズ，科学用語を文字，音声，動画で紹介。TUT公式HPで閲

覧可能。高専教員間で共有されている。

FD研修参加教員によるペナンでの
英語講義実践の様子（PSP）

①Lecture in English
・USM:Universiti Sains Malaysia
・Seberang Prai Polytechnic(PSP)
・Penang Skills Development Centre(PSDC)
・DISTED College
・Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah(PTSB)

＜Activities in Penang＞

②Development of ICT Tool
Introduction about popular English sentence and scientific words in lecture by paper, voice 

data, and movie. Tri-Institutions show them in TUT Homepage and share it with all KOSEN.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

Lecture by KOSEN teacher
(PSP)



高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

①国際交流関連の活動
・海外校との新たな連携
・学生の海外交流の引率
・学内の国際関連業務

②教育関連の活動
・英語での授業の実施
・課外活動での英語教育
・留学生の受け入れ
・日本人学生の海外派遣

③研究面等の活動
・ISATE(国際シンポジウム)の運営・発表等
・海外での研究発表
・海外研究機関(QC/USM)とTUTとの三者間共同研究

④TUT-高専連携の活動
・TUTの連携教員として採用

－TUT学生のグローバル化（英語講義実践）
－TUTと協働した高専教育のグローバル化

＜帰国後の活動内容（波及効果）FD参加者の報告より＞

高専に戻り、国際交流委員会等国際交流に係る業務に就
いたり、英語による専門科目の講義の担当となる等によ
り、各高専・高専全体のグローバル化への波及させる役
割を担っている。

TUTやQC,USMにおける研修中に構築したネットワーク
により、その後共同研究に発展させたり、QCを政府留学
補助プログラムによる学生の留学先とすることに結びつ
けた教育・研究への波及効果もあった。

①Activities for International relations
・New collaboration with overseas universities
・Monitor activities of the student at overseas
・Operations for International affairs

②Activities for Education
・Lecture in English
・English education in extracurricular exercise

session 
・Acceptance of foreign students
・Sending Japanese students to overseas

③Activities for Research
・Operate ISATE (International Symposium on 

Advances in Technology Education)
・Presentation about researches in overseas
・Collaborative research between QC/USM and TUT

④Collaborative activities between
TUT and KOSEN

・Appointment as TUT Cooperative Professors
－Globalization of TUT students (Lectures by English)
－Globalization of KOSEN

＜Activity after FD training (ripple effect）＞

FD trainees became keypersons who 
expanded the good effect of FD after the 
program as follows.

FD program has ripple effect on 
education and research. For example, 
new research cooperation will start by 
the relationship which was structured in 
FD. Regarding to education, students 
could study at QC by the support from 
government.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project



２.海外実務訓練

本事業で設置した海外教育拠点・海外事
務所を活用し、現地コーディネーター等を
配置し、実務訓練先企業の開拓等を行った。

平成28年度は、120名あまりの両技科大
学部生が海外実務訓練に参加した｡

豊橋技術科学大学では、マレーシア教育拠点を活用した実務訓練先企業開拓により、拠点設置
前はごく僅かであった海外実務訓練参加者数が大きく増加した。
・平成26年度：日本人学生10名・留学生2名（その他海外：日本人学生21名・留学生3名）
・平成27年度：日本人学生 8名・留学生4名（その他海外：日本人学生26名・留学生6名）
・平成28年度：日本人学生22名・留学生2名（その他海外：日本人学生32名・留学生2名）

基礎研究から製品開発・品質管理まで幅広い分野で行われ、職場では、マレーシア以外からの
外国人労働者が普通にある環境であることもあり、異文化理解、 英語学習へ取り組む意欲とそ
の方法の改善、将来の海外駐在や国際企業への就職に対する理解度が高まった。

長岡技術科学大学では、14～17ヶ国に60人前後の学生を半年間（毎年9月～2月）、実務訓練
に派遣している。派遣先は、自動車産業、電気機械器具、建設業など多岐に渡っている。
・平成26年度：17ヶ国、58名（日本人学生58名・留学生0名）
・平成27年度：15ヶ国、63名（日本人学生62名・留学生1名）
・平成28年度：14ヶ国、59名（日本人学生59名・留学生0名）

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

２.Overseas Internship
Tri-Institutions established the 
overseas education base/Office and 
staffed coordinators at them. 
Consequently, about 120 students 
(TUT & NUT students) could joined 
this program.

TUT could increase the number of students who join overseas internship because of activities 
of overseas education base, TUT-USM Penang. The number had been very few before 
opening TUT-USM Penang.

FY2014：Japanese students…10・International students…2 (except Penang: 24)
FY2015：Japanese students…  8・International students…4 (except Penang: 32)
FY2016：Japanese students…22・International students…2 (except Penang: 34)

They had good opportunities of studying about basic research, product development and 
control of quality. Additionally, they could change their mind and enhance their motivation 
because there were many laborers who came from various countries at Penang.
NUT sends around 60 students to 14 to 17 countries for overseas internship for half a year 
(Sep.to Feb. every year). The host organizations are in various fields, such as automotive, 
electric machinery and apparatus, and construction industries etc.

FY2014：17 countries, 58 students (Japanese students… 58・International students… 0）
FY2015：15 countries, 63 students (Japanese students… 62・International students… 1）
FY2016：14 countries, 59 students (Japanese students… 59・ International students…0）

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project
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概ね2000年以降、本学の海外実務訓練は本格

化してきたが、従来は、(1)本学と協定大学との研

究協力等に牽連しての協定大学等への派遣、(2)

一部の国際関係担当教員による過去の開拓活動

から合意に至った企業等への継続的な派遣がそ

の主な形態であった。

事務所開設前直近平成25年度における派遣状況

■協定大学：2校（3人）

■タイ政府系研究機関：1機関（2人）

■日系企業：3社（6人） 合計１１人

事
務
所
開
設
以
降
の
開
拓
状
況

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果
長岡技術科学大学タイ、メキシコ事務所を活用した実務訓練先開拓状況

派遣状況 H27 H28

協定大学 ５人（４校） ８人（５校）

ﾀｲ政府系研究機関 １人（１機関） ４人（１機関）

ﾛｰｶﾙ企業 ２人（2社） ２人（１社）

外資系企業 ０人（２社） ２人（２社）

日系企業 ６人うち長岡高専1人（４社） ６人（４社）

計 １４人 ２２人

新規開拓 H27 H28

タイ工業省所管人材育成機関 １機関

ﾛｰｶﾙ企業 １社

外資系企業 ２社

日系企業 ３社

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱのﾛｰｶﾙ企業 ３社

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの日系企業 ２社

計 １機関、１１社 ０社

派遣状況 H27 H28

協定大学 ４人（２校） ５人（２校）

計 ４人 ５人

※新規開拓数には、タイ及び管轄するASEAN諸国での新規も含むタイ

メキシコ
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NUT’s main activities about overseas internship 

are sending students to partner universities and a 

few companies until the establishment of the 

overseas office at Thailand.

The number of students who join internship in FY2013

・Partner university：2 universities （3 students）

・Government-affiliated research institute:1(2students)

・Japanese company：3 （6students） Total  11students
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NUT’s activities about overseas internship by overseas office at Thailand
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Internship FY2015 FY2016

University 5 students
（4 university）

8 students
（5 university）

Research institute 1 student
（1 institute）

4 students
（1 university）

Local company 2 students
（2 company）

2 students
（1 university）

Foreign company 0 student
（2 company）

2 students
（2 university）

Japanese company 6 students include 1 KOSEN 
student（4 company）

6 students
（4 university）

14 students 22 students

New development FY2015 FY2016

Thai Industry Ministry , Human 
resource development institute

1 institute

Local company 1 company

Foreign company 2 companies

Japanese company 3 companies

Local company in Indonesia 3 companies

Japanese  company in Indonesia 2 companies

計 1 institute, 11 companies NoneMexico

Internship FY2015 FY2016

University 4 students
（2 university）

5 students
（2 university）

4 students 5 students

Thailand



３.海外教育拠点・事務所の設置と活用
・マレーシア・ペナン教育拠点【25年12月開設】
・タイ事務所【26年1月開所】
・モンテレイ(メキシコ)事務所【26年6月開所】

設置した海外教育拠点・海外事務所を活用し，海外実務訓練先開拓, FD/SD,学

生国際交流等の拠点として三機関が積極的に活用した。 (延べ1,100名以上が利用,
企業等訪問数延べ250回)

平成27年度からは高専機構前理事・前明石高専校長である京兼教授を豊橋技術科学大学のペ
ナン校常駐教員として配置し、高専学生の海外英語研修の実施等、高専と連携したプログラ
ムの計画も進めている。タイ事務所には経産省大臣より「ものづくり大使」に任命された
Suchai氏（長岡技大修士修了、AOTSタイ同窓会事務局長）を配置し、また、モンテレイ事
務所にはAOTS同窓会事務局長のVictor氏を配置して派遣学生のケア、学生支援の充実、安全
管理などの業務を行っている。

マレーシア教育拠点（ペナン） タイ事務所

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

モンテレイ事務所

３.Establishment overseas education base/office
・TUT-USM Penang(Malaysia)【December, 2013】
・Thailand Office【January,2014】
・Monterrey Office (Mexico)【June, 2014】

Tri-Institutions utilized overseas education base/office as major base for FD/SD 
and the international student exchange program. Additionally, they made new 
relationships with companies for overseas internship through activities of these 
overseas offices. (Total visiters: 1,100persons, Visit companies: 250times)

Dr. Jun Kyokane (former trustee of National Institute of Technology, former president of Akashi college) stay 
at overseas education base as a project professor from FY2015 and promote collaboration with KOSEN, 
English training program for KOSEN student. For Thailand office, Mr. Suchai (NUT master’s degree holder, 
Executive Director of AOTS Thailand Alumni) was assigned as a coordinator, who was also designated as 
“Manufacturing Ambassador” by the President of METI. In addition, for Monterrey office, Mr. Victor 
(Secretary General of AOTS Monterrey Alumni) was assigned as a coordinator for the support of student 
exchange between Mexican universities and NUT, as well as safety management for Japanese students 
dispatched to Mexican universities.

TUT-USM Penang Thailand Office Monterrey Office

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project



海外実務訓練の新規受入れ先
開拓のためのアプローチ方策

実務訓練の新たな受入れ先の開拓に当たり
、技科大＆高専との連携ならではのセールス
ポイントに焦点を当て前面に押出した。

①卒研の代替科目ゆえの本格的な「テーマ探
求型“実務”訓練」であること

②技科大＆高専ならではの実習/演習経験の
豊富な若きエンジニアとして、新しい発想に
基づく「カイゼン提案」「新たな企画・設計提案
」「機械・治具等の試作」などのアウトプットに
よる企業側への貢献が期待できること

③現場内のローカルエンジニアとの接触やQC
サークル等の一員に加入させることにより、
現場の活性化にもつながること

④中長期的な次世代の日本の技術者を育てる
ための先行投資でもあること

⑤他方、学生にとり、研究室等でのシュミレーシ
ョンとは違った“生の製造現場・現実の経済
活動”といった「プレ社会人」を修士課程等へ
の進学以前の段階で3～5カ月間に亘り没頭
することは、学内研究との実証的な比較が望
めるとともに、今後の実社会で技術者となる
上でのモチベーションにつながること

左
記
の
観
点
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
主
要
ア
プ
ロ
ー
チ
方
策

具体的なアプローチ

○タイ事務所コーディネーターのこれまで培ってき
たネットワークを活用

・タイ金型産業人材育成プロジェクト、タイやマレーシア
での自動車部品産業人材育成プロジェクトなど

○技大同窓会ネットワーク、特にOB/OG在籍大学
の卒業生との連携

○各地の工業団地公社事務所との直接交渉→日
系企業定期役員会や総会等での「実務訓練PR
説明会」実施時間枠の獲得

○政府関係機関・NPO法人等（タイ工業省、インド
ネシア金型協会、JETRO、産学連携教育日本フ
ォーラム(WIL)等）からの情報収集及びサポート
取付け

○各種異業種セミナー、工業展示会等の場での新
たな企業等との積極的な接触とPR

○新潟県からの進出企業ネットワークとの接触

○特にローカル企業選定にあたっては、何らかの
形〈日系との合弁、日本人技術者等による指導
または関与、技科大卒業生との牽連性〉で日本と
の関与が現存している企業を選定

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果
長岡技術科学大学タイ、メキシコ事務所における活動実績

Approach measures for finding new 
companies for internship

NUT focused on selling points of collaboration 
between NUT, TUT & NIT, and put forward 
those for finding new companies for internship.

①Full-scale “exploration-type internship”

（alternative subject of graduation research）

②It can be expected that doing internship 
contribute to the companies by output based 
on new idea from the students, such as 
“proposal of KAIZEN”, “proposal of new plan 
and new design” and “making trial machine”, as 
young engineers  with a lot of experience.

③It can lead to the activation of the work site by 
contacting to local engineers or joining the QC 
circle.

④Prior investment to grow the Japanese 
engineers of Medium- and Long-Term next 
generation

⑤For students, immersing themselves in 
internship as “pre-working people” for 3 to 5 
months before going to graduate school 
increases  students’ motivation to be technical 
experts in society.

Concrete Approach

○ Utilize the network which coordinator at 
Thailand office has

・Project for fostering human resources in field of 
metal mold, Thailand, etc.

○Collaboration with alumni network of NUT and 
universities which the alumni work at

○Negotiation with the offices of industrial 
complexes→Presentation about internship 
program at the executive officer meeting of 
Japanese companies

○Collecting information from goverment-
affiliated organization・NPO（Thai Industry 
Ministry, Indonesia Metal Mold Association, 
JETRO, WIL, etc.） and getting supports from 
them

○Promotion and aggressive contact with 
companies at seminars, exhibitions

○Contact with the company network for 
expansion overseas from Niigata prefecture, 
Japan

○Selecting the local company which keep some 
relationship with Japan.

Achievements at the Thailand and Mexico Office of NUT
Achievement by Globally-Oriented Human Resources Development Project



４.国際会議

三機関が連携・協働し以下の国際会議を実施
・IGCN【International GIGAKU Conference

(国際技学カンファレンス)】
（第3回：平成26年6月、長岡市、第4回：平成27年6月、長岡市、

第5回：平成28年10月、長岡市）

第５回目となる28年度は海外招聘者9ヶ国32
名、ポスター発表者129名となった。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

・IGNITE【International Conference of 

Global Network for Innovative Technology 】
（第３回：平成28年1月、第４回：平成28年8月）

第４回目となる28年度は、ICAICTA※との
共催により実施し、国外研究者・学生のほか、
日本からの研究者・学生を合わせて総計145
名が参加。口頭及びポスター発表74件、若手
研究者向けのチュートリアルセッションが行
われた。
※ICAICTA：International Conference on Advanced Informatics; Concepts, Theory and Application

４.International Symposium
・IGCN【International GIGAKU Conference】

3rd：June, 2014 at Nagaoka city
4th：June, 2015 at Nagaoka city
5th：October, 2016 at Nagaoka city

161 participants from 9 countries
(include 32 overseas researchers)

・IGNITE【International Conference of 

Global Network for Innovative Technology】

3rd: January, 2016 at Penang
4th: August, 2016 at Penang

145 participants from 4 countries
(include 70 overseas researchers)

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project



・ISATE【International Symposium on Advances in 

Technology Education】
(ISATE2016：H28.9月、仙台市）

シンガポールのポリテクニック5校と共催の教員向
け国際研究集会。28年度は国外よりASEAN諸国の機
関を中心に85名、国内より115名の計200名が参加。
ラウンドテーブル方式による発表に加え、ワーク
ショップを実施することで、参加者間で活発な議論
及び交流が深まり、新たなネットワークが構築され
た。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

・ISTS【International Symposium on Technology for 

Sustainability 】（ISTS2016:平成28年10月、インドネシア)

高専機構と海外の包括協定校の共催による、コミュニケーション能力の向
上と国際感覚の涵養に貢献することを目的に実施する高専学生主体の国際
シンポジウム。

来年度開催に向け、グローバルリーダーとして求められる「主体性、問
題発見・解決力」等を発揮できる人材育成をさらに高度化させるため、多
国籍チームによる試作品作成等の実施について検討を行っている。

・ISATE【International Symposium on Advances in 

Technology Education】
ISATE2016: September, 2016 at Sendai city

ISATE is an international symposium organized in
collaboration with five polytechnics in Singapore and
designed for educators from institutions of higher
education. In 2016, 200 people including 85 from ASEAN
countries and other parts of the world and 115 from Japan
participated and built new networks through roundtable

discussions and workshops.

・ISTS【International Symposium on Technology for 

Sustainability 】
ISTS2016：October, 2016 at Indonesia

ISTS is an international symposium organized by National Institute of Technology
and its overseas partner institutions and designed for students to enhance
communication skills and international competencies. The symposium takes on new
approaches such as building multinational teams and problem-solving products to
further foster global leaders equipped with proactive attitudes and problem-solving
skills.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
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高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

・アセアン諸国大学学長会議
【ASEAN University Presidents Forum】
（平成28年12月）

H28年度に初となるアセアン諸国大学学長会
議をマレーシア教育拠点にて開催。アセアン8
ヵ国から22大学及び日本から文部科学省、豊
橋技術科学大学、長岡技術科学大学、国立高等
専門学校機構が参加。（参加者77名）

基調講演、各参加大学による国際戦略等に関
する発表、全体討議、活発な意見交換等が行わ
れ、Chair’s Statementを取りまとめた。

参加大学による発表（上）及び全体討議の様子（下）

USM Asma学長及び豊橋技大
大西学長による基調講演

・ASEAN University Presidents
Forum （Dec. 2016）

We hosted the ASEAN University Presidents 
Forum at the overseas education base in 
Penang, Malaysia in December 2016.

77 participants from 8 ASEAN countries
(Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand,
Laos, Myanmar, Singapore and Cambodia)
and Japan 

A presentation
by one of the
Participating
universities 

The discussion

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

Keynote Speeches by Datuk Prof. Dr. Asma 
Ismail, Vice-Chancellor of USM and Dr. Onishi, 
President of TUT



５. 三機関合同海外同窓生交流会
・H26年度：マレーシア・ペナン、ベトナ

ム・ハノイにて開催。計約160名が参加。
・H27年度：タイ・バンコク、ラオス・ビ

エンチャン、ベトナム・ハノイにて開催。
計約100名が参加。

・H28年度には、ミャンマー・ヤンゴン
（10/22）、スリランカ・コロンボ
（12/17）、中国・北京・上海（3/11、
3/12を予定）にて開催。ミャンマー及び
スリランカでは計約65名の同窓生・各機
関関係者が交流し、ネットワーク形成を
図った。
会議では、開催頻度やネットワーク構築
ツール等今後の運営に関しても話し合い
を行い、今後の検討材料とすることとし
た。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

28年度開催三機関合同海外同窓生会議・交流会
（上からミャンマー、スリランカ）

５. Tri-Institutional Collaborative 
Overseas Alumni Meeting

FY2014: Penang (Malaysia),
Hanoi (Vietnam)
About 160 Participants

FY2015: Bangkok (Thailand),
Vientiane (Laos),
Hanoi (Vietnam)
About 100 participants

FY2016: Yangon (Myanmar)(22nd Oct.),
Colombo (Sri Lanka)(17th Dec.),
Beijing & Shanghai (China)
(11th&12th March)

Alumni from Tri-Institutions made  networks 
for each other and told together  about 
methods for sustaining the network.

（Myanmar, Sri Lanka in 2016）

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
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【H26年度：参加者８名】
マレーシア科学大学(USM)の職員と業務内容の
意見交換、国際会議（IGNITE2014）の開催支
援等の国際実務研修を実施（9日間～14日間）。

【H27年度：参加者22名】
GI-netを活用した国際儀礼や国際法務、英語契約書作成等
の派遣前研修の後、マレーシア教育拠点等での国際実務研
修を実施（14日間）。

【H28年度：参加者19名】
８月期及び12月期の２グループに分かれ、各期ごとに三機
関の参加者が豊橋技術科学大学にて一堂に会し、実践英語
等の派遣前研修受講後、マレーシア教育拠点等での国際実
務研修を実施（13日間）。

SD研修参加職員とUSM職員との意見交換の様子

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

ペナンでの研修の様子

派遣前研修の様子

６. 職員ＳＤ

大学のグローバル化には、教員、学生だ
けではなく、事務職員のグローバル化も必
要であり、三機関の事務職員グローバル化
を目的に、海外拠点を活用したSDプログ
ラムをH26年度より開始した。

Meeting between SD trainees and staffs of USM

SD Training in Penang

６. Staff Development

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
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【FY2014：8 staffs】
They visited Penang and could get the opportunity
of experience about supporting International
symposium (IGNITE2014). They also visited USM
main campus to exchange opinions with staffs of 
USM and promote their motivations.

【FY2015：22 staffs】
They studied international protocol, English conversation
and so on before they visit Penang. They stayed at Penang
about two weeks for international business training.

【FY2016：19 staffs】
They studied English conversation, customer service and 

so  on before they visit Penang. They stayed at Penang 
about two weeks for international business training.

Globalization not only academic staff but also 
administrative staff is very important for 
Global University, so Staff Development 
Program (SD) started in FY2014.

English Training before departure



イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会
ー イノベーション指向人材育成事業 ー

三機関連携事業
イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長
長岡技術科学大学 理事・副学長 三上 喜貴

平成２９年２月２３日 東京

Innovation Industry-Academia-Government 

Integrated Campus Planning Group

(Innovative Human Resources (HR) Development 

Project)

The Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Project

Yoshiki Mikami

Head of the Innovation Industry-Academia-Government Integrated 

Campus Planning Group

Executive Director and Vice President of Nagaoka University of 

Technology

February 23, 2017   Tokyo



領域１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する社会構築に資する基盤技術開発

領域２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発

領域３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

領域４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

領域５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活を目指した基盤技術開発

領域６：グローバルイノベーション教育

技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門

技学イノベーション・産業創出実践部門

学生のアクティブラーニングを通したジェネリックスキル、プロダクトスキルや
プロジェクトマネジメントを育成・対応する科目を開発する。

イノベーション拠点形成

Sector 1: Clean energy

Developing infrastructure technology that generates clean energy and contributes to social development 

with smart consumption

Sector 2: Resilient infrastructure

Developing generic technology that realizes safe and solid infrastructure at low cost

Sector 3: Agro-industry

Serving as a basis create future-oriented society while utilizing local resources

Sector 4: “Premium” regional brands

Creating premium regional brands that attract consumers around the world

Sector 5: Assistive technologies

Developing generic technology that helps disabled and aged people live safe and comfortably

Sector 6: Global innovation education

Department of GIGAKU Practical Education and Core Network Operation

Department of GIGAKU Innovation and Industry Creation

The department is responsible for developing academic subjects encouraging students to actively learn 

and acquire generic and product skills, and project management capability.

Formulation of Innovation Bases



技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門

Department of GIGAKU Practical 

Education and Core Network Operation



イノベーション指向人材に
求められる能力

教育・研究を通じて身につける

（ジェネリックスキル
エンジニアリングデザイン力・

イノベーション力）

• 自然科学・数学に関する知識と運用能力

• 専門分野に関する高度知識と運用能力

に加え

• 技術科学思考能力

• 協調的技術開発能力

• 社会との対話能力

• 技術創生能力

Innovation-oriented HRs are 

expected to possess:

Already acquired through education and research

(Generic skills

Engineering/design skills

Innovation skills）

• Knowledge of natural science and mathematics and 
ability to apply it thereof.

• Advanced knowledge of one’s specialized field and 
ability to apply it thereof.

As well as skills and abilities to:

• Think technically and scientifically,

• Engineer and develop cooperatively,

• Communicate socially, and

• Innovate and create.



同一学年 /同一研究室 /主に国内

知識を記憶・運用
できるための講義

あらかじめシナリオが
準備された学生実験

個別のテーマに
個人で取組む研究

自然科学・数学に関する知識と運用能力
専門分野に関する高度知識と運用能力

世代・機関・分野・地域横断

技術科学思考能力，協調的技術開発能力
社会との対話能力，技術創生能力

同一学年 / 同一研究室

知識を記憶・運用
できるための講義

あらかじめシナリオが
準備された学生実験

個別のテーマを
個人で取組む研究

自然科学・数学に関する知識と運用能力
専門分野に関する高度知識と運用能力

高専1年から技大博士までの学生が
協調して課題に臨むプロジェクト演習

正解がひとつではない社会的課題への
取組みと世界のものづくり地域での実装

イノベーション指向人材育成
に向けた教育体系の改革

Same grade/ Same Lab./ Comestic

Lecture to memorize 

knowledge, and to be able to 

manage it

Student experiment according 

to a scenario prepared 

beforehand

Study to work on an individual 

theme in individuals

Knowledge and operative ability about 

natural science, the mathematics

Advanced knowledge and operative ability 

about the specialized field

Generation, organization, field, area crossing

Think technically and scientifically,
Engineer and develop cooperatively,
Communicate socially, and
Innovate and create.

Same grade/ Same Lab.

Lecture to memorize knowledge, 

and to be able to manage it

Student experiment according to a 

scenario prepared beforehand

Study to work on an individual 

theme in individuals

Knowledge and operative ability about natural 

science, the mathematics

Advanced knowledge and operative ability about 

the specialized field

The project practice that students from 1st

grade of Kosen to Drs. of Univ. of Tech  faces 

a problem with cooperation

Action to the social problem that a correct 
answer is not one, and Implementation in the 

world manufacturing area

Reform of the education 

system for Innovative HR 

Development



JST-JICAプロジェクト

■高専−技科大のグローバル・イノベーティブ人材の育成 (高専、学部、大学院)

社会実装現場

技術移転現場

協働教育大学

協働教育大学

ベトナム, マレーシア, タイ,台湾,
中南米などに派遣し、
グローバル感覚の醸成
および
国内での専門基礎、高い専門性

高専生：
海外産業視察、研修

学部４年生：
半年間の実務訓練

大学院：
海外インターン、実装研究

グローバル・イノベーティブ人材

産学官融合キャンパス

基盤研究・要素技術・
システム化＆国内実装

海外実装・標準化

JST-JICA Project

■Fostering Global, Innovative Human Resources at KOSENs and UTs
(KOSENs, universities, graduate schools)

Social implementation sites

Technology 
transfer sites

Partner university

Partner university

Students are dispatched to Vietnam, 

Malaysia, Thailand, Latin America, etc. 

to

Cultivate global sensibility

and

Develop basic and advanced 

knowledge and skills in their 

specialized fields in Japan.

KOSEN students:
Study tour to and training 

at overseas industries

4th year undergraduate students:
6-month practical training

Graduate students:
Overseas internship,
implementation study

Global, innovative HR
Industry-academia-government 
integrated campus

Basic research, component 
technology, systematization, 
implementation in Japan

Overseas 
implementation/standardization



具体的な取組み (1)

 高専-技大の多様な専門分野・世代の学生が協調し
 主体的に社会の課題に取り組み
 科学的な思考に基づいた技術的な解決法をさぐり
 目に見える成果 (outcome) を残す

 「高専技塾」
イノベーション・アイディア・デザイン、ビジネスモデル・コンテスト

 バイオコンテスト
 World Robot Olympiad – Advanced Robot Challenge

協調的技術開発能力

社会との対話能力

技術科学思考能力

技術創成能力

教育手法： アクティブラーニング，Project Based Learning (PBL)取組み

達成度の「見える」化： コンテストへの参加

Specific Activities (1)
 Students of different fields and different generations 

at NUT, TUT, and KOSEN

 will work together to voluntarily tackle social issues,

 seek solutions with technologies and scientific mind,

 and produce tangible outcomes.

 “KOSEN GIJUKU”

Innovation/idea/design, business model contest

Bio contest

World Robot Olympiad - Advanced Robot Challenge

Cooperative engineering

Social communication

Technological/scientific thinking

Innovation

Educational approach: active learning, 

project-based learning (PBL)

Activities

Visualization of achievements: 

participation in contests



具体的な取組み (2)

三機関の教員が共同で執筆する教科書の出版

Professional Engineer Library (実教出版)

「材料力学」，「化学」，「機械・金属材料学」，「物理化学」，
「工業力学」，「有機化学」，「水理学」，「機械力学」

アクティブラーニング手法の指導書の出版

「授業力アップ アクティブ・ラーニング」 (実教出版)

「GI-netレクチャーシリーズ」 アーカイブの配信

•長岡技大のｅラーニング・システム (ILIAS)を利用して
配信

•ユーザID/パスワードを各機関に配布済み

•自席での試聴や教室での上映が可能

Specific Activities (2)

 Publication of textbooks jointly written by teaching staff at NUT, TUT

and KOSEN

 “Professional Engineer Library” (Jikkyo Shuppan Co.)

“Material mechanics”, “chemistry”, “mechanics and metallic material

science”, “physical chemistry”, “industrial dynamics”, “organic

chemistry”, “hydraulics”, “mechanics”

 Publication of guidance for active learning method

“Effective Active Learning: Strategic Essentials for Discovering and

Developing Your Teaching Skills” (Jikkyo Shuppan Co.)

 Delivering service of archive “GI-net Lecture Series”

 Delivering service with the e-learning system (ILIAS) of NUT

 User ID and password have been already given to the organizations

concerned.

 Video lectures are available at the desk of own or classroom.



GI-netの活用実績と要因

 簡易な操作で確実に接続できる
状況ごとに操作が異なったり，接続が不安定では，使用を避けられる

 大型ディスプレイとそのサイズに充分な画質
 課題は，維持費(ランニング・コスト)が高いこと

1対1接続 多地点接続

10地点未満 10～39地点 40地点以上

H26年度 1,137 545 151 29

H27年度 836 795 182 29

H28年度
(１月末まで) 720 712 102 17

年度ごとのGI-net接続のべ回数

事業終了後も，利便
性・品質をできるだけ
維持しつつコストを下
げてGI-netを維持する
方向で，鋭意検討中

Actual Usage of GI-net, and 

Backgrounds

 Connectable with simple operations

It would not have been accepted if the operations varied depending 
on situations or if the connection was unstable.

 Large display and corresponding high resolution

 The challenge is its maintenance (running) cost.

1-on-1 

connection

Multi-point connection

Less than 10 

points

10 - 39 

points

40 or more 

points

FY2014 1,137 545 151 29

FY2015 836 795 182 29

FY2016

(until Jan.) 720 712 102 17

Total Connections to GI-net, by fiscal year

We are sincerely 
seeking to keep GI-net 
after the project, and 
reduce the cost while 
maintaining the 
convenience and quality.



技学イノベーション・産業創出実践部門

Department of GIGAKU Innovation and 

Industry Creation



三機関連携事例（国内、沼津高専）

＜沼津高専専攻科学生2名の
長期インターンシップの実施＞

・3ヶ月にわたる長岡技科大でのインターンシップ
・GI-NETを用いた会議（週一回）
・共同研究の実施

製紙
排水

製紙排水
＋酵母

繊維凝集酵母を用いて製紙排水中の繊維を有効利用

精製装置
三機関連携
で購入

① セルロース吸着性タ
ンパク質の機能解析と

同定

② ゲノムデータ
ベースの構築

高精度ゲノムデータベース

セルロース繊維吸着因子の特定と応用

50 µm

製紙排水＋菌液

セルロース吸着因子
繊維凝集させる未知の物質

繊維凝集酵母
製紙排水から
繊維を凝集

セルロース繊維

タンパク質レベルとゲノムレベルで解析

沼津高専笹本さんが「富士山麓アカデミッ
ク＆サイエンスフェア2015」にて、バイオ・生
物・材料・触媒分野最優秀賞を受賞

Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Project (Numazu KOSEN, Japan)

<Long-term internship of two students in 

advanced courses of Numazu KOSEN>

・ Three-month internship at NUT

・ Meeting on GI-net (weekly)

・ Joint research

Drainage water 
from paper 

manufacturing 
process

Drainage water 
from paper 

manufacturing 
process + yeast

Utilization of fiber in drainage water from paper manufacturing 

process using fiber agglomeration yeast

Refinery was 

purchased jointly 

by the tri-

institutions.

(i) Identification with functional 

analysis on cellulose adsorptive 

protein

(ii) Construction of 

genome database

High precision genome 

database

Identification and application of cellulose fiber 

adsorptive factor

50 μm

Drainage water from paper 
manufacturing process

+ fungus liquid

Cellulose adsorptive factor

Unidentified substance 

agglomerating fiber

Fiber within drainage 

water from paper 

manufacturing process 

is agglomerated with 

fiber agglomeration 

yeast.

Cellulose fiber

Analysis at protein and genome levels

Miss Natsumi Sasamoto at the advanced course of 

Numazu KOSEN won the most excellent award in 

the field of biochemistry, biology, material, catalyst at 

the 2015 Mt. Fuji Academic Science Fair.



三機関連携事例（国内、鹿児島高専→長島町との包括的連携協定）

蒸気注入型撹拌装置
三機関連携PJ支援

食用キノコ

蒸気注入型撹拌装置を用いた発酵バガス・黒糖焼酎粕培地の量産化に関する研究
マッチングプランナー・プログラム「探索試験」 （H２7年度）、他国土交通省GAIA事業（H28年度）

Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Project (Kagoshima KOSEN, Japan, 

subsequently developed to comprehensive collaboration agreement with Nagashima-

cho)

Steam-injected agitator
Support as tri-institutional 

project

Edible mushrooms

Research on mass production of culture medium of fermented bagasse and lees of brown sugar distilled spirit, 
using steam-injected agitator

Matching planner program, category “search and test” (FY2015), GAIA project of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (FY2016)



三機関連携事業（海外事例）・・・旭川・函館・沼津高専

＜英国・ブリストル大、ケンブリッジ大視察＞

・旭川高専と沼津高専の学生2名参加
・旭川高専と函館高専の教員2名参加

＜ベトナム：ホーチミン、ベトナムゴム研究所視察＞

参加いただいた高専
・新居浜(学生1)、 ・和歌山(教員1、学生1)、・熊本(教員1、学生1)
・鹿児島(学生2)、 ・沖縄(教員1、学生4)

＜タイ王国：バンコク、コンケン大等視察＞

参加いただいた高専
・富山（教員1、学生1） ・阿南（教員1）・呉（教員1、学生1）
・鹿児島（教員1、学生1） ・長岡技大（教員1）

Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Project (Example: overseas project): 

Asahikawa, Hakodate and Numazu KOSENs

<Study tour to Bristle and Cambridge Universities, UK>

・ Two students from Asahikawa and Numazu KOSENs

・ Two teachers from Asahikawa and Hakodate KOSENs

<Study tours to Rubber Research Institute of Vietnam, Ho Chi Minh, Vietnam>

KOSENs participating in the project

・ Niihama (1 student), Wakayama (1 teacher and 1 student), Kumamoto (1 

teacher and 1 student), Kagoshima (2 students), Okinawa (1 teacher and 4 

students)

<Study tour to Khon Kaen University, etc., Bangkok, Thailand>

KOSENs participating in the project

・ Toyama (1 teacher and 1 student), Anan (1 teacher), Kure (1 teacher 

and 1 student), Kagoshima (1 teacher and 1 student), NUT (1 teacher)



(a)情報提供の充実 (b)あみだ式展示場 (c)さわるデータ
(d)見て，手にとって，試せる展示場 (e)利用者に合わせる展示場
(f)リアル体験型ブース (g)価値観の差を一目でわかるようにする
(h)体験できる展示 (i)Smart Welfare Exhibition Center
(j)女性でも恥ずかしさを捨てずに (k)情報発信レイアウト

各グループから展示場改善の提案

（調査で事実収集・観察） （気づき抽出・アイデア展開） （解決策の可視・具現化）

JAPAN ATフォーラム2016 第３回ワークショップ（グループワーク）

(a) Providing more information; (b) Improving the layout of the Center; (c) Allowing 

visitors to touch displays; (d) Allowing visitors to see, touch and try displays; (e) 

Reforming the Center suitable for users; (f) Creating hands-on booths; (g) 

Visualizing the difference of senses of values; (h) Allowing visitors to experience 

exhibits; (i) Smart Welfare Exhibition Center; (j) Encouraging women not to be 

embarrassed; (k) Layout to send out information

Each group proposed solutions to improve the Exhibition Center.

(Survey conducted to find 

and observe facts)

(Findings and brainstorming) (Visualizing and 

materializing solutions)

Japan AT Forum 2016, The Third Workshop (group work)



専攻科の教育プログラム実施のための協働科目
（ジェネリックスキル）

函館高専とのモデル科目（平成２９年度から導入）
・[コンプライアンスⅠ]（１単位）
・[コンプライアンスⅡ]（１単位）
・[プロジェクトマネジメントⅠ]（１単位）
・[プロジェクトマネジメントⅡ]（１単位）
・[環境マネジメントⅠ]（１単位）
・[環境マネジメントⅡ]（１単位）

→GI-net等を活用した協働科目の実施
（高専−技科大教員によるコンテンツ作成・講義実施）

→全国の高専にも展開

Collaborative subjects for educational programs at 

KOSEN advanced courses

(Generic skills)

Model subjects in collaboration with Hakodate KOSEN (to be introduced 

in FY2017)

・ [Compliance I] (1 credit)

・ [Compliance II] (1 credit)

・ [Project Management I] (1 credit)

・ [Project Management II] (1 credit)

・ [Environment Management I] (1 credit)

・ [Environment Management II] (1 credit)

→ Provision of collaborative subjects on GI-net

(Teaching staff at KOSEN, NUT and TUT are in charge of developing 

contents and giving lectures.)

→ The subjects will be provided at other KOSENs across the country.



協働での教科書の作成（ 教科書８冊、教授法１冊、計９冊目）

【参考：平成２７年度５冊】

１．Professional Engineer Library 材料力学 編著：久池井茂 出版社：実教出版 2015年04月25日発行

２．Professional Engineer Library 有機化学 編著：粳間由幸 出版社：実教出版 2015年05月25日発行

３．Professional Engineer Library 化学 編著：小林淳哉 出版社：実教出版 2015年05月25日発行

４．Professional Engineer Library 機械・金属材料学 編著：黒田大介 出版社：実教出版 2015年10月15日発行

５．Professional Engineer Library 物理化学 編著：福地賢治 出版社：実教出版 2015年11月10日発行

【平成２８年度３冊】
６．Professional Engineer Library 水理学 編著：神田佳一 出版社：実教出版 2016年10月10日発行

７．Professional Engineer Library 機械力学 編著：本江哲行 出版社：実教出版 2016年11月15日発行

８．Professional Engineer Library 工業力学 編著：本江哲行、久池井茂 出版社：実教出版 2016年10月20日発行

【教授法】

アクティブ・ラーニング教授法のマニュアル「授業力アップ アクティブ・ラーニング －グループ学習・ICT活用・PBLー
著者：市坪、油谷、ほか （実教出版）刊行（2016年05月20日発行）

Collaborative Development of Textbooks 

(9 books in total: 8 textbooks and 1 teaching guide)

[Reference: 5 textbooks in FY2015]

1. Professional Engineer Library “Material Mechanics”, written and edited by Shigeru Kuchii, Jikkyo Shuppan Co., April 25, 2015

2. Professional Engineer Library “Organic Chemistry”, written and edited by Yoshiyuki Uruma, Jikkyo Shuppan Co., May 25, 2015

3. Professional Engineer Library “Chemistry”, written and edited by Junya Kobayashi, Jikkyo Shuppan Co., May 25, 2015

4. Professional Engineer Library “Mechanics and Metallic Material Science”, written and edited by Daisuke Kuroda, Jikkyo Shuppan

Co., October 15, 2015

5. Professional Engineer Library “Physical Chemistry”, written and edited by Kenji Fukuchi, Jikkyo Shuppan Co., November 10,

2015

[3 textbooks in FY2016]
6. Professional Engineer Library “Hydraulics”, written and edited by Keiichi Kanda, Jikkyo Shuppan Co., October 10, 2016

7. Professional Engineer Library “Mechanical Dynamics”, written and edited by Tetsuyuki Hongo, Jikkyo Shuppan Co., November

15, 2016

8. Professional Engineer Library “Industrial Dynamics”, written and edited by Tetsuyuki Hongo and Junya Kobayashi, Jikkyo

Shuppan Co., October 20, 2016

[Teaching Guide]
“Effective Active Learning: Strategic Essentials for Discovering and Developing Your Teaching Skills – Group learning, practical use

of ICT, PBL”, written by Makoto Ichitsubo, H. Aburatani, et al., Jikkyo Shuppan Co., May 20, 2016



国際会議の開催

ＳＴＩ－Ｇｉｇａｋｕ ２０１７
International Conference of “Science of Technology Innovation” 2017
日 時： 平成２９年１月５日（木）13時〜１月７日（土）12時
会 場： 国立大学法人 長岡技術科学大学・講義棟
参加者： 全国の高専、長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、
ハノイ工科大学等、ＧＴＰ学生・教員 （実参加者２５５人、延べ人数350人、staffは除く）

内 容：
Activity-Ａ キーノート・レクチャー 「ＳＤＧｓ課題解決への貢献（仮）」 （２４４人）

Activity-Ｂ ポスター発表 「ＳＤＧｓ課題解決の研究・活動」 （１１９件）（２４４人）

Activity-Ｃ 研究室見学 （２０研究室） （７９名参加）

Activity-Ｄ ワークショップ 「イノベーション・アイデア・デザイン： 高専技塾」（３９人）

Activity-Ｅ 「三機関連携事業、成果報告会」 （６７人）

Activity-Ｆ パネルディスカッション 「高専-技科大の連携・協働」 （６７人）

International Conferences

STI-Gigaku 2017

International Conference of “Science of Technology Innovation” 2017

Date: January 5 (Thu) 13:00 - January 7 (Sat) 12:00

Venue: Lecture Building, Nagaoka University of Technology (NUT)

Participants: KOSENs, NUT, TUT, Hanoi University of Science and Technology, GTP students 

and faculty members, etc. (actual participants: 225 persons, cumulative total: 350 persons 

excluding staff members)

Contents:

Activity-A   Keynote lecture, “Contribution to the problem solution for SDGs (provisional title)” 

(244 participants)

Activity-B   Poster presentation, “Researches and activities of the problem solution for SDGs” 

(119 posters) (244 participants)

Activity-C   Laboratory tour (20 laboratories) (79 participants)

Activity-D   Workshop, “Innovation, Idea, and Design: KOSEN GIJYUKU” (39 participants)

Activity-E   “Report Session on the Achievements, Tri-Institutional Collaborative/Cooperative 

Project” (67 participants)

Activity-F   Panel discussion “Collaboration and Cooperation of KOSEN and Universities of 

Technology” (67 participants)



平成28年度イノベ部門中間報告会・国際会議
Act.-Ａキーノート・レクチャー Act.-Ｂ ポスター発表 Act.-Ｃ 研究室見学

Act.-Ｄ ワークショップ Act.-Ｅ 三機関連携事業 Act.-Ｆ ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「イノベーション・アイデア・デザイン」 イノベ部門成果報告会 「高専-技科大連携・協働」

Activity-A   Keynote lecture Activity-B   Poster presentation Activity-C   Laboratory tour

Activity-D   Workshop Activity-E   Progress session of Activity-F   Panel discussion

“Innovation, Idea, and Design”        Dept. of Gigaku-innovation “Collaboration and Cooperation of 

KOSEN and Universities of Technology”

International Conferences



◎技学イノベーション推進センターにおける人材育成の内容
・GI-netの整備（６０地点）
・イノベーション人材育成のための科目・スキルマッピング
・新設科目： [技学イノベーション特別講義]、[ソーシャルイノベーション特論] 、

[ロボティクス実験]、 [技術科学イノベーション特論]、
[技術科学ファシリテーション]、[技術科学イノベーションデザイン特論]、
[グローバル経営工学]、 [コンプライアンスⅠ・Ⅱ]
[プロジェクトマネジメントⅠ・Ⅱ]、[環境マネジメントⅠ・Ⅱ] 、他

・“一気通貫型”新規融合教育：異分野異世代チームでの人材育成プログラム
・コミュニケーション、海外ギャップ取り：高専-長岡技科大海外視察
・アクティブ・ラーニング型授業づくり：教員研修
・教科書：機械分野（３）、物質分野（２）、建設分野（１）、専門共通（２）、教授法（１）計９冊

◎６領域の研究課題(PBL, R&D)
☆クリーンエネルギー ☆レジリエントインフラ
☆アグロインダストリー ☆プレミアム地域ブランド
☆アシスティブテクノロジー（AT） ☆グローバルイノベーション教育

従来の個別の共同研究から、組織としての人材育成のｺﾝﾃﾝﾂ、体制整備
→グット・プラクティスを作り、他の領域の人材育成に反映
→技術科学イノベーション専攻（H27年４月からの５年一貫新専攻）
→全国ものづくり地域での教育研究連携（拠点形成）

まとめ

◎ HR Development at GIGAKU Innovation Promotion Center
・ Development of GI-net (60 points)
・ Subjects and skill mapping for innovative HR development
・ New subjects: [Special Class on GIGAKU Innovation], [Advanced Class on Social 

Innovation][Robotics Experiment], [Advanced Class on Technology Science Innovation], 
[Technology Science Facilitation], [Advanced Class on Technology Science Innovative Design], 
[Global Management Engineering], [Compliance I・II] , [Project Management I・II] , [Environment 
Management I・II] , etc.
・ New and integrated educational system: HR development programs taught by a team consisting 

of teaching staffs of different fields and different generations
・ Communication, gap-bridging with overseas educational institutions: overseas study tours of 

KOSEN and NUT
・ Class development based on active learning: training of teaching staff
・ Textbooks: a total of eight textbooks: three of mechanics, two each of materials and general 

engineering, one of civil engineering, and one of Active-learning Teaching Guide

◎ Research topics in 6 sectors (PBL, R&D)
☆ Clean energy                 ☆Resilient infrastructure ☆ Agroindustry
☆ Premium regional brands☆ Assistive technology (AT)      ☆ Global innovation education

Shift from conventional, independent joint research to organizational development of contents and 
systems for HR development

→ Creating good practices first, and reflecting them in HR development in other sectors
→ Advanced Course on Technological and Scientific Innovation (5-year integrated 

program starting in April 2015)
→ Collaboration for education and research in manufacturing regions across the country 

(development of educational and research bases)

Summary
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シンポジウム・報告会
資料

１．キックオフミーティングプレス発表資料
２．キックオフミーティング配布資料
３．中間報告会配付資料
４．最終成果報告会配布資料



  

  

 

 
技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革シンポジウム 

「グローバル化時代に求められる実践的技術者像」 

開催のお知らせ 
 

                 国立大学法人長岡技術科学大学 

国立大学法人豊橋技術科学大学 

独立行政法人国立高等専門学校機構 
 

文部科学省 国立大学改革強化推進事業 

「三機関(長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，

国立高等専門学校機構)が連携・協働した教育改革」 
～世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成～ 

キックオフシンポジウム 
 

長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構の三機関は，世界で活

躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成に向けた教育改革事業を連携・協働

して実施しています。 
 

この事業では，近年の急速なグローバル化による日本企業の海外進出とそれに伴う日

本国内の産業空洞化の課題に対応するため，整合した連続性を持つカリキュラムの下，

日本のものづくりを支え，リードする創造的実践的技術者を輩出してきた長岡・豊橋両

技術科学大学と国立高等専門学校機構が連携・協働し， 

①海外で実践的に活躍できるグローバル指向の人材育成  

②国際競争力を持ち地域産業の活性化を実現できるイノベーション指向の人材育成 

に向けた教育改革の取り組みを実施します。 
 

この事業は，文部科学省が平成２４年度から開始した「国立大学改革強化推進事業」

（大学の枠を超えた連携の推進や個性・特色の明確化などを通じた国立大学の改革強化

推進を目的とする事業）に採択（補助事業期間：平成２４年度～平成２９年度を予定）

されています。 
 

このたび、１０月１７日（木）１３時３０分から、東京丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡホー

ル（東京都千代田区丸の内２－１－１明治安田生命ビル）において，事業の取り組みを

広く周知することを目的とする教育改革シンポジウムを開催いたしますので，ご多忙の

ところ誠に恐縮ですが，取材いただけると幸甚に存じます。 

 

【本件のお問い合わせ先】 

長岡技術科学大学 

総務課長 佐藤 

電話：0258-47-9200 

豊橋技術科学大学 

総務課長 山内 

電話：0532-44-6501 

国立高等専門学校機構 

企画課長 宮倉 

電話：03-4212-6811 







三機関連携・協働教育改革構想 －世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

豊橋技術科学大学

連携

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

長岡技術科学大学

高専機構

教育改革実施本部（Headquarter）
(両学長・理事長・三機関理事各１名）

技術科学教育研究推進協議会
(教育改革実施本部＋産業界・地方自治体等）

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,地域企業等)

地方自治体

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO etc

他大学，海外協定大学

現地企業・
日系企業と
連携した世
界の中での
ものづくり

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，現地学生とも共学・友好

教員のグローバル教育力向上にも寄与

共同設置する海外キャンパスを
活用した共同教育人材育成事業

より深化したグローバルビジネス展開力を備
えたグローバル技術者育成のための海外キャ
ンパスの共同設置とそこでの教育を実現する。

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成

高専教育高度化事業

グローバル先端技術科学教
育推進センターを中心に海
外連携・協働キャンパス
ネットワークを構築して人
材育成事業を実施

産学官融合技術科学教育推進
センターを中心に産学官融合
キャンパスネットワークを構
築して人材育成事業を実施

両キャンパスネットワークを融合的に活用したイノベーション
指向実践的グローバル技術者の育成（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科／技科大学部

高専本科

 海外インターシップ・海外留学
 海外実務訓練
 国際シンポジウムの共同開催
 双方向ツイニングプログラム
 ダブルディグリープログラム
 教員FD等教育体制の向上
 海外事務所共同設置・運営
 海外同窓生ネットの構築

 地域企業と一体となった技
術課題の解明

→イノベーション
 企業と高専との共同研究提

案による卒業研究
 実務訓練
 全国規模での企業連携

＋高専・技科大連携
によるイノベーション

 協働教育プログラム
 接続カリキュラム
 ＦＤ活動・人事交流

 これまで，高専・技科大で整合した連続性を持つ
カリキュラムの下，日本のものづくりを支え，
リードする創造的実践的技術者を，高専本科卒業
生，専攻科修了生，技科大学部卒業生，修士課程
修了生，博士課程修了生の多様なレベルで輩出し
てきている。

 この技術者教育体系のものづくり産業への貢献が
高く評価され，三機関とも常にほぼ100％に近い
就職率を誇っている。(技科大においては，博士
修了者についても高い就職率となっている。）

 また，卒業生・修了生の多くがものづくり産業に
おける企業の社長あるいは技術部門のトップとし
て活躍している。

三機関の果たしてきた社会的役割・機能

三機関は「実践的・創造的なグローバル技術者育成」
という共通する人材育成方針を有する。

高専・技科大で共通するグローバル人材育成方針
（第2期中期目標期間における中期目標より）

高専機構：地球的視点の倫理観を持ち，「ものづく
り」と「環境づくり」に関する能力と，多様な「シ
ステム」を理解し，創造的に「デザイン」する能力
を身に付けた，国際社会で活躍する実践的技術者を
育成

長岡技科大：社会と共に歩み，次世代の産業をリー
ドする豊かな実践的・創造的能力を備え，人間性や
国際性に富んだ指導的技術者の育成

豊橋技科大：豊かな人間性と国際的視野を持つ実践
的創造的かつ指導的技術者を養成

三機関の社会的役割・機能

「実践的」とは即戦力（すぐ役に立つ）ではなく，しっかり
した基礎力を持ち，将来にわたって現実の様々な課題を解決
していく能力のことを意味している。



技科大・高専の連携実績

高専・技科大の連携状況

(1)学生教育：約750名の高専卒業生が両技科大に3年編入ある
いは修士入学，協働教育プログラム（技術者育成アドバンスド
コース）の実施，技科大・高専間の遠隔授業の実施，原子力人
材育成プログラムの共同実施，共同でのFD活動

(2)共同研究：両技科大学長裁量経費等での共同研究（平成24
年度実績；約300件）の実施，個別教員の科研費等の共同申請
も多く実施している。

(3)人事交流：交流制度に基づく平成20-25年度交流実績，高
専→両技科大：15名，両技科大→高専：13名
技科大出身の高専教員数：353名（高専教員の約9%）
（H25年5月1日現在）
高専出身の技科大教員数：86名（技科大教員の約20%）
（H25年5月1日現在）

(4)産学連携：高専・技科大連合・スーパー地域産学官連携本
部の設置・運用，高専-技科大技術マッチングシステムの開設
(~H24年度）

(5)その他：長岡技大・高専統合図書館システム，定期的な教
員交流研究集会の実施，全国高専教育フォーラム・国際会議等
の共催，高専教員の両技科大卒業生及び学位取得者の割合は高
く，両技科大には高専卒業者及び高専教員経験者が多数在籍。

このような連携教育研究を通し，
全国をカバーした我が国のもの
づくりに欠くことのできない実
践的技術者育成における基幹的
な組織体制を整えている。

両技科大

技科大・高専の海外展開概要

高専・技科大のアセアン地域
における海外展開

(1)豊橋技科大：HEDS、SEED-NETなどのアセアン地域の国際協

力プロジェクト、インドネシア・ハサヌディン大学支援プロジェク
トなどの中心的役割を果たすとともに、多くの国際協力プログ
ラムで実績を有している。日本を代表した工学教育国際協力
センターを有している。インドネシアITBに現地事務所、（国際交
流協定締結：62機関、内アセアン地域：21機関、在学留学生
数：192名）

(2)長岡技科大：タイパトムワン工科大学、タマサート大学、東

チモール大学支援プロジェクトの中心的役割を果たすとともに、
AITその他多くの国際協力プログラム等で実績を有している。
ベトナム・ハノイ工科大学をはじめ3大学とのツイニングプログ
ラムを1989年から実施、ハノイ工科大学に現地事務所、6ヶ月
の海外実務訓練でこの地域に毎年30名以上を派遣、（国際交
流協定締結：94機関、内アセアン地域：33機関、在学留学生
数：301名）

(3)高専機構：シンガポール・ポリテク、タイ・KMUT-L、香港VTCと

包括協定を締結、学生の派遣・受入を実施、国際シンポジウム
の実施、（国際交流協定締結：155機関、内アセアン地域：36機
関、在学留学生数：423名）

3機関ともこれまでにそれぞれ極め

て活発な国際的活動を行ってきて
いる。3機関の連携により高度な海
外展開が可能な基盤を整えている。



高専・技科大による“ものづくり”人材の育成の特徴

→企業等で研修　　

（４～６か月間の長期インターンシップ）

指導的

実践的

技術者

← 卒業研究

← 実務訓練・海外実務訓練

← 異分野融合プログラム

22

23

24

専門科目実施期間

(専門基礎科目を含む）

← 産業界とのコンタクト開始

← 工学実験・実習

高度な指導的

実践的技術者

高

専

専

攻

科

技

科

大

大

学

院

博士

前期

(修士)

25

26

27

21

19

20
← 実験・実習

17

18

← ものづくり工房

← インターンシップ

← 卒業研究

高専－技科大コース

才

15

16

工学技術者

工学研究者

←

←

27

26

25

22

23

24

博士

後期

博士

後期

高校－大学コース

才

20

21

18

19

15

16

17

博士

前期

(修士)

高　校

大学工学部

本　科

学　部

大

学

院

卒業研究

工学実験・実習

専門科目実施期間
ものづくりを意識した
系統的体験的学習

早期からの長期に渡る
ものづくり専門教育

（教員：中企業出身者
が3割を占める）

ものづくりを支え，リードする実践的技術者育成

現状・将来に向けた緊急の課題

産業競争力会議でも、大学には日本の成長を支えるグローバル人材、イノベーション創出
人材、地域に活力を生み出す人材の育成と、大学の研究力を生かした新産業の創出が期待

されている。

 近年の急速なグローバル化は，企業の海外進出と，日本の産業空洞
化をもたらしており，ものづくりにおける対応すべき緊急の課題と
なっている。

 『日本企業の海外進出等に対応する』ためには，海外で実践的に活
躍できるグローバル人材の育成が，『産業空洞化に対応する』ため
には，地域にヒントを得て国際競争力をもつ新産業の創出を行う，
イノベーション力をもつ実践的技術者の育成が必須である。

 したがって，将来の日本産業を背負うものづくり人材育成において
は，グローバル視点とイノベーション視点を融合した新たな教育プ
ログラムの構築が欠かせない。

現状・将来に向けた緊急の課題

三機関連携協働による教育改革
－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－



 これまでに極めて活発な国際的活動を行ってきている技科大・高専がお互いの強みを活用・連携し，日本人学生
の海外留学や海外学生と日本人学生が共に切磋琢磨する技術者育成を行うなど，他には類を見ない高度な海外展
開を行う「海外連携協働キャンパス」を実現し，そこでの教育を推進する「グローバル工学教育推進機構」を設
置し，海外で活躍できる実践的・指導的なグローバル技術者の育成を目指す。

グローバル人材育成の視点

 これまで技科大・高専が先導的に行ってきた産学連携を発展させ，技術者教育プログラムと一体化させるため，
技術に関する科学（技学）によるイノベーションを指向する実践的技術の創造とその実践を可能にするための開
かれた「産学官融合キャンパス」を実現し，飛躍的に質を向上させた技学を基礎にしたイノベーションを生む産
学融合研究を通した教育を推進する「技学イノベーション推進センター」を設置することにより，国際競争力を
持つ地域産業の活性化を実現できるイノベーションを指向した実践的創造的技術者の育成を目指す。

イノベーション指向人材育成の視点

三機関連携・協働教育改革構想における育成すべき技術者の視点

グローバル社会をリードするものづくり人材，
すなわち世界で活躍しイノベーションを起こす技術者の育成を目指し，
イノベーション指向と海外展開指向のそれぞれの視点を意識しつつ

融合的に人材育成を行うことにより，
人材イノベーションを実現する。

 本教育改革構想を更に深化し，更に高度なイノベーション指向実践的グローバル技術者リーダー育成のため，海
外キャンパスの共同設置の早期の実現を目指す。

海外キャンパスの共同設置

豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学高専機構全国国立高専(51校)

海外の日系企業・現地企業

地方自治体

産業界・金融機関
(経済団体,

商工会議所,地域企業等)

三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

【教育改革実施本部
Headquarter(HQ)】

６名で構成
長岡技科大学長・豊橋技科大学長・高専機構理事長

３機関理事 各１名

グローバル工学
教育推進機構

他大学，海外協定大学

海外キャンパス共同
設置準備室

【技術科学教育研究推進協議会】
両技科大学長、高専機構理事長に

加えて産業界・金融機関・地方自治体・
海外協定大学代表etc で構成

高等専門学校教育
高度化推進部会

【教育改革推進室】
室長・副室長・室員



地域企業と一体となった
技術課題の解明

→ イノベーション

全国規模での企業連携
＋高専・技科大連携による

イノベーション

ダブルディグリープログラム

イノベーション視点 海外展開視点

海外への体験的短期派遣

グローバルFD及びSD

海外実務訓練

企業と高専との共同提案
による卒業研究

三機関連携・協働教育改革の概念（新たな教育プログラムの構築）
ー 世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成 ー

実務訓練

高専本科

技科大修士
（博士前期）

技科大学部
（高専専攻科）

技科大博士後期
海外連携・協働キャンパス産学官融合キャンパス

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者

技学イノベーション推進センター グローバル工学教育推進機構

海外キャンパスの設置とそこ
でのより深化したグローバル
技術者教育

目標とする専攻と
教育方法のイメージ

24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ

25年度 26年度 27年度

グローバル指向人材育成事業
現在の三機関の豊富な国際連携活動等
の実績，財産を共有し，海外連携・共
同ネットワークを構築し，海外で活躍
できる実践的・指導的なグローバル技
術者の育成事業，育成するための必要
となる教職員研修事業の拡充・充実を
図る。

イノベーション指向人材育成事業
現在の三機関の地域に根ざした産学官
連携の強みを活かした研究開発機能を
持つ産学官連携融合キャンパスを設置
し，国際競争力のある地域産業の活性
化に対応できる，実践的イノベーショ
ン人材育成事業の拡充・充実を図る。

既存専攻
教育

海外キャ
ンパス

教育

e-learningを
活用した
共同講義

共同設置
の海外キ
ャンパス
における
教育

全国の高
専とも連
携・協働
した教育

世界で活躍
し，イノ
ベーション
を起こす実
践的技術者
の育成

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター設置
グローバル工学教育推進機構設置

共同設置する海外キャンパスを活用
した共同教育人材育成事業
グローバル又はイノベーション，グ
ローバル及びイノベーション能力を向
上させる両技科大共同の海外キャンパ
スを活用した教育コースの設置並びに
独立専攻の共同設置の検討を行う。

海外キャンパスを活用した
共同教育コースの実現

(28年度から，独立専攻の共同設置の検討を行う。）

海外キャンパスを活
用した共同教育コー
スの検討・実現

既存カリキュラムと
の整合性確認と不足
する科目等の検討

高等専門学校教育高度化推進室設置

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

高専教育高度化推進事業
高専教育の高度化を推進するため，高
専・技科大接続教育の強化，協働教育
プログラムの開発，FDならびに人事
交流などに事業の検討・実施を行う。

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を
科学の視点で解明する人材育成事業の充実

第3期中期目標期間

28年度 29年度

海外キャンパス共同設置準備室設置



Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

国立大学改革強化推進補助金事業

長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，
国立高等専門学校機構が連携・協働した教育改革

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

井上光輝
豊橋技術科学大学

Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

TOYOHASHI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

豊橋技術科学大学

北海道大学（北海道教育大学，室蘭工業大学，
小樽商科大学，帯広畜産大学，旭川医科大学，
北見工業大学）

帯広畜産大学（北海道大学，
山口大学，鹿児島大学）

秋田大学

福島大学（筑波大学，広島大学，長崎大学，東海海洋
大学，（放射線医学総合研究所，福島県立医科大学））

筑波大学（鹿屋体育大学，（日本スポーツ振興センター））

東京学芸大学（北海道教育大学，愛知教育大学，大阪教育大学）

長岡技術科学大学
豊橋技術科学大学
国立高等専門学校機構

金沢大学（千葉大学，長崎大
学）

名古屋大学（愛知教育大学，三重大学）京都大学

大阪大学
奈良教育大学（京都教育大
学，大阪教育大学）

徳島大学（鳴門教育大学，香川大学，
愛媛大学，高知大学）

九州大学

H24年度採択プログラム： 全１４プログラム

技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革シンポジウム
「グローバル化時代に求められる実践的技術者像」 丸の内MY PLAZAホール，Oct. 17, 2013



Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

TOYOHASHI

GLOBAL

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

NAGAOKA

INNOVATION
豊橋技術科学大学
グローバル工学教育推進機構

ignite
Institute for Global Network Innovation in Technology Education

海外教育施設

国立大学初の海外分校
豊橋技術科学大学ペナン校

グローバルFD

The City University of New York
Queens College

Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

Malaysia

Japan

豊橋技術科学大学 ペナン校
Toyohashi University of Technology, Penang

日本総領事館

ペナン国際空港

Penang Bridge

TUT Penang

December 4, 2013, Opening!

1) 技術科学大学の学生（学部，
大学院），高専学生を派遣し，
現地教育・現地企業での海
外実務訓練/留学

1) ASEAN地域を中心にした優
秀な留学生の獲得拠点

1) 現地企業との連携・共同開
発，社会人教育

1) 地域社会との連携・共生

1) グローバルFD/SD

研究大学強化促進事業

博士課程教育リーディングプログラム

スーパーグローバル大学



Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

グローバルFD

グローバル教員養成プログラム
１年，ニューヨーク，ASEAN，
年間10名程度

世界研究拠点ビジットによる教育
研究力強化プログラム

１ヶ月程度，複数の世界研究
拠点訪問，若干名

最先端教育研究動向調査研究
プログラム

１週間程度，国際会議，国際
研修集会等，年間80名程度

Mitsuteru INOUE 国立大学改革強化推進事業キックオフ October 17, 2013

高専教員

技科大教員

April June August October December February

May July September November January March

TUT事前研修
（英語研修，留学生交
流，留学生指導，共同
研究等）

英語研修QC
（6 weeks）

英語講義実践
（USM，EEPIS等）

FD教員－QC教員交流

共同研究，新規テーマ探索等
（マッチングベース）

研究室配属（ゼミ参加等）

Queens College

ネット配信

ネット配信

レギュラーコースの受講
・専門基礎科目（学部レベル）
・専門科目（大学院レベル）

授業参観（Best Teachers）

スペシャルコースの受講
（Teaching in English)

コロキアム聴講，留学生交流，
サークル活動等

The City University of New York 
Queens College

グローバルFD （長期)

Dr. Hiroyuki TAKAGI
2013.9 – 2014.3

NAGAOKA

INNOVATION



イノベーション指向人材育成の
事業展開

斎 藤 秀 俊
長岡技術科学大学副学長

技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革シンポジウム

グローバル化時代に求められる実践的技術者像

第4期科学技術基本計画（平成23～27年度）

平成23年８月19日

科学的な発見や発明等による新たな知識を

もとにした知的・文化的価値の創造と、それら

の知識を発展させて経済的・社会的・公共的

価値の創造に結びつける革新

イノベーションの推進科学技術イノベーション



イノベーションの推進科学技術イノベーションの役割

科学技術イノベーション総合戦略
平成25年6月7日

わが国の成長のフロンティアを切り拓く

わが国産業にとって有望な市場の開拓を主導

する経済成長のエンジンとなる

わが国が誇りをもって世界に貢献する術となる

わが国が直面する制約・課題を超克する切札

出口志向の課題解決型

クリーンで経済的なエネルギーシステム

健康長寿社会

ITを駆使した次世代インフラ整備

地域資源を強みとした地域の再生

東日本大震災からの復興再生

イノベーションの推進
2030年目標

イノベーションが実現すべき課題

科学技術イノベーション総合戦略
平成25年6月7日



イノベーションの推進

各産業の知識産業化

強みの組合せで付加価値を倍増

海外とのインタラクション

スマート化

システム化

グローバル化

イノベーションの推進方法

イノベーションの推進

各産業の知識産業化 ⇒人づくり

強みの組合せで付加価値を倍増 ⇒ ネットワーク

海外とのインタラクション ⇒ つなぐ仕組み

➡人を育て、人をつなぎ、

イノベーションに最も適した国を作る

スマート化

システム化

グローバル化

イノベーションの推進方法



イノベーションの推進三機関イノベーションの人づくり

技術者教育プログラム

新・技術者教育プログラム

・技学実践教育・基幹ネットワーク部門 ・融合キャンパス推進部門
・技術イノベーション・産業創出実践部門

技科大・高専が先
導的に行ってきた
産学連携を発展さ
せ技術者教育プロ
グラムと一体化

技術を科学する，技学を
ベースにイノベーション
を指向する実践的技術
の創造とその実践を可
能にする

三機関
センター共同設置

技術者教育プログラム

新・技術者教育プログラム



国内ＶＰＮ網

国際ＶＰＮ網

同期型ネットワーク

非同期型ネットワーク

他教育機関等

企業等

Ａ高専

Ｂ高専

Ｃ高専

同期・
非同期
サーバー

長岡技術科学大学
豊橋技術科学大学

企業等

企業等

人をつなぐ、グローバル・イノベーション・ネットワークシステム

海外キャンパス

ゲートウエイ

イノベーション教育カリキュラム
教育手法の研究・開発、評価手法の研究・開発、実践教育・イノ
ベーション教育の推進を目指す。
イノベションシーズ拠点化
技科大・高専のイノベーションシーズを顕在化し拠点を形成する。
また共同研究拠点の育成、広域技術相談・知財相談拠点の育成
を進める。
バーチャルシンポジウム
技科大―高専合同シンポジウム・講演会配信、各地発信シンポ
ジウム・講演会配信、ミニ研究会の実施をサポートする。
バーチャルミュージアム

VPN配信シンポジウム等のアーカイブ化を進め、各機関ミュー
ジアムのバーチャル化をサポートする。
地域新技術モデル開発
地域かつ広域的産学連携研究事業、技科大―高専連携研究事
業、産学官融合キャンパス事業を推進する。

イノベーション教育・実践

http://matome.naver.jp/odai/2128980081653713201/2129049190971201703
http://matome.naver.jp/odai/2128980081653713201/2129049190971201703


イノベーション拠点形成

技学実践教育分野
学生のアクティブラーニングを通したジェネリックスキル、プロダクトスキルや
プロジェクトマネジメントを育成・対応する科目を開発する。

科学技術イノベーション分野
テーマ１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する社会構築に資する基盤技術開発

テーマ２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発

テーマ３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

テーマ４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

テーマ５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活を目指した基盤技術開発
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長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学と
高専機構が連携・協働した教育改革中間報告会

一橋講堂, 2016年1月14日

長岡技術科学大学 国立高等専門学校機構

三機関連携事業の全体概要
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世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成
文部科学省国立大学改革強化推進事業

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

豊橋技術科学大学長岡技術科学大学

国立高等専門学校機構

全国国立高専
(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

高専教育高度化事業

技学イノベーション
推進センター

産学官融合キャンパ
スネットワークの形
成

両キャンパスネットワークを融合的に活用した
イノベーション指向実践的グローバル技術者の育成

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科/
技科大 学部

高専本科 グローバル工学教育
推進機構

海外連携・協働キャ
ンパスネットワーク
の形成

日本文化の再認識と
現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識
を「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，
現地学生とも共学・友好

教員のグローバル教
育力向上

共同設置する国内外拠点を活用した
共同教育人材育成事業

グローバル・イノベーション技術
者育成のための教育

企業と連携した世
界の中でのものづ
くり

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO 等

連携

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,
地域企業等)

地方自治体

他大学，海外協定大学
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三機関連携・協働教育改革構想実施体制

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

教育改革実施本部

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

高専教育
高度化推進室

教育改革推進室

海外展開検討
部会/FD等
検討部会

イノベーション
検討部会

カリキュラム
検討部会

技術科学教育研究
推進協議会

東京工業大学長・三島良直

(株) ブリジストン執行役員
（環境担当）・前田裕子

豊田工業大学長・榊裕之

(株)三菱ケミカルホール

ディングス代表取締役社
長・小林喜光

日本学術振興会学術シス
テム研究センター・
小林 誠

トヨタ自動車九州（株）
取締役社長・二橋岩雄

マレーシア科学大学長・
Prof.Dato’Dr.Omar Osman
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24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ
25年度 26年度 27年度

共同設置海外キャン
パスを活用した共同
教育人材育成事業

海外拠点を活用した共同教育
コースの検討・実現

既存カリキュラムとの整合性確
認と不足する科目等の検討

第3期中期目標期間

28年度 29年度

組織整備

実施本部設置 推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター/グローバル工学教育推進機構設置

高等専門学校教育高度化推進室設置

海外キャンパス共同設置準備室設置

高専教育高度化
推進事業

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

グローバル指向
人材育成事業

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外教育拠点・事務所の設置と充実

イノベーション指向
人材育成事業

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を科学の視点で
解明する人材育成事業の充実

海外拠点を活用
した共同教育
コースの実現
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26年度までに実施した事業

●協働教育プログラムの
カリキュラム検討

●接続プログラムのカリ
キュラム検討

●高専教員FD
グローバルFD

高専教育高度化

●海外教育拠点・事務所
の設置と活用
マレーシア・ペナン教育拠点,タ
イ事務所, モンテレイ事務所

●グローバルFD/SD

●海外実務訓練の強化

●国際シンポジウム

●三機関合同海外同窓会
タイ事務所

ペナン教育拠点

グローバル

グローバルFD（NYクイーンズカレッジ）

●共同教育コースの検討
次世代シミュレーション技術の開発や高度
シュミレーション技術を持つ人材育成に向け、
両大学初の共同教育コースを検討。

共同教育人材育成

●イノベーション教育
カリキュラムの開発

ミュージアムのアーカイブ化

PBL実践教育

シンポジウムのアーカイブ化

イノベーションーション

● Global Innovation 
Network System (GI-net)

●バーチャルシンポジウ
ム/ミュージアム

●地域新技術モデルに
おける人材育成
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技術科学教育研究推進協議会

豊田工業大学長・榊裕之委員

•全国の高専教員がまとまれば，同じ予算規模の大学に比べて圧倒的に多い教員が，工科系
の問題意識を共有していることは大変な財産であり，イノベーションネットワークでいろ
んなことをやれるので，大きな括りでもう少し連携できたらすごいことができるのではな
いか。

（株）ブリジストン執行役員環境担当・前田裕子委員

• 知的財産をきちんと取得して，プログラムの終了後も産学連携を継続するとか，産業界
側に知的財産を渡して，もっと実用化になるようにもう少し取り組んでもらうことが非
常に有効だと考える。

日本学術振興会学術システム研究センター・小林 誠委員

• イノベーション事業に関して，大変多彩な実践的研究が行われている。

（株）三菱ケミカルホールディングス代表取締役取締役社長・小林喜光委員

• 技学イノベーション分野は，企業との接点も極めて重要なテーマであり，地方創生と
の接点もある。

• イノベーションのテーマについては，産業界にももう少し宣伝が必要ではないか。こ
れだけいいことをやっているのに，私どものところに情報が入ってこなかった気がす
る。

• 学者ぶったことをやっているのが学問だという部分が残っているのを打破するため，
実践的に企業と連携する，高専ベースの非常に実践的なところに頑張る方向がよいの
ではないか。
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東京工業大学長・三島良直委員

•産学連携で企業から流れているお金が少ないのは，産から学への期待がまだ小さいからで
ある。とにかくお付き合いをしておこう，いい学生が１人欲しいというようなレベルの話
が主流だった時代があるので，それをここで変える，非常に大きなチャンスではないか

•そこで，今，二つの技科大と高専がこういうスタイルをしっかり採るのは，モビリティー
という意味でも，力を出し合ってそれを盛り上げて，産業界に採り入れてもらう仕組みと
しては非常によいのではないか。この三機関が連携・協働した教育改革事業そのものの将
来が，今のような，これからの産学連携とか，大学の運営とか，セクター同士の壁を破っ
たり，いろんなことに繋がっていくのではないか。
•この事業が狙いとするものの考え方はいろいろあると思うが，少なくとも実施状況説明の
中では，非常に活発に動いており，大変楽しみなプログラムであり，引き続き進めていた
だきたい。

マレーシア科学大学長・Prof.Dato’Dr.Omar Osman委員

•日本のテクノロジーにアクセスする機会が増えることは，私どもにとっても大変喜ばし
いことである。海外で，そういう日本の教育を受けられ，そして，教育プログラムに参
加する人たちが，例えば，サーティフィケートやディグリーなどを提供されると，それ
はさらに励みになるのではないか。

トヨタ自動車九州（株）取締役社長・二橋岩雄委員

• 何のためのグローバル人材か，グローバル人材を育ててどういう使い方をするのか，どう
いう活躍の姿を描いているのか。世界で活躍しなければいけない，英語を話せたらグロー
バル人材かといったら，そんなことは無く，そのための大義とか動機づけをどうやって行
うかについても，ぜひ，カリキュラムあるいは教育の中に織り込んでいただきたい。

• 何のためにこれからグローバル人材が必要なのか，こういう活躍をしてほしいということ
なども教育し，モチベーションを向上させることがこれからは非常に大切である。

技術科学教育研究推進協議会
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26年度までの成果に基づいた中間評価結果



国立高等専門学校機構

三機関連携事業

高専教育高度化・高専連携について

技術科学大学と高専機構が連携・協働した
教育改革中間報告会（一橋講堂）

2016.1.14

高専教育高度化推進室

三機関連携による①協働教育プログラム実施と評価・検証，②接続カリキュ
ラムの試行・検証，③ＦＤ活動・人事交流の積極的推進と評価・検証等を行
う。

①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施
高専と技科大の協働教育に係る課題整理とカリキュラム検討

②接続カリキュラムの検討
高専と技科大の接続カリキュラムの検討とその実施のための課題整理

③ＦＤ活動・人事交流充実に向けた検討等
イノベーション人材およびグローバル人材育成のための教職員ＦＤ活動
の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討



①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施

高専と技科大の協働教育に係る課題整理とカリキュラム検討

■高等専門学校機構主体の取り組み
○協働教育に係る技術者育成のためのアクティブラーニング（AL）活用
の課題整理とマニュアル作成

［計画］
・平成26年度作成のアニュアル案の本案化
・AL研修の実践を通してAL展開等への課題整理（事業③と連動）

［進捗状況］
・マニュアル案を修正・作成中
・各高専のAL担当責任者・教員対象に，AL研修をブロック単位で実施中
（ＡＬ教授技法，ALとは，授業設計，模擬授業，教員研修企画）
各高専の学内でのALの位置付けは？
各高専内でのAL展開・拡大をどうするのか？
AL実践教員の活用は？
AL実践事例の収集と周知は？ など

①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施

高専と技科大の協働教育に係る課題整理とカリキュラム検討

■豊橋技術科学大学主体の取り組み
○高専生体験実習への事前課題の全学展開と追跡調査
［計画］
・高専生体験実習への事前課題の全学展開と追跡調査

［進捗状況］
・実習内容に関連する背景や関連座学の復習課題を課し，初日から深い
理解の下で実習を行い，短期であっても成度と受講者への満足感を
向上する

・座学で学ぶ内容と現場での実践例を結びつける事で，学習の動機を
強化する

H26年度試行（10研究室）
→H27年度コースに拡大（各高専から受講者約180名参加)



①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施

高専と技科大の協働教育に係る課題整理とカリキュラム検討

■長岡技術科学大学主体の取り組み
○高専からの要望を踏まえた，協働教育プログラムの企画，協働教育
プログラムの実施

［計画］
・当面，アドバンストコースの協働本部が主体となり，対象の11高専
に対して交渉，調整を行うとともに，大学院学生を高専へ派遣

［進捗状況］
・実務担当者会議，各高専教員との懇談会，学生との懇談会を実施して，
要望を反映している

・大学院生を1名，高専へ派遣した
・高専生と技大生とが協働して地域イノベーションを推進する教育
プログラムを実施中

②接続カリキュラムの検討

高専と技科大の接続カリキュラムの検討とその実施のための課題整理

■高等専門学校機構主体の取り組み
○高専モデルコアカリキュラム（MCC）導入状況の継続的な把握調査
［計画］
・MCCの取組状況に関するアンケートを10月に実施し，各高専における
導入状況を確認

［進捗状況］
・平成27年11月にアンケートを実施

学校全体で適合度を確認した高専：全高専100%
（昨年度85%，一昨年度73%）

ルーブリック作成まで至った高専：24%
（昨年度10%，一昨年度7%）



高専と技科大の接続カリキュラムの検討とその実施のための課題整理

■豊橋技術科学大学主体の取り組み
○カリキュラム検討DBを用いた，全学的なシラバスの内容見直し
［計画］
・カリキュラム検討DBを全学教務委員会に全学配布
・後期のシラバス改訂に時に、各教員がDBを用いてシラバスの内容見直し
を実施

［進捗状況］
・高専の教育内容と大学での教育内容・到達度を確認し，各担当教員の
講義改善に資するツールを提供

・現状は，データ取得フィルタソフトのデバッグ中

②接続カリキュラムの検討

高専と技科大の接続カリキュラムの検討とその実施のための課題整理

■長岡技術科学大学主体の取り組み
○技大－高専連携教育プログラムの開発－先取り教育の推進
［計画］
・アドバンストコースの協働本部が主体となり，現在のアドバンスト
コースの枠組の拡大を前提としてたカリキュラムの検討・調整を継続

［進捗状況］
・H28年度から全高専に対象を拡大

高専機構との協定書調印済み（平成27年12月）
・Stage-1 （高専4,5年次）のアドバンストコースのカリキュラムを再編
・数学を軸とした機械系専門能力の育成方法について、その教授法と
カリキュラムのあり方を検討中
「教授法とカリキュラムのあり方」を年度末公表に向けて検討中
教授法については、書籍化を予定
具体的なカリキュラムマップを作成中

②接続カリキュラムの検討



アドバンスドコース ホームページより http://adc.nagaokaut.ac.jp/curriculum/

戦略的技術者育成アドバンストコースのカリキュラム

高専在学中に履修できる科目

アドバンスドコース ホームページより http://adc.nagaokaut.ac.jp/curriculum/



イノベーション人材およびグローバル人材育成のための教職員ＦＤ活動
の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討

■高等専門学校機構主体の取り組み
○FD研修の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討
［計画］
・アクティブラーニング研修会をブロック単位で実施
・三機関連携教員ＦＤネットワークのための各種ＦＤ研修の課題抽出

［進捗状況］（昨年度は８地区でAL研修（両技科大も含む））
・明石高専配置の三機関雇用特命教員の担当により，各高専のAL担当責任
者・教員対象に，AL研修をブロック単位で実施中
（ＡＬ教授技法，ALとは，授業設計，模擬授業，教員研修企画）
平成27年12月2日－3日 第３ブロック（京都）22名（終了）
平成27年12月17－18日 第４ブロック（岡山）25名（終了）
平成27年12月21－22日 第１ブロック（東京）18名（終了）
平成28年1月7日－8日 第２ブロック（東京）21名（終了）
平成28年1月14日－15日 第５ブロック（福岡）18名

③ＦＤ活動・人事交流充実に向けた検討等

本研修の学習目標

小目標 到達度確認

１ ＡＬとは何か、その必要性を説明できる。
様々な技法のなかから学習内容に合ったAL技法を選択で
きる。（１日目）

ジグソー法によるグループ
ワークの結果についてのプレ
ゼンテーション

２ １回分の授業(90分間)でＡＬを取り入れた授業設計が
できる（１日目）

１回分の授業を組み立てた
授業設計書

３ 授業研究を使ったAL推進ができる（２日目） 模擬授業の観察、フィード
バック

４ 同じブロック内のＡＬ推進責任者との交流を深めることがで
きる（２日間）

態度目標 (AL推進のため
の連携ができたか)

学習目標 到達度確認

勤務校の教員を対象に、ＡＬに関する
研修会を企画、運営できる

教員研修企画書



Zブロック
FDマネージャ

A高専
FDマネージャ

研修担当者

B高専
FDマネージャ

研修担当者

C高専
FDマネージャ

研修担当者

D高専
FDマネージャ

研修担当者

ブロック内における
FD企画運営グループ
の設置

相互サポート、実施支援

ブロック内FDマネジメント組織の構築の将来イメージ

高等専門学校機構の取り組み

イノベーション人材およびグローバル人材育成のための教職員ＦＤ活動
の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討

■豊橋技術科学大学主体の取り組み
○高専連携教育研究プロジェクトでの合同研究会などでのGI-net利用の拡大
［計画］
・高専連携教育研究プロジェクトの採択(7月初旬)
・プロジェクト採択後，合同研究会企画・実施の支援
（順次開始し，年度末に状況をまとめる)

［進捗状況］
・高専連携教育研究プロジェクトを通じた研究支援
本事業で設置した計算機システム（理論演算性能10.368 TFlop/s, 
最大448並列）を広域連携教育用に公開

利用希望者への講習会実施
全国高専および長岡技術科学大学へ配信
（GI-Net経由：10校、録画視聴数：6校）

利用者：4高専

③ＦＤ活動・人事交流充実に向けた検討等



イノベーション人材およびグローバル人材育成のための教職員ＦＤ活動
の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討

■豊橋技術科学大学主体の取り組み
○FD研修の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討
［計画］
・三機関連携教員ＦＤネットワークのための各種ＦＤ研修の課題抽出

［進捗状況］
・教職員FD/SDプログラム情報の共有

豊橋における教職員研修プログラムの情報共有
研修コンテンツの相互利用について検討
例：外部資金獲得の説明会への講師派遣

著作権セミナー（機構と共催，GI-net利用）
・高専教員のグローバルFD →［高専機構］高専フォーラムでセッション

受講高専教員のネットワーク構築
高専教員のグローバル力向上のために実施（豊橋での英語事前研修，
ニューヨーク市立大での語学力向上＆英語教授法の講座受講，
TUTペナン校に於ける講義実践，英語教授法に関するFD教材の作成）
全国高専から H26年度（10名）、H27年度(8名)

③ＦＤ活動・人事交流充実に向けた検討等

高専教員

April June August October December February

May July September November January March

TUT事前研修
（英語研修，留学生交流，
留学生指導，共同研究
等）

英語研修QC
（6 weeks）

英語講義実践
教材開発

FD教員支援
国際会議運営支援（IGNITE）
現地大学等の実情調査、意見交換

Queens 
College

ネット配信

レギュラーコースの受講
・専門基礎科目（学部レベル）
・専門科目（大学院レベル）

授業参観（Best Teachers）

スペシャルコースの受講
（Teaching in English)

コロキアム聴講，留学生交流，サーク
ル活動等

教員グローバルFDプログラム

TUT ペナン校

講義実践機関
University Science Malaysia, Penang 
Skill Development Center, 
Polytechnic Seberang Perai

職員グローバルSDプログラム

高専教員



イノベーション人材およびグローバル人材育成のための教職員ＦＤ活動
の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討

■豊橋技術科学大学主体の取り組み
○FD研修の実施と高専・技科大の人事交流充実の検討
［計画］
・三機関連携教員ＦＤネットワークのための各種ＦＤ研修の課題抽出

［進捗状況］
・職員のグローバルSD（高専職員の参加）
職員の海外機関等との連携用務への対応力強化
事前研修：国際会議運営，国際礼儀，英文書簡・契約書・通知書作成
ペナン校に於ける研修：国際会議，海外実務訓練，グローバルFD実践
研修支援，現地大学等の実情調査，意見交換

・高専生のグローバル化（高専職員の参加）
ペナン校常駐教員(京兼前高専機構国際担当理事)採用
高専生派遣先開拓を支援
国際会議を用いた学生グローバル化企画への参画

ISTS，ISATEにおける教育プログラムの協同企画と実施

③ＦＤ活動・人事交流充実に向けた検討等

互いの教育改善に資することを目的とし工学教育における新しい知見や
事例を共有と教職員の交流を図る取組みである．

■高等専門学校機構主体の取り組み
○シンガポールのポリテクニクと高専間の工学教育に関する討論の場から
アジア諸国や北米・欧州などの高等教育機関からの参加によるマルチな
工学教育に関する交流の場にする

［計画］
・交流協定を締結している教育機関への参加を積極的に呼び掛ける
・長岡、豊橋両技大からのこれまで以上の参加発表

［進捗状況］
・単なる研究発表、事例報告からラウンドテーブル、ワークショップを
主体とする対話型を重視する形式に改善

・発表者数、参加国の増加

International Symposium on Advances
In Technology and Education (ISATE)

国際工学教育研究集会



International Symposium on Advances
In Technology and Education (ISATE)

国際工学教育研究集会

回数 年 担当校（開催地） 論文数 参加者数（国数）

1 2007 Temasek Poly.(Singapore)

2 2008 熊本電波工業高専（日本） 50 --(4)

3 2009 Singapore Poly.(Singapore) 60 35(日本)(2)

4 2010 鹿児島工業高専（日本） 48 165(4)

5 2011 Republic Poly.(Singapore) 85 227(2)

6 2012 北九州工業高専（日本） 79 140(3)

7 2013 奈良工業高専（日本） 103 152(9)

8 2014 Nang Yang Poly.(Singapore) 115 266(6)

9 2015 長岡工業高専（日本） 112 171(8)

10 2016 仙台高専（日本） -- ---

高専生の英語による研究発表会からアクティブラーニングを取入れた
ワークショップスタイルによるグローバルリーダーシップ育成プログ
ラムへの舵切り

■豊橋・長岡技術科学大学との連携強化
［計画］
・大学院修士・博士課程の学生の積極的参加
・組織構成、学生委員会、名称などの変更
・グローバルリーダーシップを育成する教育プログラムへの改編
・参加者の多様性

［進捗状況］
・組織委員会、運営委員会の構成について調整中
・実行委員会、学生委員会の構成について検討中
・ワークショップのテーマ
・産学連携について

International Symposium on Technology 
for Sustainability (ISTS)

持続可能な社会構築への貢献のための科学技術



International Symposium on Technology 

for Sustainability (ISTS)
持続可能な社会構築への貢献のための科学技術

回数 年 担当校（開催地） 参加者数（国数）

1 2011 King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand)

2 2012 King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang （Thailand）

229(3)

3 2013 Hong Kong VTC/IVE(Hong Kong) 308(5)

4 2014 National Taipei University of Technology 
（Taiwan）

397(5)

5 2015 Universiti Teknologi Mara(Malaysia)

6 2016 Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

7 2017 Truku University of Applied Sciences
(Finland)

これまでのアジア中心の国際交流を更に北米欧州へと展開するために
先駆的な教育・研究が行なわれている北米の大学を訪問し高専生のロ
ボット製作技術力を示し一層の展開を図る事を目的とするものである。

■訪問する大学
コロンビア大学、ニューヨーク市立大学クイーンズ校、MIT他
［計画］
・高専ロボコン大会で優秀な成績を収めた高専より選抜
・上記大学を訪問しロボットのデモを行なう
・訪問大学学生と技術を通した交流を行なう

［成果］
・2014（奈良、小山）,2015（熊本、仙台、鈴鹿）と過去２回の派遣
・2014 長岡技大からの参加
・ニューヨーク市立大学クイーンズ校と交流協定締結
・コロンビア大学と交流協定締結
・コロンビア大学実施ではアメリカ機械学会関連組織との共同イベント
・MITでは大学院生を相手にデモ、ロボット工学成果発表会会場での展示

高専北米ロボットツアー
（KORS USA）



高専北米ロボットツアー
（KORS USA）

MIT（Design and Manufacturing 成果発表会場）

MIT(Kim研究室) でのデモ コロンビア大学準備の様子

CUNY QC 発表会開始直前



グローバル指向人材育成について

三機関連携事業中間報告会
一橋大学・一橋講堂（ 2016.1.14 ）

大学改革推進事業・教育改革推進室

海外展開検討部会長・ＦＤ等検討部会長

豊橋技術科学大学

松 田 厚 範

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

１.教員ＦＤ(グローバルＦＤ)

グローバルＦＤスケジュール概要

26年度に高専教員10名(豊橋技大教員1名）が豊橋での3ヶ月の渡
航前英語教育等を経て, 6ヶ月間のニューヨーク市立大学クイーンズ
校での英語教授法研修,その後,2ヶ月間, ペナンでの英語講義実践の
研修を行った(FD)。



＜ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙFD参加教出身高専（H26年度）1０名
＋豊橋技術科学大学教員１名＞
仙台高等専門学校、東京工業高等専門学校、長岡
工業高等専門学校、富山高等専門学校、岐阜工業
高等専門学校、豊田工業高等専門学校、明石工業
高等専門学校、高知工業高等専門学校、有明工業
高等専門学校、北九州工業高等専門学校
※ペナンでは、マレーシア科学大学（USM)、
Seberang Prai Polytechnic (PSP)、Penang
Skills Development Centre (PSDC)、DISTED
Collegeにおいて英語による講義を行った。

FD研修参加教員と本学及びＱＣ関係者

＜ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙFD参加教出身高専（H27年度）８名＋
豊橋技術科学大学教員2名 、実施中＞
函館高等専門学校、東京工業高等専門学校、沼津
工業高等専門学校、舞鶴高等専門学校、徳山工業
高等専門学校、宇部工業高等専門学校、大島工業
高等専門学校、阿南工業高等専門学校

FD研修参加教員によるペナンでの
英語講義実践の様子（PSP）

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

２.海外実務訓練

本事業で設置した海外教育拠
点・海外事務所を活用し, 現地
コーディネーター等を配置し実
務訓練先企業の開拓等を行った。
140名あまりの両技科大学部生
が海外実務訓練に参加した (実
務訓練先開拓数41社 うち2社に
高専生が参加)｡

特に、本事業で設置したマレーシア教育拠点を活用し、実務訓練先企業の開拓を行い、
平成25年度には日本人学生16名・留学生5名、平成26年度には日本人学生10名・留学
生2名の学部４年生が海外実務訓練に参加した。現地企業（日系・多国籍・ローカル企
業）での実務訓練では基礎研究から製品開発・品質管理まで幅広い分野で行われ、職場
では、マレーシア以外からの外国人労働者が普通にある環境であることもあり、異文化
理解、 英語学習へ取り組む意欲とその方法の改善、将来の海外駐在や国際企業への就職
に対する理解度が高まった。

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果



３.海外教育拠点・事務所の設置と活用
・マレーシア・ペナン教育拠点【25年12月開設】
・タイ事務所【26年1月開所】
・モンテレイ(メキシコ)事務所【26年6月開所】
設置した海外教育拠点・海外事務所を活用し，海外実務訓練先開

拓, FD/SD,学生国際交流等の拠点として三機関が積極的に活用した
(延べ800名以上が利用, 企業等訪問数延べ220回)。

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

平成27年度からは高専機構前理事・前明石高専校長である京兼教授を豊橋技術科学大学のペ
ナン校常駐教員として配置し、高専学生の海外英語研修の実施等、高専と連携したプログラ
ムの計画も進めている。

マレーシア教育拠点（ペナン） タイ事務所

４.国際会議
三機関で連携・協働し、国際技学カンファレンスin長岡（第3回：H26.6月、長岡市、

第4回：平成27年6月、長岡市）、ISATE【International Symposium on Advances in 
Technology Education】 (ISATE2014：H26.9月、シンガポール、ISATE2015:平成27年9

月、長岡市）、ISTS【International Symposium on Technology for Sustainability 】

（ISTS2014 ：H26.11月, 台湾、ISTS2015:平成27年8月、マレーシア)、IGNITE
【International Conference of Global Network for Innovative Technology 】
（IGNITE2013:H25.12月、IGNITE2014:H26.12月、IGNITE2016:平成28年1月（予定）、
マレーシア) 等の国際会議・国際シンポジウムを開催

IGNITE2014 開会式での集合写真

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

国内外からの参加者を集め、技術教育、
技術科学の成果共有・普及、グローバ
ルな視点での教育・研究力向上が図ら
れた。これらの国際会議には学生も参
加し、研究成果発表、参加者との交流
を行う等、学生のグローバル教育の一
環ともなっている。



６. 職員ＳＤ
26年度に三機関の事務職員8名が合同で、マレー

シア教育拠点等でマレーシア科学大学(USM)の職
員と業務内容の意見交換、国際会議
（IGNITE2014）の開催支援等の国際実務研修を
行った（9日間〜14日間）。大学のグローバル化に
は、教員（FD)、学生向けプログラムに加え、職員
のグローバル研修も必要であり、三機関での取り組
みを昨年度開始し、今年度も実施する予定である。

SD研修参加職員とUSM職員との意見交換の様子

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

５. 三機関合同海外同窓生交流会
26年度にマレーシア・ペナン、ベトナム・

ハノイにて三機関合同の海外同窓生交流会を
開催し、約160名の同窓生・各機関関係者が
交流し，ネットワーク形成を図った。

27年度には、タイ・バンコク、ラオス・ビ
エンチャン、ベトナム・ハノイにて三機関合
同の海外同窓生交流会を開催し、約100名の
同窓生・各機関関係者が交流し，ネットワー
ク形成を図った。 三機関合同海外同窓生会議・交流会 （2014ペナン）



平成26年度 教員グローバル人材育成力強化プログラム

平成27年度 FD研修を終えて Jan. 14th, 2016

三機関連携事業 中間報告会

国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校
生産デザイン工学科
物質化学コース 助教

大川原 徹

本発表の概要

1. FD研修の概要

2.本研修

2-1.豊橋技術科学大学にて

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

3.研修を終えて

4.平成27年度の取り組み

5.まとめ



1. FD研修の概要

平成26年度派遣者一覧

派遣元高専 氏名 所属学科 職名

※改組に伴い2015年4月より生産デザイン工学科に移動

仙台 小林 秀幸 情報システム工学科 助教

東京 水戸慎一郎 電子工学科 講師

長岡 赤澤 真一 物質工学科 准教授

富山 古山 彰一 電子情報工学科 准教授

岐阜 坂本 淳 環境都市工学科 講師

豊田 松本嘉孝 環境都市工学科 准教授

明石 藤原 誠之 機械工学科 准教授

高知 木村 竜士 環境都市デザイン工学科 助教

有明 岩下 勉 建築学科 准教授

北九州 大河原 徹 物質科学工学科※ 助教

1. FD研修の概要

海外志向の強い分野出身

早期専門教育に大きな期待

自己紹介 大川原 徹 31歳
（ｵｵｶﾜﾗ ﾄｵﾙ）

博士（工学）

採用4年目

有機化学、錯体化学

25歳でカリフォルニア

に1か月ホームステイ

参加の動機：英語教育と研究の両立

自分の海外経験を
高専教育に還元する



1. FD研修の概要

募集要項より抜粋

高専機構の教員を国内外の教育研究機関等に
派遣し，英語による指導法を修得させる。

教育研究能力の向上を図り，各国立高等専門学
校における教育研究を充実させる。

応募にかかわる日程

募集期間
11月～12月

詳細な履歴書、共同研究先希望提出
1月～2月

採用通知
12月末～1月

1. FD研修の概要

研修の全体像

豊橋（技科大） New York (Queens College) Malaysia (Penang)

アルク語学研修 ELI語学研修

共同研究＠技科大

クラス受講（単位取得）

教育手法研修

共同研究＠QC

英語教材開発

授業補助

英語での授業

本発表においてフォーカス

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



2.本研修

2-1.豊橋技術科学大学にて

語学研修：アルク教育社

5～6人1クラスに英語教師一人

研修中はあくまでも受講者が中心

英語は実用的でなければいけないので、

本来の英語教育のあるべき姿

Diplomatic language

交渉や相手にものを頼むと
きの上手な表現

2.本研修

2-1.豊橋技術科学大学にて

共同研究： 4系、岩佐精二教授

テーマ：ルテニウムPheox錯体の合成と再結晶

有機化学、錯体化学という研究分野のマッチング

博士課程留学生による実験指導

研修終了後の2015年6月

から再び共同研究を再開



2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

語学研修： English Language Institute (ELI)

受講生の英語レベルに応じて7段階のクラスに分

かれて研修

アメリカの大学への入学を希望する国外の学生向
けの英語研修

学生の出身地：香港、台湾、韓国、トルコ、パナマ、
エクアドル、その他

夏期集中講座と秋季講座が開講

2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

授業聴講： Arthur D. Baker教授

Mr. Jonathan Minkin (Assistant)

授業： Organic Chemistry II

大学生2～3年生レベルの有機化学

週2回110分、15週間

自分が十分理解している分野の内容を英語で聞くことで、
復習するとともに様々な英語表現を集めることができた。

復習内容：高専に戻ってからの研究で活用

英語表現：マレーシアにおける英語授業の構築



“BlackBoard”、”Sappling（左図）” 

等、学習支援システムを学生とし
て利用することでその有用性を
学んだ。

2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

自分が十分理解している分野の内容を英語で聞くことで、
復習するとともに様々な英語表現を集めることができた。

復習内容：高専に戻ってからの研究で活用

英語表現：マレーシアにおける英語授業の構築

2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

共同研究： Sanjai Kumar教授

専門分野：有機化学、生化学

有機化学を通じて新薬候補の探索

使う器具や専門用語は同じ

自分が指導する立場として教授と共同で研究室を運営
学生指導
消耗品注文
学外研究者による大学院生向けセミナー



2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

研究内容：カセプシンL選択的阻害剤の開発

研究室内でのセミナーの様子

英文を書き、それを直されることで成長（主にEditorとのやりとり）

顔の見えない読者に対して伝えることの難しさ、重要さを再認識

2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

研修のため：論文執筆

大学時代の未発表データをまとめて投稿

高専での2年間の実験データをまとめて投稿



2.本研修

2-2.ニューヨーク市立大学クイーンズ校にて

http://ignite.tut.ac.jp/cie/
activities/fd.html

それぞれの研修参加者の所見や
実生活の様子は豊橋技術科学大
学のホームページ、QCだよりの
ページでも公開されています。

3.研修を終えて

所見

グローバル人材を育成する側の人間として大きく成長
することができた。これを「一人の教員が研修に行った
だけ」で終わらせることなく、他の多くの教員に派生さ
せていかなければいけない。

共同研究においては今後、論文として発表可能なデー
タを取得するところまで進行することができなかったが、
今後のさらなる連携の可能性を広げることができた。

研究と英語教育は両立できる。深く突き詰めることによ
って学生への工学教育にも最終的に還元していくこと
ができると確信できた。



4.平成27年度の取り組み

個人向け留学補助プログラムの活用
http://www.tobitate.mext.go.jp/

トビタテ！留学Japan 第3期
生産デザイン工学専攻1年生1名

→ アメリカ・ニューヨーク市立大学（2ヶ月間）

学生自身のネットワーク構築
にも有効

5.まとめ

研究と教育の両立が重要

専門学校ではなく高等教育機関である以上、研究と
教育は互いに支えあう関係であり、どちらもおろそか
にされてはいけない。

そのために英語が必要

教員にとっては研究と教育の間を取り持つ媒体こそ
が「英語」と「英語教育」であり、学生にとっては将来
技術者になるとしても研究者になるとしても欠かせな
い能力が英語等のコミュニケーション力である。

http://www.tobitate.mext.go.jp/


グローバルFD体験報告
豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 松本嘉孝

２０１６年 １月 １４日

報告内容

✤ Penang , Malaysiaでの研修

✤ 帰国後の活動内容



Penang研修の位置づけ

豊橋(技科大) New York (Queens College) Malaysia (Penang)

アルク語学研修 ELI語学研修

クラス受講（単位取得）

教育手法研修

共同研究@QC共同研究@TUT

英語での授業

英語教材開発

授業補助

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Penang便り：研修の詳細



Penang , Malaysiaでの研修

✤ Malaysiaの高等教育機関で英語で専門分野授業を行う

✤ 日本人が英語で授業をするためのICTツールの開発

Teach ing in

Engl ish

QC, NYでの研修 専門講義受講

ELI

英語で専門分野授業を行う

@USM Engineering

@USM Main

@PSDC

@PSP

各人３～４講義（１講義２時間程度）を大学，ポリテクにて英語で実施



ICTツールの開発

日本人向けにクラスルームEnglish，授業でよく使われる英語フレーズ，

科学用語を文字，音声，動画で紹介。HPで閲覧可能。

帰国後の活動内容

✤ 国際交流関連の活動

✤ 教育関連の活動

✤ 研究面等の活動

英語での

授業経験

Penang , Malaysiaでの研修 ICT英語

ツール
グローバル人材
としての素養，

経験

FD長期研修を通して



国際交流関連の活動

・海外校との新たな提携等に向けた活動

（古山教員（富山），赤澤教員（長岡））

・学生の海外交流の引率

（赤澤教員（長岡），小林教員（仙台），古山教員（富山），

岩下教員（有明））

・学内の国際関連業務

（藤原教員（明石），小林教員（仙台），

古山教員（富山））

教育面での活動

・英語を取り入れた授業の実施

（赤澤教員（長岡），藤原教員（明石），坂本教員（岐阜），

松本教員（豊田））

・課外活動での英語教育（木村教員（高知））

・留学生の受け入れ

（坂本教員（岐阜），水戸教員（東京），藤原教員（明石），

岩下教員（有明），小林教員（仙台），古山教員（富山））

・日本人学生の海外派遣（大川原教員（北九州））



学生のポテンシャルを発揮させる英語教育

研究面などでの活動

・ISATEの運営，発表

（岩下教員（有明），赤澤教員（長岡），古山教員（富山），

松本教員（豊田））

・海外での研究発表（多数）



今後の方向性

「個人レベルの

活動の融合」

組織レベルの活動」

「個人レベルの活動」

グローバルマインドを持った高専生，教員，組織の構築，育成

・新たな実践的な取組（研修など）の模索

・FD研修内容の普及，啓発 など

・学生への質の高い教育

コンテンツの提供

新たな協力者

・賛同者（高専，大学）

・英語担当教員

・海外人材



イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会の成果報告

ー イノベーション指向人材育成についてー

三機関連携事業イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長 三上 喜貴
長岡技術科学大学 理事・副学長
全体概要

技学イノベーション推進センター技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長 湯川 高志
長岡技術科学大学 情報・経営システム工学専攻 教授
取り組み報告

長岡技術科学大学大学院 エネルギー・環境工学専攻 １年 渡利高大
参加学生からの報告

シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部 溝上裕二
企業の視点からのイノベーション人材育成

平成２８年１月１４日 一橋講堂

三機関連携事業イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長 三上 喜貴
長岡技術科学大学 理事・副学長
全体概要

技学イノベーション推進センター技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長 湯川 高志
長岡技術科学大学 情報・経営システム工学専攻 教授
取り組み報告

長岡技術科学大学大学院 エネルギー・環境工学専攻 １年 渡利高大
参加学生からの報告

シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部 溝上裕二
企業の視点からのイノベーション人材育成

イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会の成果報告

ー イノベーション指向人材育成についてー



高専・両技科大協働による全国のものづくり地域
とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな成長拠点を結ぶ産学官融合ｷｬﾝﾊﾟｽ

三機関連携事業
「イノベーション産学官
融合キャンパス構想」
意義と概要

工部大学校：当時のNATURE誌が”a highly scientific training, 

combined with actual practical experience in engineering workshops”

と称賛した欧米にも類を見ない先進的・実践的技術者教育を実現

技術科学大学＋高専
15歳に始まる実践的技術者教育＋学部修士
一貫教育＋産学共同研究環境を教育の場と
しても活用した技術開発ｾﾝﾀｰ＋長期実務訓練

明治初期
急速な技術導入を
主導した人材育成

1960～1970年代
高度成長を支える
産業人材育成

世界で活躍し、イノ
ベーションを起こす
実践的技術者育成

基幹インフラとしてのＧＩ-net

技学ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ・産業創
出実践部門

6領域におけ

る地域横断
型ｸﾗｽﾀとの
産業創出や
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ実践

融合キャン
パス

推進部門

世界を実習
工場と据え
地域企業と
共にｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝを実現する
融合ｷｬﾝﾊﾟｽ

技学実践教
育・基幹ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ運用部

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ力・ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ力に
関する実践
教育手法・評
価方法開発

三機関が連携・協働した教育改革事業

平成24年度「国立大学改革強化推進補助金」の選定結果(平成25年3月1日)

1．事業目的
本補助金は、国際的な知の競争が激化する中で、大学の枠を超えた連携の推進や
個性・特色の明確化などを通じた国立大学の改革強化を推進することを目的としています。

2．選定結果
別紙のとおり、14件の取組が選定されました。

長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構

三機関(長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構)が連携・協働
した教育改革～世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者の育成～

高専と連携した教育機能を更に深化させ，三機関の豊富な国際連携活動，地域に根ざし
た産学官連携の強みを活かしたキャンパスネットワークを構築し，さらに海外共同キャン
パスの設置，共同教育コースの開設により，世界で活躍し，イノベーションを起こす実践
的技術者育成を実現。



世界をリードする
研究・技術者

－世界で活躍し，イノベーションを起こすスーパー技術者の育成－

技術を基にして
世界と地域で活躍できる経営者

スーパースターの育成

マネジメント
力

世界に通用す
る研究・技術

グローバル
感覚

研究・技術をビジネスにす
る力、マネジメント力などを
涵養する科目

＜６領域＞
☆クリーンエネルギー
☆レジリエントインフラ
☆アグロインダストリー
☆プレミアム地域ブランド
☆アシスティブテクノロジー
☆グローバルイノベーション教育

英語力、コミュニケーショ
ン力、地域でのグローバ
ル対応力などを涵養する
科目

ものの見方・考え方／ 「気づき」力／ 自学自習能力の向上

マネジメント
のプロ

教育体制

育成する人材像

獲得する能力

研究・技術の
スーパー
スター

グローバル
ビジネスマン

教育・研究内容
・プロジェクトマネジメント
・プロダクトスキル
・ジェネリックスキル

教育方法
・アクティブラーニング

高専・技科大教員、企業人、等

イノベーション指向 国際通用性・グローバル指向

技学イノベーション教育における
育成する人材像と教育研究体制（概要）



領域１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する社会構築に資する基盤技術開発

領域２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する基盤技術開発

領域３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

領域４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

領域５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活を目指した基盤技術開発

領域６：グローバルイノベーション教育

技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門

技学イノベーション・産業創出実践部門

学生のアクティブラーニングを通したジェネリックスキル、プロダクトスキルや
プロジェクトマネジメントを育成・対応する科目を開発する。

イノベーション拠点形成

イノベーション領域の課題（キーワード）

「日本再興戦略」 平成25年6月14日閣議決定



イノベーション領域の課題（キーワード）

「科学技術イノベーション総合戦略」 平成25年6月7日閣議決定

技学イノベーション推進センター

既存の技術開発センターを母体とし、平成２５年９月に設立

センター長 （東信彦教授）

産学官コーディネーター 3名（兼 産学・地域連携／知的財産本部）
知財マネージャー 1名（兼 知的財産センター） 特任事務職員 1名 事務補佐員 1名

事務担当 産学・地域連携課

技術開発セン
ター
・技術開発部門
・研究開発部門
・技術教育部門
・技術開発センター
プロジェクト

技学イノベーション推進センター
・イノベーション指向人材育成の体制整備及び基本方針の策定
・イノベーション指向人材育成カリキュラムの開発
・イノベーション教育モデル・評価方法の開発
・産学融合キャンパスの体制整備
・産学融合キャンパスにおける産学協働研究プロジェクトの実施
・その他産学融合研究を通した教育に関すること

部門長 （湯川高志教授）
副部門長（岡元准教授、上村准
教授）、特任教員、コーディネー
ター

技学によるイノベーション教育・エンジ
ニアリングデザイン教育の開発・推進
と基幹ネットワークの運用

・エンジニアリングデザイン力及びイノ
ベーション力に関する実践教育手法・
評価方法の開発
・基幹ネットワークの開発・運用

部門長 （東センター長（兼））
副部門長(永澤茂教授、中山准
教授）、特任教員、コーディネー
ター

世界を実習工場と据えて地域企業と
ともにグローバルにイノベーションを
具現化する融合キャンパスを推進

・産学連携事業の企画・運用
・新技術融合地域横断型クラスタ形成
・産学官融合キャンパスの企画・運用

部門長 （山口隆司教授）

副部門長（河合准教授、姫野准
教授）、特任教員

両技科大、全国高専、自治体、地場
産業協働した技学知の実践による技
術イノベーション・産業創出

・技学によるイノベーション創出
・地域横断型クラスタとの産業創出の
実践
・グローバル・イノベーションの実践

将来的に本学の産
学官融合に関する
機能を集積化

（テクノインキュ
ベーションセンター、
知財本部の機能を
統合)

技学実践教育・基幹ネッ
トワーク運用部門

融合キャンパス
推進部門

技学イノベーション・産業
創出実践部門41教員 ３７６教員

４１７教員

設立時



技科大・高専・企業・公設試・国研・自治体等の融合キャンパス
⇒ イノベーションを指向する持続型の実践的技術者育成の場
⇒ 大学に運営資金の集まる仕組

イノベーションの湧出
（技学知の実践）

研究・開発資金

研究・開発資金

• 産学の創出
• 空洞化の克服
• 自立型の持続
的中小企業の
育成

企業のキャンパスオフィス
試作室

技科大・高専連携による全国展開

自治体
企業

〈産学官連携の革新〉

大学発ベン
チャー企業

タフな技術者・タフな企業を
育てる融合キャンパス
（タフ＝自立・持続型）

技学イノベーション推進セン
ターの共同設置

知財管理・活用
・シンクタンク

• 政策に合った開発
• 地方の持続的活性化

（国内・海外企
業）

パイロットプラント

イノベーション視点から見た産学官融合キャンパスの概念

グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）



1対1接続 多地点接続

10地点未満 10～39地点 40地点以上

H26年度 1,137 545 151 29

H27年度
（11月まで）

544 522 117 22

年度ごとのGI-Net接続のべ回数

GI-Net活用の実績

JST-JICAプロジェクト

社会実装現場

技術移転現場

協働教育大学

協働教育大学

ベトナム, マレーシア, タイ,台湾,
中南米などに派遣し、
グローバル感覚の醸成
および
国内での専門基礎、高い専門性

高専生：
海外産業視察、研修

学部４年生：
半年間の実務訓練

大学院：
海外インターン、実装研究

グローバル・イノベーティブ人材

産学官融合キャンパス

基盤研究・要素技術・
システム化＆国内実装

海外実装・標準化

高専−技科大のグローバル・イノベーティブ人材の育成
(高専、学部、大学院)



高専４−５年生、専攻科生での
グローバル・イノベーティブ人材育成の例

高専の海外インターンシップ
国際共同研究等での海外視察・実験
高専-長岡技科大海外視察、など

高専４−５年生
専攻科生

学部４年生での海外実務訓練の実施状況

ヨーロッパ
イギリス（４）
スペイン（４）
ドイツ （１）
フランス（４）
オランダ（１）
ノルウェー（１）

アジア
中 国（３）
韓 国（２）
タ イ（１４）

マレーシア（４）
ベトナム（６）

シンガポール（１）
インド（２）

インドネシア（２）

オセアニア
オーストラリア（２）

世界１７カ国
５８名

北アメリカ
アメリカ（１）
メキシコ（６）

多くの学術協定校

→世界で研究〔院〕

７人に１人は海外で
６ヶ月間実務訓練

長岡技科大
４年生

（平成２６年度長岡技科大）



国際交流状況（平成26年5月現在、長岡技科大）

学生交流（29か国・地域）
外国人留学生数：292人（全学生の約12％）

（国別内訳）

１位 ベトナム 81人

２位 中国 70人

３位 マレーシア 43人

４位 タイ 22人

５位 メキシコ 17人

その他（ミャンマー、インドネシア等） 59人

（身分別内訳）

学部正期生 85人

大学院正期生（修士課程） 112人

大学院正期生（博士後期課程） 72人

大学院正期生（専門職学位課程） 1人

研究生等（研究生、特別聴講学生、特別聴講学生） 22人

教員交流（平成25年度実績）

海外渡航者数 541人

（ベトナム、アメリカ、タイ、マレーシア、中国、ドイツ、台湾、韓国、
メキシコ等）

来学者数 113人

（メキシコ、ベトナム、タイ、マレーシア、韓国、モンゴル、中国、台
湾、ミャンマー等）

国際学術交流協定: 100大学・機関

大学間協定
23か国・地域 72大学・機関

（インド、インドネシア、タイ、マレーシア、モンゴル、ベトナム、
韓国、台湾、中国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、ア
ゼルバイジャン、イギリス、スペイン、ドイツ、ハンガリー、フラ
ンス、オーストラリア）

学部間・研究室間協定
16か国・地域 28大学・機関

（インド、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、韓国、台
湾、中国、アメリカ、イギリス、スイス、ノルウェー、ドイツ、フラ
ンス、チェコ共和国、ロシア）

産学官融合キャンパスを活用したイノ
ベーション人材育成

☆本事業で開発した科目・プログラム
の実践



三機関連携事業イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長 三上 喜貴
長岡技術科学大学 理事・副学長
全体概要

技学イノベーション推進センター技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長 湯川 高志
長岡技術科学大学 情報・経営システム工学専攻 教授
取り組み報告

長岡技術科学大学大学院 エネルギー・環境工学専攻 １年 渡利高大
参加学生からの報告

シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部 溝上裕二
企業の視点からのイノベーション人材育成

イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会の成果報告

ー イノベーション指向人材育成についてー

平成２８年１月１４日 一橋講堂

これを達成できる人材（の集団）

• イノベーションの類型

– 既成概念をくつがえすイノベーション
→ 年に1件あるいは数年に1件

– 組合せにより社会や生活を革新するイノベーション
→ 年に数件

– 生産やサービスの現場の課題を飛躍的に解決するイノベーション
→ 年に数千件

本事業が育成を
狙う人材

技学に立脚したイノベーション指向人材



JST-JICAプロジェクト

社会実装現場

技術移転現場

協働教育大学

協働教育大学

ベトナム, マレーシア, タイ,台湾,
中南米などに派遣し、
グローバル感覚の醸成
および
国内での専門基礎、高い専門性

高専生：
海外産業視察、研修

学部４年生：
半年間の実務訓練

大学院：
海外インターン、実装研究

グローバル・イノベーティブ人材

産学官融合キャンパス

基盤研究・要素技術・
システム化＆国内実装

海外実装・標準化

高専−技科大のグローバル・イノベーティブ人材の育成
(高専、学部、大学院)

教育・研究を通じて従来から身につけている

（ジェネリックスキル
エンジニアリングデザイン力

イノベーション力）

• 自然科学・数学に関する知識と運用能力

• 専門分野に関する高度知識と運用能力

に加え

• 技術科学思考能力

• 協調的技術開発能力

• 社会との対話能力

• 技術創生能力

イノベーション指向人材に求められる能力



ブルームタキソノミに基づく能力の到達目標定義 (抜粋)

Lv. 【1】(知識・記憶) 【2】 （理解) 【3 】 (適用) 【4】 (分析) 【5】 (評価) 【6】 (創造)

ブルーム
のタキソ
ノミー

関連知識を思い出すこ
とができる。(認識する)

重要な概念や方
法の意味を理解
し、必要に応じ
て活用できる。
(解釈する、例証
する、要約する、
推測する、比較
する)

自らの専門工学分野
の課題を解決するた
めに、専門工学分野
の知識を使うことがで
きる。(遂行する、実践
する)

複雑な問題の中で、
課題解決に関連する
自らの専門工学分野
の原則を理解し、知
識を適用できる。(統
合・要点の整理・構造
化)

専門工学のさまざま
な知識を融合して課
題に取り組むことがで
き，知識の社会への
影響を考慮できる。
(調整する、発見する、
観察する、検証する、
批評・判断する)

課題に取り組むため
に必要な専門工学の
知識や判断の妥当性
を評価して実験計画
等を再構築できる。
(生み出す、計画・設
計する、作り出す)

技術科学
思考能力

要
素
と
到
達
目
標

課題発
見力

解決すべき課題を見つ
け、解決のために必要
な情報収集・分析・整
理の重要性を認識して
いる。

解決すべき課題
を見つけ、解決
のために必要な
情報収集・分析・
整理のための基
本的な方法を理
解している。

現状と目的を把握し、
その乖離の中に課題
を見つけ、課題の因
果関係や優先度を理
解し、そこから主要な
原因を見出し、解決
行動を提案できる。

現状と目的を把握し、
その乖離の中に課題
を見つけ、課題の因
果関係や優先度を理
解し、論理的解決策
を立案し、実効策を絞
り込むことができる。

様々な情報をもとに
課題の本質を明確化
でき、提案された解決
策を実行し、その効
果を調査・検証するこ
とができる。

様々な情報をもとに
課題の本質を明確化
でき、提案された解決
策の効果を検証して、
新たな実効策を提案
できる。

情報収
集力

情報収集・活用・発信
のためのICTや代表的
ICTツールの特徴や効
果を認識している。

情報収集・活用・
発信のための
ICTの応用・将来
性を理解してい
る。

ICTやICTツール、文
書等を基礎的な情報
収集や情報発信に活
用できる。

ICTやICTツール、文
書等を自らの専門分
野での情報収集や情
報発信に活用できる。

情報収集、情報への
ICTやICTツールの活
用や発信の効果が評
価できる。

企業活動における円
滑なプロジェクト等の
実行のためにICTツー
ルによる情報収集と
情報の活用・発信の
計画が立案できる。

論理的
思考力

先入観や常識にとらわ
れず、物事の原因や過
程を客観的・論理的に
思考することの重要性
を認識している。

前例のない事柄
でも物事を客観
的・論理的にと
らえることができ、
効果や価値を比
較して最良の選
択肢を選ぶこと
ができる。

課題発見から論理的
な思考のための手段
を実行でき、解決行
動を提案できる。また、
複雑な事象の本質を
要約・整理し、構造化
できる。

課題を発見し解決策
を立案し、具体的な実
効策を絞り込むことが
できる。また、複雑な
事象の本質を整理・
構造化して結論の推
定をするために、論理
的に展開できる。

複雑な問題に対する
解決策や手順の効果
を評価できる。

企業活動における多
様な問題や課題の解
決に対し、問題の原
因を明確化して複数
の解決策を提案し、
絞込み、実効策を計
画して提案できる。

到達目標と科目のマッピング:共通科目（試案）

【3 】 (適用) 【4】 (分析) 【5】 (評価) 【6】 (創造)

技術科学思考能
力
課題発見力、情報収集力、論
理的思考力

技術創生能力
創生能力、エンジニアリングデ
ザイン力、専門能力

協調的技術開発能力
合意形成力、チームワーク力

社会との対話能力
コミュニケーション力、英語力、
社会力

研究指導実習1 (M1) 研究指導実習2 (M2)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ実習(M1-2) 海外ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(D3,4)

技術科学ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ(M2,D3)

国際会議発表(M2)

国際学会
演習(高5)

海外研究視察(高5,A1)

実務訓練(B4)

集中ｾﾐﾅｰ/ﾗ
ﾎﾞ(高4)

先端技術講座/演習(高5)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎﾞI(B3,4)

ｾｶﾝﾄﾞﾗﾎﾞII(M1,2)

技術者力I(B3,4)

技術者力II(B3,4)

技術科学特別実験(M1,2)

卒業研究(高5)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

連携型ﾘｻｰﾁｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(M1,2)

能力

実装研究(M2,D)

レベル

ひとつの研究テーマについて世代横断的に取組ませて各レベルでの能力向上を図る
（科目名は別でも，同じ研究テーマの活動）

高専４−５年生 専攻科生
技科大３−４年生 大学院生

PBL科目



高専・技科大教員のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ指向人材育成WSの開催

2班：「研究を活かした人材育成」
三機関連携、学生能力向上、仕掛け（ストーリー）

見える化
ゴール

課題 解法
スケジュール

2015 2016 2020
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

「スゴイな」と言われる学生（人・技・話)

海外でもイノベーション研究実施して、結
果を出せる学生

1,
コラボ

コラボ卒研・研究
学科学校を超えた卒業研究
研究会(GI-net)による共同指導
提案型・公募型卒研、専攻科研究の推進
卒業生＋技大生との胸中問題の認識比較
横・縦の人間関係活用

2,
現場

共同研究への学生参加
プロジェクト現場におけるニーズ解決
現場における問題に対する技術要素分析
研究費の配分・管理
研究成果が製品につながることを理解する
現実味の提供（場）

3,
場

発表会（研究室・学科単位、学校全体、GI-
net)
カッコイイ発表の場(e.g. ISTS, ISグリーレ,国
際技学カンファレンス)

4,
留学生

留学生（短期)のチューター等によるコミュニ
ケーション
技科大留学生とのコラボ(ディスカッション、
ものづくり)

長期インターンシップによる外部指導体験
(GI-net)

5,
スキル

将来マネージャーになる
部長、課長、（社長）（マネジメント)

スキルマップ

６領域
（高専→技科大)

コラボ事業

P3、研究

★技学CN Meeting

★Meeting

基本的なことを決める 調
整 コラボ検討

６領域のコラボ集まり成功

★INGC

コラボのテーマ設定

PD, Dr, Master,学生

2nd

新コラボテーマ設定

高専–技科大“一気通貫型”新規融合教育の構築

（教育部門：産学官融合キャンパスでの人材育成プログラムづくりの基幹）

長岡技科大で実施STEP 2: 知・場の集約（H26~）

11高専＋長岡技科大の学生が集い、目標（Pioneers Asia 2016）に向け行動

全国ネットワーク・代表者グループ形成

地域の核となるリーダー育成

Innovation Idea Design (IID) プロジェクト（高専・長岡技科大発足）

創造性、独創力、合意形成力
コミュニケーション力

エンジニアリング・デザイン力

2015年12月26–28日の様子

学年・国を超えた35名
（16歳~32歳・5カ国9名の留学生）

・イノベーションアイディア発案
・グループワーク
・ファシリテーション講座

・アイディアのロジック構築
・グループワーク
・ビジネスの実態講座

論理的思考力、批判的思考力
情報収集力、課題発見・解決力

・プレゼン資料の作成（英語）
・アイディアの情報発信（英語）

世界を担うPMの育成



技学イノベーション特別講義

• 平成26年度に新設 （学部4年生、教養科目）

• 授業形態と単位数：講義、１または２単位

• 授業目的：

– 社会においてイノベーションを実践してきた多様な講師による講演を聴講し、技学を修
め社会においてイノベーションをリードする人材としての素養を高めつつ、今後の学修
の動機付けや進路選択の一助とする。

• 授業キーワード

– イノベーション、起業、デスバレー（研究開発）、キャリア教育

• 授業の内容：

– 学内で開催される特別講演会、匠陵講演会、起業セミナー等、及び学外の指定された
講演会等の受講によって当該科目の履修とする。

– 60～90分の1講演で1ポイント、8ポイントで1単位、16ポイントで2単位とする。

– 履修は４年１学期を基本とするが、その学期に限らずそれまでに獲得したポイントの合
計をもって単位認定を行う。

イノベーション教育推進のために新規に開設した科目例

ソーシャルイノベーション特論

• 平成27年度に新設（大学院修士課程、専門科目（機械・生物））

• 授業形態と単位数：講義、２単位

• 授業目的：

– 地域課題解決をリードするファシリテーション能力を備えた技術者の育成を目指す。現
実の地域課題を設定しその解決のプロセスを通して、“技術科学ファシリテーター”とし
て必要な創造力、コミュニケーション力、ファシリテーション技法、合意形成力、そしてそ
れらを総合した問題解決能力を養うことを目的とする。

• 授業の内容：

– ワークショップ、ファシリテ－ション、ロジカル／ラテラルシンキング

• 授業の内容：

– ワークショップ、ファシリテ－ション、合意形成等の技法に関わる講義

– ソーシャルイノベーションの事例に関わる講義

– 学生主体の社会課題設定、解決策検討のワークショップ、プレゼンテーション

イノベーション教育推進のために新規に開設した科目例



⑤Malaysia

①Nagaoka

②Kagoshima

③Okinawa

④Thailand

⑥India

Viet Num

JST-JICA PJ

⑨ Private companies, Water&MSW Treat& Management

⑧Singapore

Actual facility

Novel Bacteria Hunting,
New process finding

Activating of Microbes,
High rate Bio-reactor

Domestic/Industrial WW Tech., 
Resources recovery from biomass

StanderdirizationNext generation water resources technology

技学イノベーション人材育成（基礎から社会実装まで）

基礎科学
基盤技術

キーとなる要素技術

設計・社会実装・標準化

異分野コラボレーション

地域プレミアム領域、バイオマス利活用の
産学官融合キャンパスモデル

バイオガス発電機
（株）大原鉄工様, 等との共同開発、実用化

環境展に出展
長岡技科大、姫野研

[出典] http://nagaokabiocube.sakura.ne.jp/

メタン醗酵システム
長岡技科大、山口研

プラントメーカーと協
働

NEXT stage: Palm Factory, Agro-industry in Asia

下水処理場、生ゴミ処理
Bio-gasの回収

Bio gas

Bio gas

[出典] http://raven.sakuraweb.com/

メタン醗酵脱離液の
施肥利用

排熱の利用

高価値化・高機能化

食品工学

長岡技大

新居浜高専

共同：資源回収業者、植物工場企業
プラントメーカー、市役所

排熱利用

＜テクノ愛2014年にて新居浜高専生の準グランプリ受賞＞
ベンチャーコンペ

高校の部：準グランプリ
（356件中第２位）

大学・大学院の部：準グランプリ
（134件中第２位）

環境省事業に申請



アグロインダストリー領域、鉱山温排水の有効利用技術開発の
産学官融合キャンパスモデル

安価で効果的なスケール対策/技術開発

自然エネルギー（泉熱）を利用した省エネ施設園芸技術の確立

・施設園芸における環境負荷低減技術の確立
・地域資源の有効活用

高付加価値農産物

南国フルーツ
熱帯性きのこ

排水処理・環境負荷低減

鉱山の温排水

一部温泉利用、大半は河川放流

鉱山温排水に含まれるスケールの除去が必要

スケール原因物質も
高濃度に含有

富山・鹿児島高専

品質管理

高価値化・高機能化

ICT (情報通信技術) 
管理植物工場

食品工学

生産工学

農水省事業に申請

＜植物工場夏期インター
ンシップへ学生5名参加＞

ｱｼｽﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ領域の事例：AT領域における活動

他分野の専門共有・研究発表（ヨコ連携）
ATスーパー技術者育成支援

目標：イノベーション技術 × ＡＴ技術者人材創出

スキル標準・マップ
の設計と検証

学会・技科大
との連携

ＷＧ４

産学連携の
デザイン教育

ＷＧ１～３
イノベーション研究ならびに
専門分野の技術者育成

ＷＧ４
イノベーション人材育成



テーマ Japan ATフォーラム2015 研究発表と技術者育成の交流会
～障害のある人と共に考える支援技術のあり方～

開催日 2015.9.26（土）-27（日）
会 場 長野高専
参加者 ２日間でのべ160名 （うち学生：12高専32名）
内 容 基調講演、ポスター発表（学生20件）

企業展示（6社）、口頭発表（学生12件）
２日目ワークショップ（障害当事者・支援者20名）

メインイベント『Japan ATフォーラム2015 in長野』開催
～ＷＧ横連携によるＡＴスーパー技術者育成の取組～

AT領域のイノベーション人材育成
【Ｈ27活動実績】ＷＧ４

ＷＧ４ ＡＴスーパー技術者育成支援

AT領域のイノベーション研究開発
【Ｈ27活動実績】

共同
研究

『パラリンピック』をテーマとした共同プロジェクト発足

長岡技術科学大学・塩野谷研究室と連携し、

ＷＧを横断した共同研究プロジェクトが発足。

下記の２本柱で研究・開発を実施予定。

①「アスリート対応」に係る共同研究

⇒塩野谷研が中心。高専は「機械要素や素

●●材などに関する技術・知識」、「試作機の

●●動作検証」などの側面で連携する予定

②「障がい者の競技観戦支援」に係る共同研究

⇒高専が中心。当事者自身が競技を楽し

むことも想定。ＷＧ２主導で実施予定。



◎三機関が連携・協働した教育改革事業の概要
技学イノベーション推進センター
＜６領域＞
☆クリーンエネルギー ☆レジリエントインフラ
☆アグロインダストリー ☆プレミアム地域ブランド
☆アシスティブテクノロジー（AT） ☆グローバルイノベーション教育

◎同推進センターにおける人材育成
アクティブ・ラーニング、海外ギャップ取り
論理的思考、マネジメント、技術経営、など
英字講義、英語講義，コミュニケーション

個別の共同研究から、組織としての人材育成のｺﾝﾃﾝﾂ、体制整理
→好ﾃｰﾏ例、他のﾃｰﾏの人材育成体制
→技術科学イノベーション専攻（H27年４月からの５年一貫新専攻）

まとめ

三機関連携事業イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長 三上 喜貴
長岡技術科学大学 理事・副学長
全体概要

技学イノベーション推進センター技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長 湯川 高志
長岡技術科学大学 情報・経営システム工学専攻 教授
取り組み報告

長岡技術科学大学大学院 エネルギー・環境工学専攻 １年 渡利高大
参加学生からの報告

シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部 溝上祐二
企業の視点からのイノベーション人材育成

イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会の成果報告

ー イノベーション指向人材育成についてー

平成２８年１月１４日 一橋講堂



コミニュケーション力 研究力 マネジメント力

長岡技大 博士
(ハノイ工科大)

· ダブルディグリー · 研究
· JSPS 特別研究員

· 研究

長岡技大 修士 · 国際学会発表
(英語)
· 技大高専連携PJ

· 研究
· 英語論文投稿

· 海外との共同研究
· ワークショップの開
催
· 企業との共同研究

長岡技大学部
(ハノイ工科大)

· 実務訓練
(ベトナム語·英語)

· 海外での研究活
動
(環境づくり)

長岡技大学部
(ハノイ工科大)

豊田高専 · シンポジウム · 実験·実習
· インターンシップ
· 卒業研究

高専-学部-大学院、
研究を活かしたグローバル・イノベーション人材育成

（実践的な研究者＆選ばれる社長・経営者）

豊田高専での研究

河川上流域における粒径有機物組成の地点分布の把握

フィールド調査

炭素·窒素安定同位体比
· 研究の流れ·まとめ方

· 研究のおもしろさ ·たのしさ

· 最先端実験装置による研究

河道内由来

陸域由来

Workshopへの参加

実験実習

長岡技大
オープンハウス（１−２週間の研究室体験）

· 大学進学に興味
· 世界レベルの水処理研究室
· 海外長期実務訓練

長岡技大に編入



長岡技大での実務訓練 (学部4年)

実務訓練先 :ベトナム·ハノイ工科大学

期間 : 5ヶ月間

実験TA

既存の処理システムからの温室効果ガス測定

·水処理技術の社会的ニーズを痛感

· 英語· ベトナム語の体得

· 現場での分析技術の修得

日本語クラスでのTA

現地の水処理システムの見学
改善案の提示

簡単なベトナム語の体得

長岡技大·大学院での研究活動
（既存水処理技術を科学し、国内外で選ばれる次世代水処理技術に展開）

研究を深める（天然ゴム製造工程から排出される廃水処理システムの構築）
①既往の処理システム評価 ②ラボスケール処理システム ③パイロットスケール処理システム ④実規模システムの設計指針

社会実装

IWA-ASPIERでの口頭発表 企業向けWorkshopの主催

関係各位の調整·会場準備 学会冊子の取りまとめ

IGCNでの口頭発表·座長

マネジメン

ト
コミュニケーション

研究成果の発信とイベントの運営



新規技術を横展開する研究（企業との共同研究）

日本学術振興機構
特別研究員に選考

新規廃水の処理手法の開発
(株) 住友理工

糖蜜廃水の処理
(株) 三井製糖

インドネシア魚工場廃水PJ
(株) 日水コン

シンガポール工業廃水処理PJ
(株) 明電舎

ISTS 2013での口頭発表（香港） 高専・技科大融合人材育成PJ（長岡）

食品事業廃水処理PJ
(株) 昭和興業

学会発表·論文

査読付き英語論文 : 2本

国際学会口頭発表 : 6件
表彰 : 2回
(全国土木学会年次講演会優秀発表

賞, IGCN2014 Best poster award)

グリコール類含有廃水の処理方法, グリコール含有廃水処理装
置及びこれらに用いられる汚泥 (住友理工と共同)

(出願番号 : 2013-239217)

特許出願

高専・技科大連携人材育成（研究・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

長岡技大·大学院での研究活動
（既存水処理技術を科学し、国内外で選ばれる次世代水処理技術に展開）

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）

実践型授業プロジェクト 2014.12.24-26

イノベーション・アイディア・デザイン 2015.12.26-28

· マルチリンガル型講義·演習

· ハッカソン型演習

英語·ベトナム語によるエンジニア教育

· ケーススタディー

· MBA手法

ビジネス力·マネジメント力の養成

ベトナム国での研究発表・研修 2015.1.22-23
· ホーチミン工科大·ベトナムゴム

研究所の見学

· ポスター発表



イノベーション・アイディア・デザイン 2015.12.26-28

問題解決能力·マネジメント能力の訓練·修得

外部講師によるイノベーションに
関する講義

環境要因PEST, SWOTなどの分析手法
高専生·大学生·院生·留学生
を混ぜてグループワーク

英語で90秒プレゼン各高専生が持ち寄った課題を選考

日経新聞主催 PIONEERS ASIAへの応募

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）

Team Umeboshi
メンバー: 泰地均 (和歌山高専 5年)

早川佳孝 (熊本高専専攻科1年)
鈴木 雄大 (函館高専 5年)
アデリン (長岡技大イノベーション1年)
渡利 高大 (長岡技大 博士1年)

目的
梅干しの更なる売り上げの拡大·普及
南高梅ブランドからの和歌山県PR

ターゲット （今回のターゲット顧客）
5～6億人(全人口の約１０％)
全世界のベジタリアン

PESTの要因 視点

政治的環境要因 P 軽減税率、TPP

経済的環境要因 E 世界農業遺産、円安

社会的環境要因 S 若者の梅干し離れ、流通

技術的環境要因 T HP作成

内部環境 外部環境

プ
ラ
ス
面

強み(Strength)

健康に良い

味の多様性

機会(Opportunity)

ベジタリアンコミュニティー

通信販売ブーム

宅呑み傾向

食糧危機

マ
イ
ナ
ス
面

弱み(Weakness)

価格が高い

好みによる

脅威(Threat)

安価な中国産

消費税

自然災害

 新規市場の開拓

 ベジタリアンコミュニティーを中心
とした世界的普及

 アンテナショップの設立

PEST 分析

SWOT 分析

高専・技大融合イノベーション人材育成PJ
（マネジメント力）



先輩博士学生・先輩
CALTECH (アメリカ) 
イリノイ大 (アメリカ)
Max Plank Institute (ドイツ)

海外の研究者
· チュラロンコン大 (タイ)
· キングモンクット工科大学 (タイ)
· ハノイ工科大 (ベトナム)      etc.

企業（海外）

· 明電舎シンガ
ポール
· 日水コンイン
ドネシア

·長岡 ·木更津 ·岐阜
·和歌山 ·舞鶴 ·新居浜
·阿南 ·香川·呉 ·松江 ·
鹿児島・他

高専

アグロインダストリー領域に関するイノベーション

· 新規生物処理によるエネルギー回収
· 有用微生物によるバイオマスの有価物への転換
· 微生物による土壌浄化、他

研究所
· 産業総合技術研究所
· 国立環境研究所
· 海洋研究開発機構

· 実務訓練
· 博士学生
の受け入れ

· 三井製糖
· 住友理工
· 昭和興業
· 三機工業
· クボタ

企業（国内）

焼酎粕の有効利用

宮古島糖蜜廃水

ベトナムゴム廃水

高専生

ハノイ工大
にてDDP

技科大研究室で
の夏季実習、

卒研・特別研究の
データ取り
共同研究の実施

学生·教員の相互交流

卒研・特別研究
の補助インターン

世界のニーズ

· 実務訓練 · 共同研究
· 社会人博士学生
·社会人客員教員

研究実施

実務訓練

国際協働、ﾈｯﾄﾜｰｸ

次の自分が見える！
新たな展開！

次の自分が見える！
新たな研究展開！長岡技大 (研究拠点)

技科大D1
日本学術振興機構
特別研究員DC1

·最先端の研究設備
·ノウハウ

研究拠点での高専・技科大連携による成長：
一連の流れがあり、未来が見える（アグロインダストリー領域）

ビジネス力·マネジメント力の習得

学生·研究者の
相互受け入れ

世界の情報

未来の私
社長・研究者

まとめ

◎高専1年生からはじまる12ヶ年一貫研究

◎マネジメント力·コミュニケーション力

◎世界を舞台とした研究活動

· 専門により長い時間触れることが可能
· 技大高専連携による最先端研究活動

· 実務訓練や企業との共同研究を通した能力の向上
·高専・技大融合イノベーション人材育成PJによるビジネス力

研究拠点での高専・技科大連携による成長：
一連の成長の場があり、未来が見える

· 既存の水処理技術を, 国内外のニーズに対応すべく, 且つ, 
社会のニーズ=持続性を加味して, 実用的な技術として開発

· 国内外から選ばれるイノベーションの実践



三機関連携事業イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長 三上 喜貴
長岡技術科学大学 理事・副学長
全体概要

技学イノベーション推進センター技学実践教育・基幹ネットワーク運用部門長 湯川 高志
長岡技術科学大学 情報・経営システム工学専攻 教授
取り組み報告

長岡技術科学大学大学院 エネルギー・環境工学専攻 １年 渡利高大
参加学生からの報告

シービーアールイー株式会社グローバルワークプレースソリューション事業部 溝上裕二
企業の視点からのイノベーション人材育成

イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会の成果報告

ー イノベーション指向人材育成についてー

平成２８年１月１４日 一橋講堂

１．今、グルーバル企業が求める人材とは？

応用力・マネジメント力 （生かす力）
●技術を生かすマネジメント力
●つなぐ力（技術と技術、理論と実践など）
●自ら学び、自ら考える力（自学自習力）

基礎的な専門知識 （基礎）
●工学の基礎
●一般常識の基礎

人間力 （人と力をあわせる力）
●コミュニケーション力（「聞く力」「伝える力」）
●チームワーク力・リーダーシップ力
●誠実さ など

コミュニケーション能力
・相手の意向を理解する能力
・自己の考えを他人に示す能力
・出身や言語が違うメンバーとコミュニ
ケーションでき、業務を遂行する能力

異文化の理解
・交流のベースとなる知識、教養
・自国文化と異国文化の理解

語学力
・ビジネスで使える語学力

 世界のビジネスマンとコミュニケーションし交渉できる人
 ボーダレスなマネジメント能力を備えた人材
 海外市場に精通した人材
 新しい発想で、イノベーションを生み出す高度な技術等を有した人材

グローバル競争に勝てる人

●答えのない問題に対応する力
●変化する力
●国際感覚力（世界の動きを知り違いを認める力）

採用の
基礎

グローバル
条件

グローバル
人材の姿



２．グローバル指向人材育成に込める期待

１） 世界でもユニークな技学一貫教育
・早期１５歳から育成する高専教育の上に立つ技学教育で、将来、

グローバルでイノベーションを起こす人材に育成するような種を植え
付けられている。（学生の気づき、きっかけを与えている）

・技科大は、技学の高専教育を最も良く理解し、学生を最適に育成する
仕組みを持っている。

２） イノベーション人材育成のための技科大の工夫
・ イノベーション指向人材育成のため、高専と技大とが連携しカリキュラ
ム、教材、教員等を再整備。（イノベーションを学生が体感）

３） 具体的なグッドプラクティスに触れる機会あり（授業、学生）
・長期インターンシップとそれに備える学生、修了した学生

・学際を越えた思考を持った学生

３．具体的な講義・演習による支援

・技術科学イノベーション専攻の学生の講義・演習

・特別講義（学年、国籍を不問とする高専と大学、院生が融合する組織：
ダイバーシティー環境）を支援

技術科学フロンティア概論 講義内容

１．グループづくりと自己紹介

２．国際的視点でのビジネスの展開

１）国際的な展開の考え方と視点

①「マーケティング」と「イノベーション」

②「生産」と「販売」（コストと利益）

③ 強みと弱み、機会と脅威（SWOT）

２）「要素技術」「経営戦略」「地域」との関連性の理解

３）求められるグローバル人材

３．ワークショップ１ ＜国際的企業の成功と失敗分析＞

４．ワークショップ２ ＜仮想企業の国際戦略を立案する＞

５．発表

６．まとめ ＜必要となる視点と能力＞

国際的視点の気づき

マネジメント力

プレゼン力

リーダーシップ

ファイナンス力

技術の位置づけ

グローバル人材への気づき

＜講義のねらい＞

客観的に見る力

協働する力、講義内容実践





４．今後への期待

●高専生の特徴

・強み： 専門知識、チャレンジ精神、協調性、責任感

・弱み： 外国語（英語）能力、統率力、知的財産や世界情勢への関心

●１５歳という早期から能力の段階を踏んで伸ばす、高専－技大教育

・圧倒的な技学（技術を科学する）の実力づけ

●今後の事業に対しての期待

・グローバルの中に置かれている状況への気づき

・イノベーションを起こす実力の向上（人とは違うことを行う事の実践）

・自学自習に対する気づき

●高専生のプラス評価

アンケート概要

●茨城高専の「産業技術システム工学」教育プログラムに関するアンケート調査

調査対象：本校卒業生（専攻科、本科）を採用してから5年以内の企業の人事担当者、207社

有効回答：46社

調査期間：2008年12月〜1月

評価：1全く思わない、2思わない、3どちらでもない、4思う、5非常に思う、の5段階評価

企業人事担当者による茨城高専卒業生の評価

（参考資料） 高専生の企業人事担当者による評価

• 「専門知識がある」、「チャレンジ精神

がある」、「協調性がある」、「責任感

がある」という面での評価が高い。

●高専生のマイナス評価

• 「外国語（英語）などの能力がある」、

「統率力がある」、「知的財産や世界

情勢に関心がある」という面での評価

が低い。
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鎌土重晴
Shigeharu Kamado

最終成果報告会 2018年２月１日
Final Accomplishment Reporting Session February 1, 2018

国立大学法人長岡技術科学大学
Nagaoka University of Technology

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成
文部科学省 国立大学改革強化推進事業

世界で活躍し，イノベーションを起こす
実践的技術者の育成

豊橋技術科学大学長岡技術科学大学

国立高等専門学校機構

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

高専教育高度化事業

・地域企業と一体となった技術
課題の解明→イノベーション

・企業と高専との共同研究提案
による卒業研究

・実務訓練
・全国規模での企業連携+高専・

技科大連携によるイノベー
ション

技学イノベーション推進
センター

両キャンパスネットワークを融合的に活用した
イノベーション指向実践的グローバル技術者の育成

（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

・海外インターンシップ・海外
留学

・国際シンポジウムの共同開催
・教員FD等教育体制の向上
・海外事務所共同設置・運営
・海外同窓生ネットワーク
・双方向ツイニングプログラム
・ダブルディグリープログラム

グローバル工学教育推進
機構

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を
「未来志向」に改革
現地活動からエネルギーを吸収，
現地学生とも共学・友好

共同設置する国内外拠点を活用した
共同教育人材育成事業 より深化したグローバルビジネス展開力

を備えたグローバル技術者育成のための
海外教育拠点の共同設置とそこでの教育
を実現するとともに、独立専攻の共同設
置を検討

現地企業・日系企業と
連携した世界の中での
ものづくり 教員のグローバル

教育力向上にも寄与

海外の日系企業・現地企業
MEXT,JSPS,JST,JASSO 等

連携

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,
地域企業等)

地方自治体

他大学，海外協定大学

・協働教育プログラム
・接続カリキュラム
・FD活動・人事交流

高専本科
高専専攻科/技科大学部
技科大修士（博士前期）

技科大博士後期

鎌土重晴
Shigeharu Kamado

最終成果報告会 2018年２月１日
Final Accomplishment Reporting Session February 1, 2018

国立大学法人長岡技術科学大学
Nagaoka University of Technology

Fostering Globally-Engaged, Practical and Innovative Engineers
National University Reform Enhancement Promotion Project

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Fostering Globally-Engaged, 

Practical and Innovative Engineers

Toyohashi 

University

of Technology

Nagaoka University

of Technology

National Institute of Technology

51 Colleges

Educational institutes spread out all over Japan to 

foster engineers with Monozukuri (manufacturing-

oriented) mind

KOSEN Education 

Development

･Grasp technical problems 

together with local 

companies→innovation

･Graduation study to follow 

up joint research by 

companies and KOSEN

･Internship

･Innovation-oriented through 

nation-wide collaboration 

between companies reinforced 

by tie-up between KOSEN and 

UTs

GIGAKU Innovation 

Promotion Center

Foster innovation-oriented world-leading engineers by 

harmoniously utilizing networks of the both UT 

campuses(supplement and deepen the current educational 

resources)

Globally-Orientated 

Human Resources

･Implement overseas internship･
studying abroad

･Co-organize international 

symposia

･Enhance educational system 

including faculty development

･Jointly setup and run overseas 

offices

･Build overseas alumni network

･Bilateral twinning program

･Double degree program

Institute for Global 

Network Innovation in 

Technology Education

Innovative-

Orientated Human 

Resources

Renewed appreciation of 

Japanese cultures and 

absorption of local cultures

Change students’ attitude from the one 

inward directed to future directed. Absorb 

energy from activities in international 

societies while making friends and being 

co-educated with international students

Collaborative human resources development 

project by utilizing overseas educational 

faculties established in collaboration
Collaboratively setup overseas 

educational base to foster globally-

oriented engineers capable of proficient 

global business development. Study the 

feasibility of collaborative creation of an 

independent specialized course

“Monozukuri” in  collaboration 

with local companies and 

Japanese companies anywhere 

in the world

This project is also expected 

to deepen faculties’ ability 

as a global educator.

Japanese companies overseas 

and foreign companies
MEXT,JSPS,JST,JASSO etc.

In concert 

with

Industries and 

Financial 

organizations

Local 

government

Other Univ. and overseas 

partnership Institutions

･Collaborative education 

program

･Joint education program

･Faculty development activities 

and personnel exchanges

KOSEN regular course

KOSEN advanced 

course/

UT undergraduate course

UT master’s course

UT doctoral course
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24年度事 業

三機関連携・協働教育改革のロードマップ

25年度 26年度 27年度

共同設置する海外教
育拠点を活用した共
同教育人材育成事業

海外教育拠点を活用した共同教
育コースの検討・実現

既存カリキュラムとの整合性確
認と不足する科目等の検討

28年度 29年度

組織整備

教育改革実施本部設置 技術科学教育研究推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター/グローバル工学教育推進機構設置

高等専門学校教育高度化推進室設置

海外キャンパス共同設置準備室設置

高専教育高度化
推進事業

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

グローバル指向
人材育成事業

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

イノベーション指向
人材育成事業

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を科
学の視点で解明する人材育成事業の充実

海外教育拠点を
活用した

共同教育コース
の実現
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FY2012Projects

Roadmap of Projects
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

Joint Faculty Resources 

Development by Utilizing 

Shared Overseas 

Educational Sites 

Study feasibility to realize joint education 

courses at strategic overseas education base

Check conformity with the current 

curriculum and identify missing subjects

Alignment of 

Organizations

Headquarters for the implementation of the educational reform

Council for the Promotion of Education and Research in Technology

GIGAKU Innovation Promotion Center/Institute for Global Network Innovation

Office of KOSEN Educations Development Project

Office for preparation of joint setup of Overseas Campus(2013-2015)

Office of Education Reform Promotion

KOSEN Education 

Development Project

Study and implement collaborative education programs and do trial 

run and evaluate bridging curriculum

Positively promote and evaluate personnel exchanges

Enrich faculty development program for KOSEN faculties

Globally-Oriented 

Human Resources 

Development 

Project Enrich faculty and Staff development

Enrich and co-organize International Symposia

Enhance and expand overseas Internship program

Open and enrich overseas offices

Innovation-

Oriented Human 

Resources 

Fostering Project

Strengthen and enrich collaboration with companies

Expand the participation of students in collaborative studies with local companies

Identify technical challenges and competently solving them together with local companies

Strengthen the development of human resources for management of intellectual properties 

and technical information. Enrich programs to foster talents able to shed scientific light on 

know-how and tacit knowing in the field of intellectual properties.  

Realize Joint education 

courses by making the 

most of strategic 

overseas education 

base
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共同独立専攻の検討●
共同教育コースの開講・充実●

海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実●

共同教育人材育成

これまでに実施した事業

●協働教育プログラム
●接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善
● FD活動・人事交流の一層の充実

高専教員英語講義
実践研修

高専教育高度化

グローバル工学教育推進機構設置●

グローバル教育カリキュラム●

教員FD・職員SD研修●

長期・短期留学プログラム●

海外事務所における取組の充実●

海外インターンシップ●

合同海外同窓会●

国際シンポジウムの開催●
海外実務訓練の様子

グローバル

ISTS

H28年度開講
プログラム

地域新技術モデル
（奄美大島地域のバイオマスを活用

したキクラゲ製造等）

海外での実践的研究開発

教科書シリーズ

イノベーション
●技学イノベーション推進センター設置

●海外先進取組事例等調査、

イノベーション先進教育事例海外研修

● GI-netシステムの設置・活用

●イノベーション教育カリキュラムの開発

●イノベーションシーズ拠点

●バーチャルシンポジウム/バーチャルミュージアム

●地域新技術モデル

QCでの修了式

簡易栽培施設(キクラゲの生産)

全国国立高専(51校)

録画・配信サーバ

長岡技科大

ゲートウエイ

VPN+MCU

国立高専機構

豊橋技科大

連携強化
取組促進

海外
キャンパス企業・他教育機関等

☆専用回線(VPN)を活用した
GI-netにより事業をさらに推進☆

☆教育システムの海外展開☆

タイ事務所

マレーシア教育拠点
（ペナン）

メキシコ・
モンテレイ事務所

高専-技科大教育システムの
輸出（メキシコ）

高専-技科大教育システムの輸出
（モンゴル）

鎌土重晴
Shigeharu Kamado

最終成果報告会 2018年２月１日
Final Accomplishment Reporting Session February 1, 2018

国立大学法人長岡技術科学大学
Nagaoka University of Technology

● Investigation into Joint Independent Specialties

● Initiation and Improvement of Joint Education Courses

● Initiation and Improvement of Programs that Utilize 

Overseas Education Bases

Joint Faculty Resource 

Development

Implemented Projects

● Development of Collaborative 

Education Program Curricula

● Implementation and Assessment-

based Improvements of the Bridging Curricula

● Further Enhancement of FD Activities and Personnel Exchange

Practical English 

lecture training for 

KOSEN lecturers

KOSEN Education

Development

International 

internship

Global

ISTS

Programs 

initiated 

in FY2016

● Establishment of the Institute for Global Network 

Innovationin Technology Education(IGNITE)

● Development of Global Education Curricula

● FD/SD Training

● Long- and Short-Term Overseas Study Programs

● Strengthening of Initiatives at 

Overseas Offices

● Enhancement of International Internships

● Implementation of a Combined 

Overseas Alumni Association

● Holding of International Symposia

Regional New 

Technology Model
（Production of cloud ear 

mushrooms using biomass in 

Amami Oshima）

Practical R&D 

conducted overseas

Textbook series

Innovation

● Establishment of the Gigaku Innovation 

Promotion Center

● Survey of Examples of Overseas Advanced 

Initiatives, Overseas Training for Advanced 

Innovation Education

● Establishment and Utilization of the GI-net System

● Development of Innovation Education Curricula

● Formation of Innovation Seeds Hubs

● Holding of Virtual Symposia/Museums

● Formulation of Regional New Technology Models

Completion 

ceremony at QC

簡易栽培施設(キクラゲの生産)

51KOSEN colleges

Recording/distribution 

servers

NUT

gateway

VPN+MCU

TUT

Strengthening 

collaborations

Advancing initiatives

Overseas 

campuses
Corporations and other 

education institutions

NIT(KOSEN)

☆Further advancement of the 

project through the GI-net with a 

dedicated network (VPN)☆

☆Overseas expansion of 

the education system☆

Thailand 

Office

TUT-USM Penang Monterrey Office

Export of the KOSEN-UT 

education system（Mexico）

Export of the KOSEN-UT education 

system（Mongolia）
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三機関事業全体で実施したイベント①

キックオフシンポジウム

広く本事業への理解、意見をもらうため、キックオフの意味も込め、シンポジウムを開催。
ノーベル物理学賞（2008年）を受賞された小林誠先生にも、参加をいただき、323名収容の会
場が満席となり、立ち見が出たほか、三機関内ではシンポジウムの模様を動画中継した。また、
蛭田史郎旭化成株式会社相談役から「産業界に役立つ実践的グローバル技術者」、中村道治科
学技術振興機構理事長から「グローバル社会における教育・研究」について、講演いただくと
ともに、滝順一日本経済新聞社論説委員のコーディネートによる「グローバル化時代に求めら
れる技術者像」についてのパネルディスカッションを行い、グローバル化時代に求められる真
の人材育成の方策について、意見交換を行った。

開催日：平成25年10月17日
会場 ：丸の内MY PLAZA

パネルディスカッション 満員の会場 中村氏講演 蛭田氏講演
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Events held by the Tri-Institutional 

Collaborative/Cooperative Educational Reform Project (1)

Kick-Off Symposium
This symposium was held to kick off the Tri-Institutional Collaborative/Cooperative

Educational Reform Project, and aimed to facilitate understanding and receive opinions
toward this project. The hall, which has a capacity of 323, was filled with participants that
included Nobel laureate (2008) Professor Makoto Kobayashi. In addition to a standing
audience, the symposium was broadcast to the three institutions. Mr. Shiro Hiruta, Adviser
of the Asahi Kasei Corporation, gave a lecture about “Practical Global Engineers that Aid
Industry”, and Dr. Michiharu Nakamura, President of the Japan Science and Technology
Agency, spoke about “Education and Research in a Global Society”.

A panel discussion on “The Engineers Needed in a Globalized Era” was chaired by Mr.
Junichi Taki, an editorialist at Nikkei Inc. Panelists discussed and exchanged opinions on
measures and strategies to develop the personnel truly needed in an increasingly globalized
era.

Date: October 17, 2013
Venue: Marunouchi MY PLAZA

Panel discussion A full venue Lecture by

Mr. Nakamura
Lecture by 

Mr. Hiruta
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三機関事業全体で実施したイベント②

中間報告会

平成26年度までの３年間の実績を踏まえた文部科学省からの中間評価で、順調に進行
しているとの評価を受け、これまでの実績をステークホルダーに報告する場として開催。
産業界・学術界より124名が出席したほか、TV会議システムを利用し、全国の高専に配信
を行った。また、天羽稔デュポン株式会社名誉会長、小出康夫物質・材料研究機構(NIMS)
理事、日下部治茨城高専校長の三名をパネリストとし、滝順一日本経済新聞社論説委員の
コーディネートによる「世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者育成に向け
て」をテーマとしたパネルディスカッションが開催され、パネリストにより、今後求めら
れる技術者像並びにその育成方策について、有意義な情報共有が行われた。

開催日：平成28年１月14日
会場 ：一橋大学一橋講堂

グローバルFD派遣教員による報告 企業の視点からの
イノベーション人材育成

文科省専門教育課長挨拶 パネルディスカッション
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Events held by the Tri-Institutional 

Collaborative/Cooperative Educational Reform Project (2)

Interim Reporting Session
Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) conducted

an interim assessment of the project based on its achievements during the three-year period
until 2014, and determined that the project was progressing smoothly. This session was held
to report the achievements to the various stakeholders. The participants comprised 124
people from industry and academia, and the session was also broadcast to all KOSEN colleges
in Japan through a videoconferencing system.

In addition, a panel discussion on “Fostering Globally-Engaged, Practical and Innovative
Engineers” was chaired by Mr. Junichi Taki, an editorialist at Nikkei Inc. The three panelists
were Mr. Minoru Amou, Honorary Chairman of DuPont Kabushiki Kaisha; Dr. Yasuo Koide,
Executive Vice President of the National Institute for Materials Science (NIMS); and Prof.
Osamu Kusakabe, President of the National Institute of Technology, Ibaraki College. During
the discussion, the panelists shared meaningful information on the types of engineers
needed in the future and strategies to nurture their development.

Date: January 14, 2016

Venue: Hitotsubashi Hall, Hitotsubashi University

Report by a lecturer dispatched for 

global FD training 

Innovation-oriented human 

resource development from a 

corporate perspective

Address by the Director of the 

Technical Education Division, 

MEXT

Panel discussion
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技術科学教育研究推進協議会でのご意見とその後の対応

人材育成について、いつまでに
何をどれだけ到達するかとのKPI
（重要業績評価指標）を具体化す
れば、活動の目的がより明確にな
るのではないか。

↓
平成28年度から計画調書に

KPIを記載

学生全体のグローバル教育は国
内で行うことになると思うが、グ
ローバル人材育成に向けてどのよ
うな教育を行うのかも、今後検討
する必要があるだろう。

↓
両技科大は本事業とは別に
スーパーグローバル大学
創成支援事業を実施
（国内で実施する

グローバル化の取組）

㈱三菱総合研究所
常務研究理事

大石善啓委員

マレーシア科学大学
学長

Prof.Dato’Dr.

Omar Osman前委員

高エネルギー加速器研
究機構

特別栄誉教授

小林 誠委員

イノベーションのテーマについて
は、産業界にももう少し宣伝が必
要ではないか。

↓
中間報告会、

高専ー技科大新技術説明会
および

全国高専フォーラム等で
産業界へ情報発信

㈱三菱ケミカルホール
ディングス
取締役会長

小林喜光前委員

日本のテクノロジーにアクセスで
きる機会が増えることは、私ども
にとっても大変喜ばしいことであ
る。海外で日本の教育を受けられ、
その教育プログラムに参加する人
たちが、サティフィケートやディ
グリー等を提供されると、さらに
励みになるのではないか。

第２回でのご意見(2015.2.24) 第３回でのご意見(2016.2.22)
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Viewpoints and Subsequent Measures from Meetings of the Council for the 

Promotion of Education and Research in Science and Technology

With regard to human resource 

development, the specification of 

Key Performance Indicators (KPI) to 

describe when, what, and how much 

a criteria is fulfilled will enable 

greater clarification of each 

activity’s objectives.

↓
KPIs were included in planning 

reports from FY2016 onward

While the global education of 

students will generally be provided 

within Japan, there is a need to 

further examine what type of 

education should be implemented for 

global human development.

↓
In addition to this project, both UTs 

are implementing Top Global 

University Projects (Initiatives to 

increase globalization of the 

university within Japan)

Council Member

Dr. Yoshihiro Oishi

Senior Research 

Fellow, Mitsubishi 

Research Institute, 

Inc.

Former Council Member

Prof. Dato’ Dr. Omar 

Osman

Vice-Chancellor, 

Universiti Sains Malaysia

Council Member

Professor Makoto 

Kobayashi

Honorary Professor 

Emeritus,

KEK

With regard to innovation themes, 

there is a need to increase 

promotion to the industries. 

↓
More information was provided to 

the industries during the Interim 

Reporting Session, KOSEN-UT New 

Technology Presentation Meetings, 

and National KOSEN Forums

Former Council 

Member

Mr. Yoshimitsu

Kobayashi

Chairman of the Board 

of Directors, Mitsubishi 

Chemical Holdings 

Corporation

I am personally very pleased that 

there are more opportunities to 

access Japanese technology. The 

provision of certificates and 

degrees may be a further incentive 

for people based overseas who 

receive Japanese education and 

participate in these education 

programs.

2nd Meeting (Feb 24, 2015) 3rd Meeting (Feb 22, 2016)
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第４回技術科学教育研究推進協議会

豊田工業大学長 榊裕之委員

• 多くの教員が英語で授業ができるようになるのは、素晴らしいことであるが、そういう
能力を活かすには、学生が英語での講義を受講した時の理解力が必要であり、チューニ
ングが要るのではないか。

• イノベーションの取組として、教科書の作成は大変期待できる。英語にしても、世界に
通用するようにしていただきたい。

㈱三菱総合研究所 常務研究理事 大石善啓委員

• 全体として具体的で実践的なよい取組を行っていると思う。
• グローバルな実務の研究や体験をした人が帰国後にいかに共有して組織的に展開するかが
重要である。

マレーシア科学大学 学長 Datuk Prof.Dr.Asma Ismail委員

• 産学官だけでなく、地域社会も加えた４者を交えた形での活動をしていただきたい。
• 留学生の数を増やすことについては、単位の互換性などがネックであり、グローバルに整
合性のある学位、資格、認定制度をつくることが必要である。

高エネルギー加速器研究機構 特別栄誉教授 小林 誠委員

• グローバル人材育成プログラムで海外経験を重視しているのは素晴らしい。ただ、留学
生を受け入れるほうが、コミュニケーション機会という意味では、コストパフォーマン
スがいいのではないか。
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The 4th Meeting of the Council for the Promotion of Education and 

Research in Science and Technology

Prof. Hiroyuki Sakaki, President, Toyota Technological Institute

• It is commendable that many lecturers are now able to conduct lectures in English. In 

order to maximize this ability, however, students must also improve their ability to 

understand lectures conducted in English, and some fine-tuning is still needed.

• I have great expectations for the development of textbooks as an innovation initiative. 

I hope that they can be translated into English and used around the world.

Dr. Yoshihiro Oishi, Senior Research Fellow, Mitsubishi Research Institute, Inc.

• I think that the project as a whole has undertaken good initiatives that are well-defined 

and practical.  

• It is important to consider how people who have conducted practical global research will 

be able to systematically share their skills and experiences after returning to their 

countries.  

Datuk Prof. Dr. Asma Ismail, Vice-Chancellor, Universiti Sains Malaysia

• Activities should be conducted not only among industry, academia, and government; but 

also include local communities.

• Credit transferability remains a bottleneck to increasing the number of international 

students, and there is a need to create globally consistent systems for degrees, 

qualifications, and accreditation.

Prof. Makoto Kobayashi, Honorary Professor Emeritus, KEK

• It is excellent for the Globally-Oriented Human Resources Development Project to 

emphasize the importance of overseas experience. However, the acceptance of more 

international students may provide better cost performance by increasing the 

opportunities for communication. 
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第４回技術科学教育研究推進協議会

トヨタ自動車九州㈱ 代表取締役会長 二橋岩雄委員

• シンポジウム開催数や論文発行数といった指標、KPIはプロセス指標であり、最終的に
はどれだけベンチャーが創出されたか、それが上場に至ったか、という結果が重要で
はないか。

• 工学の目指す姿として、産業振興につながるシーズを発掘する、そういう社会を目指
すとの踏み込みを期待したい。

東京工業大学長 三島良直委員

• いろんなことをやってこられて、最終年度を迎えるにあたり、その後、どのようにこれ
らを続けていくか、具体的な方針を立てていかないといけない。

• 数字、いろんなことをやったとの実績だけでなく、それをやったおかげで、何が変わっ
たかを見せていくことも必要である。

㈱セルバンク・取締役、海洋研究開発機構・監事 前田裕子委員

• 能動的に学生が企画・運営を行う、学生主体での国際会議、シンポジウムの開催は、非
常によい取組である。

• これらの取組をいかに継続実施するかが重要であり、来年１年かけて、この事業は残し
て、どれは減額してでもやる、といった、継続実施のための具体的な計画を立てていた
だきたい。

※青字記載事項について、この後、各事業から回答含め資料発表予定
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The 4th Meeting of the Council for the Promotion of Education and 

Research in Science and Technology

Mr. Iwao Nihashi, Chairman of the Board, Toyota Motor Kyushu, Inc.

• The KPI, such as the number of symposia held and articles published, are process 

indicators. However, it is also important to examine results, such as the final number 

of start-up companies developed. 

• From the perspective of engineering, I hope for more steps toward building a society 

that identifies solutions and ideas for the promotion of industries.

Prof. Yoshinao Mishima, President, Tokyo Institute of Technology

• This project has accomplished so much, and we have come to its final year. We must 

formulate specific policies to determine how to continue these initiatives after this. 

• The number and types of projects should not be used as the only indicators of 

accomplishments. It is also necessary to ascertain what has changed as a result of 

these projects. 

Ms. Yuko Maeda, Director, Cellbank Inc.

• It is exceptional to hold student-focused international conferences and symposia where 

the students actively participate in planning and management. 

• It is important to identify how to continuously implement these initiatives. In the next 

year, I would like to see the formulation of tangible plans for the continuous 

implementation of specific projects that should still be pursued even with less funding. 

※Responses to the text in blue from the various projects will be subsequently published.
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【使途概要】
＜H24＞グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）等整備

設備費： 広域連携教育研究用情報システム 504,998千円
イノベーション創出高専・技科大ネットワークシステム 200,002千円

高専教員受入用教育研究高度化設備費 147,492千円
ものづくり・イノベーション創出教育設備 494,712千円他

その他： 設備関連工事費 35,019千円
＜H25＞海外拠点整備，FD・SD制度構築のための調査・打合せ旅費等

設備費：先端的情報技術教育用コンピュータシステム，イオンビーム成膜装置･３Ｄプリンタ他 165,755千円
外国旅費：ペナン校設置準備関係，中短期FD，SD，海外インターンシップ調査費等 170,439千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等）： 139,116千円他

＜H26＞長期グローバルFDの本格実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 130,025千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 185,186千円

借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 105,135千円他
＜H27＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費

外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 49,940千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 184,372千円

借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 57,885千円他
＜H28＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費

外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 71,145,031千円
人件費（Ｈ28よりコーディネータ等の謝金は人件費で整理） 167,269千円

借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 80,151千円他
＜H29＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費

外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 41,254千円
人件費（Ｈ28よりコーディネータ等の謝金は人件費で整理） 97,774千円

借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 35,444千円他

事業費（H30以降は予定）
予算額（千円） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30以降

事業経費(補助金分) 1,558,970 1,011,044 757,982 476,744 438,604 214,289 0

使途
設備備品費
人件費
事業推進費

1,506,921
1,293

50,756

165,755
97,986
747,303

7,020
91,074
659,888

0
61,000
415,744

0
61,000
415,744

(見込み)
0

97,447
116,842

自己財源により
継続実施

事業経費(自己負担分) 0 32,947 177,316 328,000 427,000 423,128 656,644

使途
設備備品費
人件費
事業推進費

0
0
0

12,532
0

20,415

24,349
33,032
119,935

24,080
102,283
201,637

24,336
155,403
247,408

(計画)
17,016
161,126
244,986

(計画)
14,336
195,962
446,346
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Operating Costs (Costs from 2017 onward are projected)

Budgeted Amount

(1,000 yen)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 From 2018

Total mount(subsidy) 1,558,968 1,011,044 757,982 476,744 438,604 214,289 0

Major Expenditures
Equipment/facility costs

Personnel costs

Operating costs 

(travel expenses, etc.)

1,506,921

1,293

50,754

165,755

79,837

765,452

7,020

74,189

695,334

0

221,276

255,468

0

167,269

271,308

(Estimated)

0

97,447

116,842

Continued 

implementati

on using 

internal 

revenue 

sources

Total amount

(own resources)
0 32,947 177,316 328,000 427,000 423,128 656,644

Major Expenditures
Equipment/facility costs

Personnel costs

Operating costs

(travel expenses, etc.)

0

0

0

12,532

0

20,415

24,349

33,032

119,935

24,080

102,283

201,637

24,336

155,403

247,408

(plan)

17,016

161,126

244,986

(plan)

14,336

195,962

446,346

[Summary of Expenditure]

<2012>  Development and maintenance of the Global Innovation Network (GI-net), etc.
Equipment costs: Wide Area Information System for Education and Research 504,998,000 yen

Innovation creation KOSEN-UT network system 200,002,000 yen

Equipment/facility costs for educational research advancement for hosting KOSEN teaching staff 147,492,000 yen

Monozukuri/Innovation creation education facilities 494,712,000 yen and others

Others: Equipment-related construction costs 35,019,000 yen

<2013> Travel expenses for fact-finding surveys/meetings for the establishment of overseas bases and FD/SD systems
Equipment costs: Advanced IT educational computer system, ion beam deposition system , 3D printers, etc. 165,755,000 yen

Overseas travel expenses:  Survey costs for preparation to establish a school in Penang, Short- to mid-term FD/SD, Overseas internships 170,439,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers) 139,116,000 yen and others

<2014> Operating costs for developing human resources in full-scale long-term global FD, Network maintenance costs 

Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 130,025,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers): 185,186,000 yen

Rental fees/Connections fees: Maintenance of the Wide Area Information System 105,135,000 yen and others

<2015> Operating costs for developing human resources in long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 49,940,000 yen

Honoraria (Personnel costs for coordinators and specially-appointed teachers): ） 184,372,000 yen

Rental fees/Connection fees: Maintenance of the Wide Area Information System 57,885,000 yen and others

<2016> Operating costs for developing human resources in long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 86,350,000 yen

Personnel costs (Honoraria for coordinators and other staff are administered as personnel costs from 2016) 162,144.000 yen

Rental fees/Connection fees: Maintenance of the Wide Area Information System 55,144,000 yen and others

<2017> Operating costs for developing human resources in long-term global FD, Network maintenance costs 
Overseas travel expenses:  Long-term global FD, Overseas internships, etc. 41,254,000 yen

Personnel costs (Honoraria for coordinators and other staff are administered as personnel costs from 2016) 97,774 yen

Rental fees/Connection fees: Maintenance of the Wide Area Information System 35,444 yen and others
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三機関連携・協働教育改革構想実施体制

平成30年度以降

高専機構・技大協議会
三機関の長

三機関の理事、副学長
及び事務局長

・高専、技大の今後の連携方針
・年１回開催（東京）

三機関連携
教育研究推進

部会

グローバルに活躍できる
イノベーティブな人材育成に

関する分科会

GI-net
管理・調整分科会

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

三機関事業終了後も高専機構・技
大協議会を母体として連携を継続。

各部会等で推進した事項につい
ては、新たに設置する分科会へ引
き継がれ、より一層連携を強化し
ていく。

教育改革実施本部

教育改革推進室

イノベーショ
ン産学官融合
キャンパス
構想検討部会

海外展開検討
部会/

FD等検討部会

高専教育

高度化推進室

カリキュラム
検討部会

技学イノベーション
推進センター

(長岡技術科学大学）

技術科学教育
研究推進協議会

グローバル工学
教育推進機構

(豊橋技術科学大学）

現在の実施体制

鎌土重晴
Shigeharu Kamado

最終成果報告会 2018年２月１日
Final Accomplishment Reporting Session February 1, 2018

国立大学法人長岡技術科学大学
Nagaoka University of Technology

Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Educational Reform Project

Conceptual Implementation System 

After FY2018

After completion of the Tri-Institutional 
Collaborative/Cooperative Educational 

Reform Project, these joint initiatives will 

continue to be implemented under the 

management of the KOSEN-UT Council. 

The projects advanced by the various 
groups and offices will be adopted by the 

newly formed subcommittees, which will 

further improve the level of cooperation 

among the institutions. 

Educational Reform 
Headquarters

Office of Educational 
Reform Promotion

Innovation 
Industry-
Academia-

Government 
Integrated 
Campus 

Planning Group

Overseas 
Development 

Working 
Group/

FD Working 
Group

Office of 
KOSEN 

Education 
Development

Curriculum 
Working 
Group

Gigaku Innovation 
Promotion Center

(NUT)

Council for the 
Promotion of 

Education and 
Research in Science 

and Technology 

IGNITE 
(TUT)

Current Implementation System KOSEN-UT Council
Presidents of the 3 institutions

Executive directors, vice presidents, and 
administrative directors of the 3 institutions

・Future KOSEN-UT collaborative policies

・Annual meetings (Tokyo)

Tri-
institutional 
Collaborative 

Education 
and Research 

Promotion 
Group

Global and Innovative 
Personnel Development 

Subcommittee

GI-net Management/
Coordination 

Subcommittee

Gigaku Innovation 
Promotion Center

(NUT)

IGNITE 
(TUT)



高専教育高度化・高専連携について
全体概要・事業終了後の展開

高等専門学校教育高度化推進室長
国立高等専門学校機構・教育研究調査室長

八木雅夫



協働教育プログラム
の実施

【成果目標】
・協働教育に係るマニュ
アルを活用し、導入して
いる協働教育プログラム
を継続的に実施する
（受講生850名以上）

【今後の展開】
・アクティブラーニングマニュ
アルを活用した授業の実施
（各高専）
・学生の自主的・能動的な協働
プログラム実施（長岡技術科学
大学）

【進捗成果】
高専・技科大が連携して、

高専生に質の高い協働教育プ
ログラムを提供するプログラ
ムを拡大した。
・H28年度にアクティブラー
ニング活用のためのマニュア
ルを作成
・協働教育プログラムを継続
的に実施

＜受講生数＞
H24：120名，H25：146名
H26：153名，H27：156名
H28：125名，H29：216名

・高専－技科大共同研究施・
体験実習生・長期インターン
シップの受入実施とアンケー
ト調査に基づくPDCAの実施

高専教育高度化 １ 高専と両技科大が連携協働した教育プログラム及び教員の質の向上を
目指したFDや人事交流などの事業を推進することにより，グローバル化
に対応できる高専教育の高度化を促進

Implementation of 
Collaborative/Cooperative 
Education Program(S)

【Outcome Goals」
・To continue to implement 

on-going collaborative 
education programs using 
developed manuals,
references and guides.  
(Participants >850)

【Future Developments】
・Implementation of classes  

using active learning manuals,   
references and guides.

（at each college）

・Implementation of collaborative 
educational programs which 
enhance students’ self-directed 
and active learning. （Nagaoka 
UT）

【Progress results】
・ More high quality collaborative 
education programs are created through 
KOSEN-UTs joint projects.

・Manuals for active learning were 
created  in 2016. 

・Continuous implementation of 
Collaborative Education programs 
＜Number of registered students＞
2012: 120,  2013: 146
2014: 153,  2015: 156
2016: 125,  2017: 216

・Implementation of KOSEN-UTs joint 
research projects and short/long term 
intern programs followed by survey and 
implementation of PDCA management. 

Development of KOSEN Education 1

KOSEN and both UTs have implemented and expanded joint 
collaborative education programs, FD programs fostering 
further the educational and professional capabilities of 
individual faculties, and personal exchange among institutions, 
to develop KOSEN education program with responding to 
globalization



接続カリキュラム
の実施と検証に基
づく改善

【成果目標】
・各高専のモデルコア
カリキュラム（試案及
び本案）の導入状況を
継続的に把握（51高
専）
・連携教育プログラム
の実施拡大と継続的な
運用に関して検討，改
善

【今後の展開】
・高専機構Webシラバスデータ
を活用したカリキュラム接続点
検DBの持続的更新体制整備
・アクティブラーニングによる
授業、CBTによる到達度確認を
本格実施し、PDCAサイクルを
実践。技科大での教育改善につ
なげる。

【進捗成果】
接続改善の観点から、技科大が
高専生向けに講義を配信し、単
位認定可能とした（H27,28
計65人）。
・アドバンストコースの協働本
部主体でH28より全国高専に展
開
・技大－高専連携教育プログラ
ムの開発において，専攻科教育
における先導科目３科目開発
（プロジェクトマネジメント，
環境マネジメント，コンプライ
アンス）
・モデルコアカリキュラム試案
をH29.４月に改訂版を作成
・モデルコアカリキュラム取組
状況調査を実施し，各高専にお
ける導入状況を確認
・カリキュラム接続点検DBへ
の全高専データの登録・更新

高専教育高度化 ２ 高専と両技科大が連携協働した教育プログラム及び教員の質の向上を
目指したFDや人事交流などの事業を推進することにより，グローバル化
に対応できる高専教育の高度化を促進

Improvement through 
implementation and 
assessment of 
bridging curriculum.

【 Outcome Goals 】
To continue to survey 
current status of 
implementation of Model 
Core Curriculum (Draft 
and Final versions) at 
each KOSEN (51 
colleges)

To implement and to 
expand collaborative 
education programs as 
well as to discuss and to 
improve managements 
for successive 
implementation of those 
programs.

【Future 
Developments】
・To establish a Database 
(DB) system for 
continuous examination of 
bridging curricula using 
syllabus data on NIT’s 
syllabus Website. 

・Full implementation of 
active learning based 
classes, CBT for 
attainment assessment, 
and PDCA cycle 
management for 
educational improvements 
in UTs. 

【Progress results】
From the viewpoint of improvement of 
articulation from KOSEN to UTs, UTS 
webcast lectures to KOSEN and approve 
students’ earned credits.
(2015-2016: total 65 students)

From 2016,  webcast lectures started to 
be implemented at all KOSEN under 
direction of headquarters of Advanced 
course.

・For the development of UTs-KOSEN 
collaborative education program,3 
piloting subjects for Advanced course 
education were created: Project 
Management, Environmental 
Management, and Compliance education.

・Current status of implementation of 
Model Core Curriculum at each KOSEN 
was confirmed through survey. 

・All KOSEN curriculum data have been 
stored to Database (DB) and updated for 
continuous confirmation of bridging 
curricula

Development of KOSEN 
Education ２

KOSEN and both UTs have implemented and expanded joint collaborative education programs, 
FD programs fostering further the educational and professional capabilities of individual faculties, 
and personal exchange among institutions, to develop KOSEN education program with responding 
to globalization



FD活動・人事交流
の一層の充実

【成果目標】
・各高専のモデルコア
カリキュラム（試案及
び改定案）の導入状況
を継続的に把握（51高
専）
・連携教育プログラム
の実施拡大と継続的な
運用に関して検討，改
善

【進捗成果】
・アクティブラーニングトレー
ナー研修会実施
（H27：104名，H28：89名）
・FD研修プログラムを高専機構
の協力を得て開発・実施
（H28.9.8～9/北九州高専）
GI-netにて21高専に配信
・グローバルFD派遣（技科大で
の研修＋海外派遣）
H26年度：高専教員10名，豊橋
教員１名
H27年度：高専教員10名，豊橋
教員１名
H28年度：高専教員５名，豊橋
長岡教員各１名
H29年度：高専教員３名

高専教員英語講義実践研修の様子

【今後の展開】
・高専連携教員による教育研究
活動支援

高専教育高度化 ３ 高専と両技科大が連携協働した教育プログラム及び教員の質の向上を
目指したFDや人事交流などの事業を推進することにより，グローバル化
に対応できる高専教育の高度化を促進

Further enhancement 
of FD and personal 
exchange  activities

【 Outcome Goals 】
To continue to survey 
current status of 
implementation of Model 
Core Curriculum (Draft 
and Final versions) at 
each KOSEN (51 
colleges)

To implement and to 
expand collaborative 
education programs as 
well as to discuss and to 
improve managements 
for successive 
implementation of those 
programs.

【Progress results】
・Active Learning Workshop
(2015: 104 participants, 2016: 89 
participants)

・Development and implementation of a 
FD program with collaboration with NIT
(at Kitakyushu College, 
8th -9th September, 2016)
Casted to 21 KOSEN via GI-net. 

・Global FD dispatching Program（training 
at UT＋overseas dispatch）
2014：10 KOSEN faculties, 1 TUT faculty
2015 ：10 KOSEN faculties, 1 TUT faculty
2016 ：5 KOSEN faculties, 1 NUT, 1TUT 
faculty
2017 ：3 KOSEN faculties

Workshop for teaching subjects in 
English for KOSEN faculties  

【Future Developments】
・Support for educational 
research by KOSEN 
Collaboration Project staffs.

Development of KOSEN 

Education ３
KOSEN and both UTs have implemented and expanded joint collaborative 
education programs, FD programs fostering further the educational and 
professional capabilities of individual faculties, and personal exchange 
among institutions, to develop KOSEN education program with 
responding to globalization



外部委員コメントへの対応状況

【回答】

・ISTS (International Seminar on Technology for Sustainability)では、学
生による企画を取り入れ、課題解決型を主眼とした会議内容とするこ
と等、三機関の学生が協働する活動を取り入れている。今後もISTSは
、三機関が連携して継続開催する予定。

・海外教育機関への開催依頼は、高専機構が担当し、企画・運営は、
担当高専が海外の教育機関と連携して担当する。

・学生実行委員会を組織し、プロジェクトの企画・運営を行う。

【外部委員のコメント】

◎能動的に学生が企画・運営を行う学生主体での国際会議、シンポジウ
ムの開催は非常によい取組である。これらの取組をいかに継続実施する
かが重要であり、今後の具体的な計画を立てていただきたい。

【Comments from external committee】
International conferences and active symposiums planned and organized by 

students are very good efforts. It is important to continuously implement these 
efforts, and we would like 
you to ensure a concrete plan for the future.

【Answer】
- ISTS (International Seminar on Technology for Sustainability) 

incorporates activities planned by students of organizations of NUT,  

TUT and NIT, such as adopting problem-solving activity into the 

meeting. ISTS will be continuously held by three organizations in 

cooperation. 

- NIT headquarter will be responsible to request an oversea 

educational institution to hold symposium, and the college in charge  

of the program will bear the responsibility to plan and administrate   

collaboratively with the oversea educational institution.

- Student Executive Committee will be organized to plan and operate 
successful projects.

Response to external committee comments



高専教育高度化・高専連携について

国際交流活動の報告

三機関連携事業・最終報告会 KKRホテル東京 2018.2.1

国立高等専門学校機構国際交流センター副センター長

戸谷 順信

（平成24年度～平成29年度）

Final Accomplishment Reporting Session 
Tri-Institutional Collaborative/ Cooperative Educational Reform Project 2018.2.1

Vice Director Center for International Exchange, 
KOSEN 

Yorinobu Toya

（2012～2017）

Report on International Exchange Activities
at KOSEN



国際交流活動
ISATE (International Symposium on Advances in Technology Education)

【概要】
・高専の協定校であるシンガポール
の５つのポリテク、香港VTC/IVEと、
技科大の共催で開催され、海外教
育機関や高専と技科大の教員が実
践的技術者教育に関する発表と質
疑応答及び情報交換を実施した。
・従来の学術研究に関する口頭発表
形式から、教育研究分野のテーマご
とのグループワークにおいて、ポス
ター発表・口頭発表から議論する場
となった。

【実績】
＜開催年度・開催校・参加者数・発
表件数＞
2012年：北九州高専（140名、79件）
2013年：奈良高専（152名、93件）
2014年：ナンヤンポリテク（266名、

115件）
2015年：長岡高専（171名、112件）
2016年：仙台高専（200名、140件）
2017年：ニーアンポリテク（287名、

157件）

【成果】
・教育と学習、ICT活用、協働教育、学習
環境について活発な意見交換ができ、
工学教育の改善や教員のスキルアッ
プの向上が図られた。
・参加者の英語によるディスカッション能
力の向上が図られた。
・シンガポール、香港、フィンランド等の
教育機関との学生及び教員の交流が
推進された。
シンガポール：派遣17高専、受入24高専
香港：派遣8高専、受入8高専
フィンランド：派遣7高専、受入4高専

三機関連携事業・最終報告会 KKRホテル東京 2018.2.1

International Exchange Program
ISATE (International Symposium on Advances in Technology Education)

【Overview】
-ISATE co-sponsored by Singapore’s five 
Polytechnics, Hong Kong VTC / IVE, NUT 
and TUT which are agreement 
institutions with NIT, has been held.

- Faculties in overseas educational 
institutions, NUT, TUT and NIT have   
discussed on practical engineer
education and exchanged information 
as well.

- Initially, it was held as a form of oral 
presentation on an academic research, 
but then changed to a form of a 
workshop which has discussion and 
presentation.

【Performance】
<Year / Hosting institution / 
Number of participants / Number 
of presentations> 
2012: Kitakyushu College of NIT

(140, 79) 
2013:Nara College of NIT

(152, 93) 
2014: Nanyang Poltech (266, 115) 
2015: Nagaoka College of NIT

(171, 112) 
2016: Sendai College of NIT

(200, 140) 
2017: Ngee Ann Polytech (287,157)

【Achievement】
- Education and learning, ICT 
utilization, collaborative education, 
and learning environment were 
shared and discussed.

- Improvement of engineering 
education and the level of teachers' 
skill were enabled.

- Discussion ability in English of 
participants was improved   
effectively.

- Exchange for students and teachers
with educational institutions in  
Singapore , Hong Kong and Finland   
etc. was promoted.

Final Accomplishment Reporting Session 
Tri-Institutional Collaborative/ Cooperative Educational Reform Project 2018.2.1



国際交流活動
ISTS (International Seminar on Technology for Sustainability)

【概要】
・学生の英語コミュニケーション能力
の向上と国際感覚を身につけること
を目指して、「持続可能な社会構築
への貢献のための科学技術」をテー
マに学生交流活動の場として開催さ
れた。
・2013年度までは、学術研究発表会
を実施していたが、2014年度から学
生交流活動が加わり、2016年度から
ワークショップ形式に変更された。
・参加学生は、与えられた課題に対
して，問題発見、情報収集、問題解
決、解決策紹介等の活動を実施した。

【実績】
＜開催年度・開催担当校・論文件数または参
加学生数＞
2012年：キングモンクット工科大学（149件、高
専92件、長岡技科大1件、豊橋技科大4件)

2013年：香港VTC/IVE（180件、高専95件、
技科大21件)

2014年：台北科技大学（212件、高専98件、
長岡技科大2件、豊橋技科大5件)

2015年：マラ工科大学（175名、高専70名、
長岡技科大2名、豊橋技科大2名)

2016年：ガジャマダ大学（124名、高専60名、
長岡技科大3名、豊橋技科大2名）

2017年：トゥルク応用科学大学（74名、高専33
名、長岡技科大3名、豊橋技科大；3名）

【成果】
・高専生は、英語によるコミュニケー
ション能力及び国際感覚を身につけた。
・高専生は、企業との連携により、社会
から要求される課題に対して、問題発
見、問題解決までのスキルを身につけ
た。
・実行委員会の学生は、プロジェクトの
企画・運営を学生が行うことで、リー
ダーシップ、ファシリテーションスキル
を身につけた。
・技科大生は、ファシリテーター役の高
専生に対して、メンターとして活躍し、
グローバルリーダーとしてのスキルを
身につけた。

三機関連携事業・最終報告会 KKRホテル東京 2018.2.1

International Exchange Activity
ISTS (International Seminar on Technology for Sustainability)

【Performance】
<Year / Hosting Institutions / Number of 
Publications or Number of Participating 
Students> 
2012: King Mongkut's University of 

Technology (149, 92 from NIT,
1 from NUT, 4 from TUT) 

2013: Hong Kong VTC / IVE (180, 95 
from NIT, 21 from NUT&TUT) 

2014: Taipei University of Science and 
Technology (212, 98 from NIT,
2 from NUT, 5 from TUT) 

2015: Mara Institute of Technology (175,
70 from  NIT, 2 from NUT, 2 from
TUT) 

2016: Gadjah Mada University (124, 60 
from NIT, 3 from NUT, 2 from TUT) 

2017: Turku University of Applied 
Sciences (74, 33 from NIT, 3 from 
NUT, 3 from TUT)

【Achievement】
- NIT students improved
communication skills and
international awareness in English. 

- The NIT students developed skills 
of problem discovery and problem 
solving for tasks required by society 
through cooperation with
companies. 

- Students of ISTS executive
committee learned leadership and 
facilitation skills by conducting 
project planning and management. 

- NUT and TUT students mentored 
NIT facilitator-students, and 
cultivated skills as the global leader.

【Overview】
- Aiming to improve students’ English 
communication skills and acquire an   
international sense, ISTS has been 
held as a place for exchange activities   
of students on the theme of “science 
and technology for contribution to 
sustainable society building”.

- Initially, the academic research
presentations were carried out, after   
that, student exchange activities were 
added.

- Currently, as the active learning 
experience, problem discovery,
information gathering, problem 
solving, and introduction of solution 
were carried out in the workshop.

Final Accomplishment Reporting Session 
Tri-Institutional Collaborative/ Cooperative Educational Reform Project 2018.2.1



三機関連携事業・最終報告会 KKRホテル東京 2018.2.1

国際交流活動
JSTS (Japan Seminar on Technology for Sustainability)

【概要】
・2013年度までは、教員組織がISTS
を運営していたが、2014年度より、
学生が実行委員会（後のISOC）を組
織して、ISTSの企画・運営に参加す
ることになった。
・2016年度より、ISOCメンバーは、参
加学生が実施するワークショップを
ファシリテートするためのスキルを身
につける研修を実施した。

【実績】
＜開催年度・参加学生数＞

2014年：Cool Japan Seminar（31名、高専
10名、両技科大5名）

2015年：Cool Japan Seminar（48名、高専
22名、両技科大0名）

2016年：JSTS（106名、高専50名、両技科
大4名）

2017年：JSTS（75名、高専46名、長岡技科
大3名、豊橋技科大2名）

【成果】
・外国人学生を含む学生で構成され
た実行委員会の活動により、高専
生は、英語によるコミュニケーショ
ン力を身につけた。
・高専生は、プロジェクトの企画・運
営のためのリーダーシップ、ファシ
リテーションスキルを身につけた。
・技科大生は、ファシリテーターとし
ての高専生を支援するメンターとし
てのスキルを身につけた。

International Exchange Activity
JSTS (Japan Seminar on Technology for Sustainability)

【Overview】
- Initially, NIT teachers operated ISTS,
but later students organized the 
executive committee (ISOC), and they 
planned and managed JSTS 
themselves.

- In addition, the students learned 
themselves how to facilitate the 
workshops of the students to be held 
at ISTS.

- The name of the seminar changed
to JSTS from Cool Japan Seminar.

【Performance】
<Year / Number of Participating
students> 
2014: Cool Japan Seminar (31, 10 

from NIT, 5 from NUT and TUT) 
2015: Cool Japan Seminar (48, 22 

from NIT) 
2016: JSTS (106, 50 from NIT, 4 from

NUT and TUT) 
2017: JSTS (75, 46 from NIT, 3 from 

NUT, 2 from TUT)

【Achievement】
- Working with foreign students in 
ISOC encouraged NIT students to 
improve English communication.

- NIT students learned leadership 
and facilitation skills for project 
planning and operating.

- NUT and TUT students developed 
mentoring skills to support NIT 
students who acted as facilitator.

Final Accomplishment Reporting Session 
Tri-Institutional Collaborative/ Cooperative Educational Reform Project 2018.2.1
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国際交流活動のまとめ

教職員の国際化（ISATE）

学生の国際化（ISTS・JSTS)

【目的】
グローバル工学教育に関する情報
収集および教育改善を図ることを目
的に、アジア、ヨーロッパの教育機
関の教職員が集まり、科学技術、工
学教育に関する研究発表及びワー
クショップを実施した。

【効果】
・シンガポールの5つのポリテクニッ
クとの関係が強化され、高専がポ
リテクからの留学生受入または
学生派遣の交流が促進された。
・香港VTC/IVE、フィンランドのUAS、
タイのKMITL等の複数の教育機
関との交流が推進された。

【目的】
高専生が、多国籍の学生から構成
されるグループワークを実施すること
により、英語によるコミュニケーション
能力の向上と国際感覚を身につける
とともに、リーダーシップ、ファシリ
テーション、問題発見、問題解決に
必要なスキルを身につけた。

【効果】
・一般参加学生は、問題発見、情報収
集、問題解決及びプレゼンのスキル
を身につけることができた。
・実行委員会の学生は、プロジェクトの
企画・運営・実行及びファシリテート
するスキルを身につけることができた。
・長岡、豊橋技科大学の学生は、高専
生のファシリテータを支援するメンター
としてのスキルを身につけることが
できた。

【今後の展開】
・三機関が連携・協力してISTS/JSTSを
継続する。
・海外教育機関に開催を依頼し、担当高
専を決めて、学生の委員会を組織する。
・ISTSは、高専生と技科大生をグローバ
ルエンジニアとして育成するためのプロ
ジェクトとして継続する。
・JSTSは、高専生は、ファシリテーターの
育成、技科大生は、ファシリテーターの
メンターの育成のためのプロジェクトを
して実施する。

【今後の展開】
・三機関が連携・協力してISATEを継
続する。
・高専と技科大の教員の工学教育に
関する情報交換の場として位置づ
ける。
・ISATEの質的・量的展開を図る。

Summary of International Exchange Activities 

【Purpose】
- To exchange information on   
global engineering education  
and to improve education for 
the faculty and staff of 
educational institutions in Asia 
and Europe by having sessions 
and workshops together on 
science and technology, and 
engineering education.

【Effect】
- The relationship between Singapore's 
five polytechnics and NIT was   
strengthened, which helped to 
accelerate international exchange 
programs for acceptance and 
dispatch of the students. 

- The relationship between Hong Kong 
VTC / IVE, UAS in Finland, and KMITL 
in Thailand was promoted.

【Purpose】
- To improve English 
communication skill and to   
cultivate international sense by 
a group work consisting of 
multinational students

- To foster skills for leadership, 
facilitation, problem finding, 
and problem solving.

【Effect】
- General participating students in 
NIT could acquire abilities of finding   
problems, information gathering, 
solving problems, and presentation 
skills.

- The committee executive students 
could acquire the abilities of   
planning, operation, execution, and 
facilitation.

- NUT and TUT students could acquire  
skills to support NIT students as 
mentor.

【Next deployment】
- To cooperate and inherit ISTS / JSTS 

by NUT, TUT, and NIT. 
- To request the oversea educational 

institutions to hold ISATE, to decide   
the hosting institution, and to 
organize the student committee. 

- To inherit ISTS in order to cultivate 
NUT, TUT and NIT students as global   
engineer. 

- To inherit JSTS in order to develop NIT 
students as facilitator and to foster   
NUT and TUT students as mentor.

【Next deployment】
- To cooperate and inherit ISATE by   
NUT, TUT, and NIT. 

- To exchange information on   
engineering education by faculties 
of NUT, TUT, and NIT.

- To promote qualitative and 
quantitative development of ISATE.

Internationalization of faculty and staff （ISATE)

Internationalization of students （JSTS/ISTS)

Final Accomplishment Reporting Session 
Tri-Institutional Collaborative/ Cooperative Educational Reform Project 2018.2.1
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1. 海外実務訓練実施状況

高専・技大の連携・接続によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ&ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ指向人材育成の成果

51 48
58 63 59

66

6

32

36

44
58

53

57

80

94

107

117 119

57

137

231

338

455

574

0

100

200

300

400

500

600

700

0

20

40

60

80

100

120

140

H24 H25 H26 H27 H28 H29

豊橋技術科学大学

長岡技術科学大学

合計

累計

（合計：人） （累計：人）

（事業開始前）

海外大学等と連携して、日常的に異文化環境の下で海外学生と切磋琢磨した共学や、海外企業と連携した技術経営・経
営戦略等の教育により、高度なものづくり技術に加えて、さらに進化したグローバルビジネス展開力を持つ指導的なグ
ローバル技術者育成を促進することを目的に、新たなプログラムの開発を通じたグローバル教育の強化・充実を図った。

1. Implementation of Overseas Internship
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Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

In collaboration with overseas universities, we tried to strengthen and enhance global education through the development of new programs such as 
co-education of Japanese students and overseas students, and education for technology management and management strategy in collaboration with 
overseas companies. These programs are aimed at promoting sophisticated manufacturing technology and leading global technicians with advanced 
global business development capabilities.
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2. グローバルFD実施状況
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NY・ＱＣ研修６ヵ月

ペナン研修３ヵ月
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２. Implementation of the Global Faculty Development Program
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NY/QC training 6 months

Penang training 3 months

TUT training 3 months
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①国際交流関連の活動
・海外校との新たな連携
・学生の海外交流の引率
・学内の国際関連業務

②教育関連の活動
・英語での授業の実施
・課外活動での英語教育
・留学生の受け入れ
・日本人学生の海外派遣

③研究面等の活動
・ISATE(国際シンポジウム)の運営・発表等
・海外での研究発表
・海外研究機関(QC/USM)とTUTとの三者間共同研究

④TUT-高専連携の活動
・TUTの連携教員として採用

－TUT学生のグローバル化（英語講義実践）
－TUTと協働した高専教育のグローバル化
－高専生向け「グローバルマインド養成キャンプ

in TUT」の実施

＜帰国後の活動内容（波及効果）FD参加者の報告より＞

高専に戻り、国際交流委員会等国際交流に係る業務に就
いたり、英語による専門科目の講義の担当となる等によ
り、各高専・高専全体のグローバル化への波及させる役
割を担っている。

TUTやQC,USMにおける研修中に構築したネットワーク
により、その後共同研究に発展させたり、QCを政府留学
補助プログラムによる学生の留学先とすることに結びつ
けた教育・研究への波及効果もあった。

①Activities for International relations
・New collaboration with overseas universities
・Monitor activities of the student at overseas
・Operations for International affairs

②Activities for Education
・Lecture in English
・English education in extracurricular exercise

session 
・Acceptance of foreign students
・Sending Japanese students to overseas

③Activities for Research
・Operate ISATE (International Symposium on 

Advances in Technology Education)
・Presentation about researches in overseas
・Collaborative research between QC/USM and TUT

④Collaborative activities between
TUT and KOSEN

・Appointment as TUT Cooperative Professors
－Globalization of TUT students (Lectures by English)
－Globalization of KOSEN
－”Global Mind Training Camp in TUT”

for KOSEN students

＜Activity after FD training (ripple effect）＞

FD trainees became keypersons who 
expanded the good effect of FD after the 
program as follows.

FD program has ripple effect on education and 
research. For example, new research 
cooperation will start by the relationship which 
was structured in FD. Regarding to education, 
students could study at QC by the support 
from government.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project
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3. グローバルSD実施状況
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大学のグローバル化には、教員、学生だけではなく、事務職員のグローバル化も必要であり、
三機関の事務職員グローバル化を目的に、海外拠点を活用したSDプログラムをH26年度より
開始した。

USM職員との意見交換の様子

ペナンでの研修の様子

派遣前研修の様子

3. Implementation of the Staff Development Program
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Meeting with staffs of USM

SD Training in Penang

English Training before departure

Globalization not only academic staff but also administrative staff is very important for Global University, so Staff 

Development Program (SD) started in FY2014.
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４. 長期・短期留学プログラムの実施
●長期留学／研修（海外大学との共同教育プログラム等）

下記以外にマレーシア科学大学または
シュトゥットガルト大学との間での
ジョイント・ディグリープログラムを検討

●短期研修／留学

特別推薦学生等ペナン研修の様子

プログラム名 パートナー大学 課程 専攻・分野
派遣学生数実績
（H24-H29）

ダブル・ディグリー (TUT) シュトゥットガルト大学（ドイツ） 博士前期課程 機械工学
電気・電子情報工学

派遣５名、受入７名

ダブル・ディグリー (NUT) ハノイ工科大学（ベトナム） 博士後期課程
材料工学
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境工学
生物統合工学

派遣１名
受入１名

ダブル・ディグリー (NUT) プラハ・カレル大学数学物理学部（チェコ） 博士後期課程 ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境工学 受入１名

ダブル・ディグリー (NUT) グアナファト大学（メキシコ）
修士課程 物質材料工学

派遣１名
受入１名博士後期課程 材料工学

ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境工学

ダブル・ディグリー (NUT) マレーシア科学大学（マレーシア） 博士後期課程 材料工学
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境工学

受入２名

ダブル・ディグリー (NUT) チュラロンコン大学（タイ） 博士後期課程 材料工学
ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境工学

受入１名

ダブル・ディグリー (TUT) 東フィンランド大学（フィンランド） 博士前期課程 情報・知能工学 H30.1月 協定締結済

グローバルリーダー養成プログラム
(NUT)

大学間交流協定締結校他 修士課程、
博士後期課程 全専攻 31名

プログラム名 パートナー大学 課程 専攻・分野
派遣学生数実績
（H24-H29）

特別推薦学生等ペナン研修 (TUT)
（企業視察、海外大学学生とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等、約１週間
の海外学生研修）

マレーシア科学大学 学部３年次 全専攻 48名

グローバルサマースクール (TUT)
（特定のﾃｰﾏでのﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ等、約２週間の海外研修）

マレーシア科学大学 博士前期課程
ﾌﾞﾚｲﾝ情報ｱｰｷ
ﾃｸﾄ養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の受講学生

24名

海外武者修行プログラム (TUT)
（海外大学、企業等での研究等、1-2ヵ月の研修） 大学間交流協定校 博士後期課程 全専攻 9名

国立高等専門学校学生海外研修 (TUT, NIT)
（英語研修、企業視察、現地高校生との交流等海外研修）
-異文化体験型研修（８日間）
-ﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ体験型研修（15日間）

マレーシア・ペナン
に所在する高校、カ
レッジ、大学

高等専門学校
1-4年次 全学科 69名

海外英語プログラム (NUT)
（５週間の海外英語プログラム）

カーティン大学 学部２年次 全専攻 15名

4. Long-term & Short-term Study Abroad Programs

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

●Long-term Study Abroad/Training (Education Programs in cooperation with overseas educational institutions, etc.)

Others: Joint-degree program with Universiti Sains Malaysia and University of Stuttgart (Under discussion)

●Short-term Training/Study Abroad

Excellent Student Penang Program

Name of Program Partner Institution Program Major / Field
outbound students

(2012-2017)

Double-degree Program
(TUT)

University of Stuttgart
(Germany) Master’s Program Mechanical Engineering, Electrical and

Electronic Information Engineering
5 students(out)
7 student (in)

Double-degree Program
(NUT)

Hanoi University of Science
and Technology (Vietnam) Doctoral Program Materials Science, Energy and Environment

Science, Integrated Bioscience and Technology
1 student (out)
1 student (in)

Double-degree Program
(NUT)

Institute of Physics at Faculty of Mathematics and
Physics, Charles University in Prague (Czech Republic) Doctoral Program Energy and Environment Science 1 student (in)

Double-degree Program
(NUT)

University of Guanajuato
(Mexico)

Master’s Program Materials Science and Technology
1 student (out)
1 student (in)

Doctoral Program Materials Science,
Energy and Environment Science

Double-degree Program
(NUT)

Universiti Sains Malaysia (Malaysia) Doctoral Program Materials Science,
Energy and Environment Science 2 students (in)

Double-degree Program
(NUT)

Chulalongkorn University (Thailand) Doctoral Program Materials Science,
Energy and Environment Science 1 student (in)

Double-degree Program
(TUTI

University of Eastern Finland (Finland) Master’s Program Computer Science and Engineering Agreed on Jan 2018

Overseas Posting
Program for Fostering
Global Leaders (NUT)

Partner Universities, Other Universities and Research
institutes

Master’s Program
Doctoral Program All majors 31 students

Name of Program Partner Institution Program Major / Field
outbound students

(2012-2017)

Excellent Student Penang
Program (about 1 week) (TUTI Universiti Sains Malaysia

3rd year students,
Undergraduate
Program

All majors 48 students

Global Summer School
(about 2 weeks) (TUT) Universiti Sains Malaysia Master’s Program

Leading Program
“Training Brain
Information
Architects”

24 students

Overseas Training Program for
Doctoral Students
(about 1-2 months) (TUT)

Partner Universities Doctoral Program All majors 9 students

Global Hand-on / Training
Program in Penang (TUT, NIT)
-Program A: 8 days
-Program B: 15 days

High Schools, Colleges,
Universities in Penang,
Malaysia

1st -4th year
students,
National Institute
of Technology
(KOSEN)

All majors 69 students

Overseas Training Program
(about 5 weeks) (NUT) Curtin University

2nd year students,
Undergraduate
Program

All majors 15 students
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5. 三機関合同海外同窓生交流会開催実績
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【平成27年度開催国】
・タイ（バンコク）
・ラオス（ビエンチャン）
・ベトナム（ハノイ）
・インドネシア（バンドン）

【平成28年度開催国】
・ミャンマー（ヤンゴン）
・スリランカ（コロンボ）
・中国（北京・上海）

【平成26年度開催国】
・マレーシア（ペナン）
・ベトナム（ハノイ）

ラオス（ビエンチャン）での交流会の様子

スリランカ（コロンボ）での交流会の様子

中国（北京）での交流会の様子

5. Implementation of the Tri-Institutional Collaborative Overseas
Alumni Meeting
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【2016】
・in Yangon, Myanmar
・in Colombo, Sri Lanka
・in Beijing & Shanghai, China

2014                      2015                        2016         

Number of Participants

Cumulative total number

【2014】
・in Penang, Malaysia
・in Hanoi, Vietnam

【2015】
・in Bangkok, Thailand
・in Vientiane, Laos
・in Hanoi, Vietnam
・in Bandung, Indonesia

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

Laos in 2015

Sri Lanka in 2016

China (Beijing) in 2016
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6. 国際シンポジウム開催実績
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Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project

6.  Implementation of the International Symposium 

ASEAN Univ Presidents



①学生の海外実務訓練
 教員参加の報告会開催、体験談の学内共有（報告書「海外実務訓練履修者体験談」作成）、参加学生へのアンケート実施
 海外実務訓練先への指導教員の視察を通じ、訓練先の開拓教員に加え、全学の教員へと担当教員のネットワークを拡大し、

組織的に訓練先を維持できる体制を構築。
 学部４年次生対象の海外実務訓練の実績を踏まえ、学部・博士前期課程一貫の課題解決型長期インターンシップ（6ヶ月）

を制度化し、実施。
 実務訓練参加学部学生が大学院に進学し、貴重な経験を後輩等に共有し、実体験に触発された学生が海外実務訓練を志向す

る傾向にある。また、海外実務訓練を修了した学生は、学内の留学生受入れに関わるサポーターを研究室で担当するなどし
て、経験を生かしてさらに成長できる取組を実施。

高専・技大の連携・接続によるグローバル指向人材育成の成果

7. 外部委員コメントへの対応状況
◎ グローバル実務研修等を経験した者が帰国し、その成果を組織的にどう発展させるかが

重要である。

②教職員対象のグローバルFD／SD
帰国後の成果活用、持続的な技科大・高専教育研究連携の促進のため、以下の取組を行っている。

◆教員FD（グローバルFD）
 研修参加高専教員を豊橋技科大の「連携教員」として発令し、英語による講義を実施。
 高専連携教育研究プロジェクトを通じた高専・技科大教員間の国際共同研究を実施。
 グローバルFD教員の経験を踏まえた提案に基づき、グローバル教育として、豊橋技科大で高専学生向け「グローバルマ

インド養成キャンプ」(3日間)を実施。（H29年度試行。H30年度からは学部低学年生にも拡大予定。）
 研修を修了した豊橋技科大教員は、国際教育センター（CIE）に所属し、本グローバルFD研修実施に携わる等、国際戦略

に係る業務を担当。
 豊橋技科大教員のFD活動の一環として、本グローバルFD研修修了者による「豊橋技術科学大学FD報告会」を実施するこ

とで、研修者の経験と知識を広く還元。
 帰国後、所属高専において国際交流委員会委員等として学生の海外研修実施、留学生受入推進等、グローバル教育等で主

要な役割を担っている。
 研修参加者が協働して、「英語で授業をするためのWeb教材」を開発し、三機関関係者のみならず、全国の大学・高等専

門学校の教員にも広く公開し、研修成果を恒久的に共有できる仕組みを構築。

①Overseas Internship of students
 Holding a report meeting with participating faculty members, sharing students’ experiences in the 

university (making a report), conducting questionnaire of students who have experienced overseas internship.
 We expanded the network of faculty in charge throughout the university and established a system that allows 

organizations to maintain institutions for internship through visiting companies by supervisors.
 Based on the achievement of overseas internship for 4 th grade undergraduate students, we have institutionalized 

the Project-based Long-term Internship (6 months) and we implement it every year.
 The students who participated overseas internship go on to graduate school and share valuable experience with 

their juniors. Students who are inspired by real experiences tend to focus on overseas internship. In addition, the 
students who have completed internship are growing up through working as supporters for international 
students. 

7. Status of response to advices from the council members
◎ It is important how people who have experienced global practical training

will be able to systematically develop the results after returning to Japan.

②Global FD/SD for Faculty, Administrative Staff and Technical Staff
◆Faculty Development（Global FD Program）
 FD trainees conduct lectures in English at TUT as project professors of TUT.
 Collaborative research between QC/USM, KOSEN and TUT.
 Implementation of “Global Mind Training Camp in TUT” for KOSEN students (3days) as global education. FD 

trainees planned the program in light of their experiences.（Trial in 2017) 
From 2018, the program will be expanded for TUT undergraduate students.

 FD trainees of TUT belong to the Center for International Education (CIE), and they are in charge of matters for 
international strategy.

 FD trainees spread their experience and knowledge by holding a report meeting of FD program, as one of the 
FD activities.

 FD trainees play important role in global education at KOSEN. They implement overseas training of students, 
promoting acceptance of foreign students, etc. as a member of the International Exchange Committee.

 Introduction about popular English sentence and scientific words in lecture by paper, voice data, and movie. We 
share those ICT tools with not only Tri-Institutions, but also universities all in Japan.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project
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②教職員対象のグローバルFD／SD（前ページからの続き）

◆職員SD（グローバルSD）
 研修に参加した職員（事務職員／技術職員）及び幹部職員を含む研修参加者以外も参加したテレビ会議を活用した合同報

告会の開催、アンケート実施による成果／課題の共有。
 研修参加者自身の所属機関での報告会等の実施。
 学内業務において、連絡・アナウンスやマニュアル等の日本語・英語の併記を促進。

◎ 能動的に学生が企画・運営を行う学生主体での国際会議、シンポジウム開催は非常によい
取組である。これらの取組をいかに継続実施するかが重要であり、今後の具体的な計画を

立てていただきたい。

 ISTS (International Seminar on Technology for Sustainability)では、学生による企画を取り入れ、課題解決型を主眼とし
たプログラムとすること等、三機関の学生が協働する活動を取り入れている。今後もISTSは、三機関が連携して継続開催す
る予定。

 IGNITE（International Conference of Global Network for Innovative Technology）とIRAGO（Interdisciplinary 
Research And Global Outlook）の両国際会議の今後のあり方について議論し、学生の自主性を重んじた企画につき検討を開
始。

◎ 産学官だけでなく地域社会も加えた４者を交えた形での活動をしていただきたい。

海外教育拠点等、海外での基盤を活用し、地域財界・教育関係団体との協力が進展した。
 東三河広域経済連合会「アジア人材ネットワーク構築ミッション」が、マレーシア・ペナンを視察（平成26年11月）。マ

レーシア教育拠点、現地日系企業・多国籍企業・地元企業等の視察を行った。
 地元の時習館高等学校生徒によるペナンの地元卓越高校（3校）の生徒との交流プログラム実施支援（平成29年1月、平成30

年1月）。
 ペナン地域で重要な日本関連行事であるペナン盆踊りに参加する等、積極的に地域社会と交流するとともに、在ペナン日本国

総領事館、現地日系企業団体、日本人会、日本人学校とも連携を深めている。
 ペナンで開催されるJapanese Technology Weekendの展示や行事に参加し、科学イベントやロボット教室などを開催して、

科学技術分野の地域活動に参加。

② Global FD/SD for Faculty, Administrative Staff and Technical Staff（Continued from the previous page）

◆Staff Development（Global SD Program）
 Holding a joint report meeting utilizing video conferences participated by non-participants including staff 

(administrative staff / technical staff) and executive staff who participated in the training, Sharing their 
achievement and task by conducting questionnaire.

 Holding a report meeting at a institution to which the participant belongs.
 Promotion of writing in both Japanese and English such as correspondence / announcement and manuals in 

campus operations.

◎ It is exceptional to hold student-focused international conferences and
symposia where the students actively participate in planning and
management. It is important to identify how to continuously implement 
these initiatives. I would like to see the formulation of tangible plans.

 In the International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS), we incorporate activities that students of 
Tri-institutions collaborate, such as taking students' projects and making them contents of programs focused on 
problem solving. The ISTS will continue to be held in cooperation with Tri-institutions.

 We began consideration of the future of IGNITE (International Conference of Global Network for Innovative 
Technology) and  IRAGO (Interdisciplinary Research And Global Outlook）and planning that respects autonomy 
of students.

◎ Activities should be conducted not only among industry, academia, and 
government; but also include local communities.

Cooperation with the regional business world and education related groups has been advanced utilizing the foundation 
of overseas education bases and other facilities.
 A party of the Regional Federation of Economic Organizations of Higashi-Mikawa visited Penang, Malaysia in 

2014.
 Jishukan High School, one of the MEXT “Super Global High Schools”,  conducts exchange program with the 

excellent high schools in Penang. TUT-USM Penang supports some of the activities in this program.
 We actively communicate with the local community and are deepening cooperation with the Consulate General of 

Japan in Penang, local Japanese affiliated enterprises, Japanese society and Japanese schools.
 We participate in regional activities in the field of science and technology by participating in exhibitions and 

events of Japanese Technology Weekend to be held in Penang, and hold scientific events and robot classes.

Achievement by Globally-Oriented Human Resources 
Development Project



海外実務訓練報告

中川 陽子

（豊橋技術科学大学大学院 環境・生命工学専攻
博士後期課程2年，日本学術振興会特別研究員）

2018年2月1日

Report of Overseas Internship

Yoko Nakagawa
（Department of Environmental and Life Sciences,

Toyohashi University of Technology, JSPS Research Fellow ）

Feb. 1, 2018



海外実務訓練参加の動機

「英語への苦手意識を変えたい」
「海外で生活してみたい」

「企業での仕事を体験してみたい」

実務訓練に参加したB4の頃

・英語の能力：低い…（苦手意識が強い）

・海外への興味：強い！（海外に行ってみたい!）

マレーシア ペナン島での海外実務訓練に参加
Jan. 2014～Feb. 2014

Reasons for Application

I hoped to…

“Change my feeling of being not good at English”

“Try living oversea”

“Try to experience the research at companies”

When I joined overseas internship (B4 student),

・Ability of English：Low…

・Interest of Foreign Country：Strong!!

Joined the overseas Internship at Penang, Malaysia

Jan. 2014～Feb. 2014 



研修内容：環境に配慮した新しい樹脂を開発するため，リサイクル原
料を用いた新規リサイクル樹脂の合成と物性評価を行った。

リサイクル樹脂の合成 リサイクル樹脂の物性評価

海外実務訓練の内容

Melt Flow Rate Measuring Apparatus Molding Machine & Test Pieces

実務訓練先：TORAY Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.

Objective：Development of new “Recycle Resin” using recycle 

row materials and evaluating the physical properties.

 Synthesis of “Recycle Resin”  Evaluating the Physical Properties

Details of My Internship

Melt Flow Rate Measuring Apparatus Molding Machine & Test Pieces

Company：TORAY Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.



海外実務訓練で得た成果

英語で積極的にコミュニケーションをとることができるようになった
様々な文化が共存する生活を経験し，視野が広がった
企業での研究開発業務を経験し，研究への取組み方が変化した

 Improved the Ability of Communication in English

 Improved the Cross-cultural Understanding

Experienced “Research & Development” in Company

Result of My Internship



2015 Aug.  Boston, USA (Conference)

2015 Dec.  Honolulu, USA (Conference)

2016 Aug.  Philadelphia, USA (Conference)

2016 Aug.  Ohio, USA (Visit to Lab.)

2017 Jun.   Hanoi, Vietnam (Conference)

2017 Jul.    Oxford, UK (Conference)

2017 Jul.    Paris, France (Visit to Lab.) 2016 Philadelphia

2017 Oxford

海外実務訓練から4年…

海外実務訓練＝海外への最初の一歩

博士課程へと進学。実務訓練の経験のおかげで，海

外に行くこと・英語を使うことへの抵抗がなくなり，様

々な国での国際会議や研究室訪問に積極的に参加。

2016 Philadelphia

2017 Oxford

Overseas Internship ＝ My First Step to Oversea

Four years has passed since internship…

I became a doctoral course student now. By the

important experience of internship, I was able to

try many conferences using English.

2015 Aug.  Boston, USA (Conference)

2015 Dec.  Honolulu, USA (Conference)

2016 Aug.  Philadelphia, USA (Conference)

2016 Aug.  Ohio, USA (Visit to Lab.)

2017 Jun.   Hanoi, Vietnam (Conference)

2017 Jul.    Oxford, UK (Conference)

2017 Jul.    Paris, France (Visit to Lab.)



海外実務訓練報告

2018年2月1日

派遣先国：タイ

長岡技術科学大学 機械創造工学専攻1年

廣瀬 耕太郎

February 1st , 2018  

Thailand

Nagaoka University of technology

Mechanical Engineering Department

Kotaro Hirose

International 
internship report



海外実務訓練参加の動機

• 他人とは違う経験がしたいと思った
• 単なる語学留学ではなく、自分の専門分野を生かした就業体験

• アジアの新興国に興味があった
• 急速な経済発展で変わる社会の様子を体感したい

• 海外で活躍するエンジニアになりたい
• 自分の力がどれだけ通用するのか知りたい

Motivation for participating in internship

• To have a experience working in an 
international company.
• Working in a different country can be both exciting and 

challenging. 

• An interest in under developing countries 
in Asia.
• To see rapid economic growth and expanding market in 

Thailand.

• To be an engineer who's successful in 
the world.
• To know how can I behave and achieve for above 

objective.



• スラナリー工科大学 (SUT)
• １ヶ月程度タイ語・英語などの研修

海外実務訓練の概要

• Western Digital
• 米国資本の世界シェアNo.1のHDD(磁気記憶装置)メーカー

• バンコク近郊に従業員２万人規模の主力工場

• タイ工場は製造技術の研究・開発拠点

• HDD製造装置の設計部署に配属

実務訓練スケジュール

• Suranaree University of Technology (SUT)
• Thai and English training for a month.

Overview of the internship

• Western Digital
• US based one of the largest Hard Disk Drive 

manufacturers in the world.

• Main production base is located in the suburbs of 
Bangkok.

• I was engaged in development of manufacturing 
machines.

Schedule of the internship



海外実務訓練の概要

• 実習テーマ 製造プロセスの歩留まり改善

• 破棄される部品を減らす検査装置を提案

• コンセプトモデルの設計

• 投資利益率の見積もり

成果発表スライド

Overview of the internship

• Project topic :

Restraint of defective products in the 
manufacturing process.

• Proposal of an additional inspection device.

• Design of the concept model.

• Estimation of the return on investment.

Final presentation



海外実務訓練の概要

設計業務 ミーティング

• 英語でコミュニケーションを取るには、経験が必要

• 最初は自分のプロジェクトについての理解不足があり、何度も
軌道修正を行った

• 伝えようとする姿勢を大切にしていた

• イメージを図面で書くなど、分かりやすく伝える工夫をした

• 他のインターンの学生とも相談しながら、プロジェクトを進めた

Overview of the internship

Mechanical design Team meeting

• English skill was not sufficient.

• My project had been modified many times because of a 
lack in my understanding.

• However, willingness to explain contents is more  
important.

• I used to explain using drawing and chart.

• I proceeded with the project in close contact with other 
intern student.



• 海外の他のインターンの学生と繋がりを持つこ
とができた

海外実務訓練を通して得られたもの

• 大学の専門教育と仕事のつながりがより明確にな
り、大学院進学におけるモチベーションとなった

• 誰にでも聞きに行く積極性と、分かりやすく
伝える力が身についた

• Connection with international students.

The things I could obtain through the internship

• Understanding the importance of the 
professional education in a university.

• How to communicate effectively to pull 
information from other people.



A Tri-Institutional Collaborative/Cooperative 

Educational Reform Project

Global Faculty Development Program

- program and post-activity report -

Kenji Moriya (2015 GFD member)

Professor, Dept. of Production System Eng.
NIT, Hakodate college.

Project Professor, Kosen Liaison Center, TUT

Globally-oriented human 
resources fostering

Aims

Faculty development to promote 

"globally-oriented human resource 

fostering" for NIT professors

What is a "global human resource"?
Upgrade English skills
Practice lectures in English
Understand the diversity of culture
Feedback to KOSEN education



GFD Program

Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar.

@ TUT

 English 
Lectures

 Cooperative 
Research with 
TUT mentor

 Wrap-Up

＠ Queens College

English 
Language 
Institute

 Cooperative Research 
with QC professor

 Development of 
instructional materials

 Special Lecture: 
Teaching in English

 Taking courses

 Wrap-Up

＠ Penang

 Lecturing in 
English (@PSP, 
@USM, etc..)

 Research 
Introducing

 Development of 
instructional 
material

 IGNITE2016

@TUT（Apr. ～Jun.）

Wrap-Up Presentation

Skype-communication

English lectures

Culture & Technology class



@ Queens College（Jun.～Dec.）

Research Activity

English Language Institute (6 weeks) Classes & Special classes

Wrap-Up Presentation

@Penang（Jun. ～ Mar.）

to the Next Step!!

Lectures in English, Research presentations ＠PSP、@USM、＠DISTED



Members : 26 KOSEN / 4 TUT / 1 NUT professors

2014, 
10 KOSEN professors, 1 TUT professor

2015, 
8 KOSEN professors, 2 TUT professors

2016, 5 KOSEN professors, 
1 TUT professor, 1 NUT professor

2017, 
3 KOSEN professors

Our Activities after GFD

 Lectures in English (or bilingual) @ KOSEN & TUT

 Members were appointed the Project Professors,
Kosen Liaison Center, TUT

@TUT @TUT @NIT, Hakodate



Our Activities after GFD

 "Global mind" training camp for KOSEN students in TUT

 Providing the instructional materials

Materials are 
available on DVDs

Our Activities after GFD

Students’ Research presentation via GI-NET and/or Skype

Cooperative Research with TUT / QC / USM professors
(A student visited QC for 2 months using "TOBITATE! Young Ambassador Program") 

Cooperative education with English professors



Acknowledgement

All members acknowledge the program of 
“Globally-oriented human resources fostering”
for professors in National Institutes of Technology.



イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会
ー イノベーション指向人材育成事業 ー

三機関連携事業
イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会長
長岡技術科学大学 理事・副学長 三上 喜貴

平成３０年２月１日 東京

Innovation Industry-Academia-Government Integrated 

Campus Planning Group

(Innovative Human Resources (HR) Development Project)

The Tri-Institutional Collaborative/Cooperative Project
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育成する人材像

獲得すべき能力

教育内容
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力
・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｽｷﾙ
・ｼﾞｪﾈﾘｯｸｽｷﾙ

★研究・技術をビジ
ネスにする力
★マネジメント力
などの涵養

★ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ
★ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄｲﾝﾌﾗ
★ｱｸﾞﾛｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
★ﾌﾟﾚﾐｱﾑ地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
★ｱｼｽﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
★ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞ教育

★英語力
★ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力
★地域でのグローバ
ル対応力
などの涵養

教育方法
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ

教育体制

世界をリードする
研究・技術者

技術を基にして
世界と地域で活躍できる経営者

マネジメント力 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ感覚

ものの見方・考え方／ 「気づき」力／ 自学自習能力の向上

マネジメントの
プロ

研究・技術の
スーパースター

グローバル
ビジネスマン

高専・技科大教員、企業人等

イノベーション指向 国際通用性・グローバル指向

１．人材育成目標

－世界で活躍し，イノベーションを起こすスーパー技術者の育成－

世界に通用する
研究・技術

Human resources to 

be fostered

Skills to be acquired

Curriculum content

・Project management

・Product skills

・Generic skills

Cultivation of:

★Skills to convert the   

results of    

research/engineering  

into business

★management skills

★Clean energy

★Resilient infrastructure

★Agro-industry

★Premium regional 

brands

★Assistive technologies

★Global innovation   

education

Cultivation of:

★English-speaking skills

★English-

communication  

skills

★Abilities to handle local  

issues from global    

perspective, etc.

Teaching method

・Active learning

Teaching system

World-leading 

researchers and 

engineers

Technology-based and globally/locally 

engaged business persons

Management 

skills

Globally applicable 

research & engineering 

skills

Global 

sensibility

Management 

professionals

Superstars of  

research and 

engineering

Global business 

persons

１．Human Resource Development Goal

－Fostering Globally Engaged, Innovative Super-Engineers－

Innovation-oriented International, globally oriented

Improve abilities to observe, think, discover, and inquire/study independently.

Teaching faculty of  KOSEN/UTs, business persons, etc.



２．実施体制：組織体制

イノベーション推進部会

GI-net基幹ネットワーク（全国規模の遠隔会議支援システム）

期間中，イノベ事業に教員405名，高専生417名，技大生197が参画

融合キャンパス部門
技学実践教育・基幹ネットワーク部門
・技術者教育システムの構築
・GI-net運用

研究推進室 技学イノベーション
推進センター

技術科学イノベーション
研究機構

技学イノベーション・産業創出実践部門

領域１
クリーン
エネルギー

領域２
レジリエント
インフラ

領域３
アグロイン
ダストリー

領域４
プレミアム
地域ブランド

領域５

アシスティブ
テクノロジー

領域６

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ教育

Department of  Gigaku Innovation and New Industry Creation Practice

２．Implementation Structure：Organization Structure

GI-net core network（Nationwide teleconference assisting system）

Research 

Administration Office

Gigaku Innovation 

Promotion Center
Research Institute for Science 

and Technology Innovation

Innovation Promotion Committee

Department of  Gigaku Practical Education 

and Core Network 

・Building education system for engineers

・Utilizing GI-net

Department of  Integrated Campus

Field １
Clean 

Energy

Field ２
Resilient 

Infrastructure

Field ３
Agro-

Industry

Field ４
Premium 

Local Brand

Field ５
Assistive 

Technology

Field ６
Global 

innovation 
Education

405 teaching faculties ,417 KOSEN students, and 197 NUT students participated  

innovation project during the on-going period



H24 H25 H26 H27 H28 H29

体制整備

設備整備

●基幹ﾈｯﾄﾜｰｸ

●ｶﾘｷｭﾗﾑ開発
・教科書・教材
・PBL成果評価手法
・ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ
・PBL教育の実践

●ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｼｰｽﾞ
拠点形成（6領域）
・PBL教育実践の場
を全国各地に創出

●各機関の教育組
織における具体化

長岡
豊橋
高専

３．実施項目と実施経過

GI-net稼働（延べ7,000回超の会議開催） 録画・伝送ｼｽﾃﾑ

技学イノベーション推進センター（長岡）

研究設備

技学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻（長岡）

人材像構築 科目ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 専攻科及び技大のﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑ

MOT教育（豊橋）

Professional Engineer Library Series全10冊

教育資産の映像ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ化（合計110時間の教材）

PBL・海外派遣・WS・国際会議開催・ｺﾝﾍﾟ参加等

PBL成果評価手法

・クリーンエネルギー
・レジリエントインフラ
・アグロインダストリー
・プレミアム地域ブランド
・アシスティブテクノロジー
・グローバルイノベーション教育

モデルコアカルキュラム試
案を先行実施（函館高専等）

技術科学イノベーション研究機構（豊橋）

地域新技術モデル（全国10地域）

地域課題解決のための全国ﾈｯﾄﾜｰｸ形成

本案を全高専展開

イノベ
部会

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Improvement of  organization 

structure

Improvement of  facilities

●Core network

●Development of  education  

curriculum 

・Text book・Teaching material

・PBL Education and 

Achievement Evaluation 

Methods

・Virtual museum

・PBL teaching implementation 

plan

●Innovation seeds

Establishing bases（6 

disciplines)

・Providing opportunities of  PBL 

teaching implementation plan 

nationwide

●Realization of  function  of  

educational organization at the 

each location  

Nagaoka

Toyohashi

KOSEN

３．Project Progress (Contents  and  Timeline)

Utilized GI-net（Actual usage of  7,000 times Video recording and transmission system

Gigaku Innovation Promotion Center（Nagaoka）

Research base facilities

Department of Science of Technology Innovation（Nagaoka）

Built targeted  human resource 

model Subject mapping KOSEN advanced course and NUT curriculum model

Total 10 books of  Professional Engineer Library Series

Video data -basing of  educational asset ( Total 110 hours of   education materials)

PBL・Overseas delegation・WS・Hosting of  international 

symposiums ・Participation of  competition, etc…

PBL Education and Achievement 

Evaluation Methods

・Clean Energy

・Resilient Infra.

・Agro-industry

・Premium Local Brand

・Assistive Tech.

・Global Innovation

Prior implementation of 

initial core curriculum 

program,

(HAKODATE  KOSEN)

Research Institute for Science and Technology Innovation（Toyohashi）

Regional new technology model（ Nationwide =10areas ）

Establishment of nationwide network for resolving regional issues

Expansion of the 

curriculum to all 

KOSEN country wide 

Innovation 

committee

MOT Education program（Toyohashi）



ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにおける気づき
＠ATフォーラム

アクティブラーニング
に関する教育指導書
（FDにも活用）

高専・技大において教
育FD講習会等で活用し、
授業に展開

三機関協働によるモデ
ルコアカリキュラムを
ベースにアクティブ
ラーニングを取り入れ
た教科書シリーズ（全
10冊）

 10冊で124名の教員が
執筆、講義で活用

WS＠STI-gigaku

 エンジニアリング・デザイン能力を更に伸ばし、技学実践教育を推進する、
アクティブラーニング（AL）手法を開発し、実践

 ALに基づく教育指導書とALを取り入れた専門科目教科書シリーズを開発

４．事業成果：AL教育手法と教科書

日本工学教育協会
工学教育賞，2017

日本感性工学学会
出版賞，2017

Gaining awareness at a 

workshop @AT Forum

 Education Instructional 

Manual for AL (with 

applications to FD)

 This manual can be used in 

education FD courses at 

KOSEN colleges and UTs, 

and applied to lectures

 Textbook series that 

incorporates AL based on the 

model core curricula of  the 

Tri-Institutional Project (10 

volumes)

 124 lecturers have authored 

the 10 volumes, and the 

textbooks are used in classes Workshop @STI-Gigaku

4. Project Achievement: AL Education Methods and Textbooks

Japanese Society for 

Engineering Education –

Engineering Education Award, 

2017

The Japan Society of  Kansei 

Engineering – Publication 

Award, 2017

 Further developing engineering design abilities, Advancing Gigaku practical education, 

Developing and implementing active learning (AL) methods 

 Development of  an education instructional manual based on AL and a 

specialized subject textbook series that incorporates AL



①国内外の企業へのインターンシップ，②国際会議やワークショップの企画・運営・
発表，③国際共同研究への参加，④ビジネスプラン作りとコンペ参加などの機会を
創出⇒PBL教育手法を定着させるとともにその成果評価手法を開発

他分野・多世代ワークショップ（「工学教育」等に掲載）

ワークショップ等による能力
向上の評価

ワークショップの実施

４．事業成果：PBL教育手法と成果評価手法

海外での共同研究開発参加．
本事例はベトナム．派遣国は
期間中合計で26件，11カ国

学生が主体となって企画・運
営するSDGs主題の国際会議

STI-gigaku＠長岡

食料とエネルギーに関する
国際会議

IS-life@鹿児島県長島町

海外視察＠ケンブリッジ
発酵を科学するプロジェクトを

企業協賛で始動
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加の成果を評価

する手法（教育論文）

他分野・多世代ワークショップ（「工学教育」等に掲載）

ワークショップ等による能力
向上の評価

ワークショップの実施

4. Project Achievement: PBL Education and Achievement Evaluation Methods

Participation in overseas collaborative 

R&D. This example is from Vietnam. 

During this period, there were 26 

projects with 11 countries

The International Conference on SDGs 

STI-Gigaku was planned and managed 

by students @Nagaoka

International Conference on Food 

and Energy 

IS-life @Nagashima, 

Kagoshima

Overseas visit @Cambridge

Start of  the “Turning 

Fermentation into a Science” 

project with corporate support

Method for assessing workshop 

participation achievements 

(educational paper)

①Creating opportunities for domestic and overseas corporate internships, ③participating in international 

collaborative research, ②planning/managing/presenting at international conferences and workshops, and ④
participating in business planning and competitions in order to establish PBL education methods. In addition, 

achievement evaluation methods were developed to assess these efforts. 



クリーンエネルギー(54) レジリエントインフラ(118) アグロインダストリー(79)

発酵を科学するプロジェクト
を企業協賛で始動

アシスティブテクノロジー(83) プレミアム地域ブランド(42) グローバルイノベーション教育
(29)

地元酒造メー
カと酵母から
日本酒を共同
開発・発売！

新規インフラ
素材開発

４．事業成果：イノベーションシーズ拠点創出

アクティブラーニングによる人材育成手法と、PBL教育手法を活かした

地域課題解決型の全国的なネットワークを6領域で創出

パワエレﾌｫｰﾗﾑ
(毎年２回)、
共用実証装置

小型風車
設計コンテ
スト(毎年)

kawaii理科
プロジェクト

学生・教員・身障者・専門
家を交えて毎年実施（毎年
100ー150名程度参加）．幹
事校：函館・熊本高専

新規防災モ
ニタリング

高専-TUT太陽電池合同ｼﾝﾎﾟ

遠隔制御net(全国綱引き大会)

（）は技学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰの6領域登録教員数、計405人

Clean Energy (54) Resilient Infrastructure (118) Agro-industry (79)

Start of  the “Turning Fermentation into 

a Science” project with corporate 

support

Assistive Technology (83) Premium Local Brands (42) Global Innovation Education 

(29)

Joint development 

and sale of sake 

starting from yeast 

with a local brewery!

Novel 

infrastructure 

materials

4. Project Achievement: Formation of  Innovation Seeds Hubs

Numbers in parentheses indicate the number of registered academic staff from the Gigaku Innovation Promotion Center in each discipline, with a total of 405 staff. 

Power electronics 

Forum (Biannual)

Joint proof-of-

principle device

Miniature Wind 

Turbine Design 

Contest (Annual)

Kawaii Rika

Project

Conducted annually with students, lecturers, 

persons with disabilities, and specialists 

(approximately 100-150 participants 

annually)

Managing institutions: Hakodate KOSEN 

and Kumamoto KOSEN

Novel disaster 

prevention 

monitoring

NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells

Telecontrol-net 

(Nationwide Tug-of-War Tournament)

Formation of  a nationwide network for resolving regional issues in 6 disciplines using 

AL-based human resource development methods and PBL education methods. 



他分野・多世代・複数国籍
チームで事業アイデアを作成
し，90秒でピッチプレゼンを
行うコンペ PIONEERS 

ASIA（日経新聞主催）に応
募し，世界の上位200内に５
件が選定された．2016年

アシスティブテクノロジー領
域に関連した研究が，

文部科学省・スポーツ庁ハイ
パフォーマンスサポート事業
に採用，リオデジャネイロ・パ
ラリンピック車いすテニス競
技に貢献

４．事業成果：世界からの評価

学生が主体と
なって企画運営
するSDGsを主
題とする国際会
議STI-gigakuは
国連から認証を
取得，2017年
UN Academic

Impact

A multidisciplinary, 

intergenerational, and 

multinational team entered the

PIONEERS ASIA challenge 

(Hosted by Nikkei Inc.), a 

competition where teams pitch 

their concepts in 90 seconds. 

Among the top 200 ideas from 

across the world, 5 were 

selected in 2016. 

The research, which is from 

assistive technology discipline, 

was selected to high-

performance support project

lunched by: Ministry of  

Education, Culture, Sports,

Science and Technology ; Japan 

Sports Agency, as well as 

supported tennis at Rio de 

Janeiro Paralympics. 

4. Project Achievement: International Acclaim

The student-

planned and -

managed 

international 

conference on 

SDGs “STI-

Gigaku” was 

certified by the 

UN in 2017

UN Academic

Impact



外部委員コメントへの対応状況
シンポジウム開催数や論文発行数といった指標，KPIはプロセス指標であり，最終的にはど
れだけベンチャーが創出されたか，それが上場に至ったかという結果が重要ではないか。
工学の目指す姿として，産業振興につながるシーズを発掘する，そういう社会を目指すとの
踏み込みを期待したい。

大学発ベンチャー創出の環境整備
起業セミナー：企業経営者の講演、年に４回
ベンチャーサロン：地元銀行、VCも含めた起業のための議論、年に4回。
科目の整備：[ベンチャー起業実習]、[アントレプレナー特論]、[起業リーダー論]、他
ベンチャーキャピタルとの包括連携協定（新潟ベンチャーキャピタル㈱・日本戦略投資㈱）
東海地区大学ベンチャーファンドを設立（日本ベンチャーキャピタル㈱、25億円）

大学発ベンチャー 26社（H29年度現在）
高専機構 H24～H29年度 １件、 長岡技大 H24～H29年度 10件、 豊橋技大 H24～H29年度 ２件

世界から評価を受ける学生ベンチャーの創出
寺嶋瑞仁さん（和歌山高専卒・長岡技大修士課程在学中）が設立したベンチャー企業Cuborexの作品
が国際エンジニアリングアワード「ジェームズ・ダイソン・アワード2017」においてダイソンのデザインエン
ジニアによる審査により世界23ヶ国、1,000を超える作品の中から国際TOP20作品に選出

さらに、世界を変える一歩となる異能の芽を発掘し、思いもよらぬようなアイデアや技術、課題を表彰す
る総務省の「異能vationプログラム」で平成29年度に約8千件の応募の中からICT各分野の最高賞とな
る「異能ジェネレーションアワード」を受賞

ギャップファンド支援 （H29年度現在）
豊橋技大 H28年度2件、H29年度3件

Status of  Responses to External Committee Members’ Comments

Developing an environment to support the creation of  university-initiated startups
 Startup Seminars: Lectures by business managers, 4 times a year

 Venture Salon: Discussions with regional banks and VCs for startups, 4 times a year

 Introducing courses: “Practical work on venture flotation training ”, “Advanced entrepreneurship ”, “Entrepreneurial Leadership”, and 

others

 Comprehensive Partnership Agreement with VCs (Niigata Venture Capital Co., Ltd. And Japan Strategic Capital Co., Ltd.)

 Establishing Tokai area university venture fund (Nippon Venture Capital Co., Ltd,  2. 5 billion yen )

Total of  26 university-initiated startups (as of  2017)
 KOSEN: 2012–2017 1 start-ups; NUT: 2012–2017 10 start-ups; TUT: 2012–2017 2 start-ups

Creation of  an internationally recognized student start-up company
 Cuborex, the start-up company established by Mr. Mizuhito Terashima (Wakayama KOSEN/NUT master’s candidate) produced a 

design that was selected by Dyson engineers as one of  the Top 20 International Designs at the James Dyson Award 2017, which 

recognizes excellence in engineering design. Mr. Terashima’s design was selected from over 1,000 designs across 23 

countries.Furthermore, Mr. Terashima has discovered an unusual ability to conceive previously unimagined ideas and technologies that 

take an important step toward changing the world. 

 At the 2017 (Inno)vation Program held by the Ministry of  Internal Affairs and Communications, Mr. Terashima’s entry was selected 

from over 8,000 applicants to receive the highest award for the ICT

Division — the (Inno)Generation Award.
Supporting Capital fund ( as of  2017)

 TUT :  2016,  2 times; 2017, 3 times

The Key Performance Indicators (KPI), such as the number of  symposia held and articles published, are 
process indicators. However, it is more important to examine results, such as the final number of  start-up 
companies developed. From the perspective of  engineering, I hope for more steps toward building a society 
that identifies solutions and ideas for the promotion of  industries.



外部委員コメントへの対応状況

能動的に学生が企画・運営を行う学生主体での国際会議，シンポジウムの開催は非常に
よい取組である。これらの取組をいかに継続実施するかが重要であり，今後の具体的な
計画を立てていただきたい。

STI-Gigaku（技術科学イノベーションに関する国際会議）
平成29年10月6日~7日の2日間、「国際会議 2nd STI-Gigaku 2017」
を開催。日本全国から166名の高専学生・大学生・教職員が参加し、
2030年開発アジェンダ「持続可能な開発目標（SDGs）」（17の目標と169

のターゲット）をもとに、エネルギー、食料など、持続可能な開発のための
諸目標を議論。

アカデミック・インパクト(UNESCO)
平成29月の第1回STI-Gigakuの実績、さらに2017年10月開催の第2回
STI-Gigakuへの期待がアカデミック・インパクトの10原則にコミットする
取組として高く評価され、平成29年に国連アカデミック・インパクトへの参加
が承認されました。

サイエンスアゴラ
平成29年11月24日（金）～26日（日）の3日間、テレコム
センタービル(東京都)で開催された日本最大級のサイエンス
スコミュニケーションイベント「サイエンスアゴラ（科学技術
振興機構主催）」に高専・技科大学生11名で参加し、
サイエンスアゴラ賞(4/164企画)を受賞。

Status of  Responses to External Committee Members’ Comments

STI-Gigaku (International conference on science of  technology innovation)

During Oct 6-7, 2017, the 2nd STI-Gigaku international conference was held. A 

total of  166 KOSEN college students, university students, and academic staff  

participated in the conference, which was aimed at the 2030 development agenda of  

Sustainable Development Goals  (SDGs) (17 goals and 169 targets). Participants 

discussed topics on sustainable development in energy and food. 

Academic Impact (UNESCO)

Based on the achievements of  the 1st STI-Gigaku conference in 2017, the 2nd STI-

Gigaku conference was recognized for its commitment to fulfilling the 10 principles 

of  academic impact. As a result, this conference was certified as a participant of  

UNESCO’s Academic Impact in 2017. 

Science Agora

In the three days from Nov 24-26, 2017, Japan’s largest science 

communication event “Science Agora” (hosted by JST) was held at 

the Telecom Center Building in Tokyo. Eleven KOSEN college and 

UT students participated in this event, and were awarded a 

Science Agora award (4/164 planning).

It is exceptional to hold student-focused international conferences and symposia where 

the students actively participate in planning and management. It is important to identify how to 

continuously implement these initiatives, and I would like to see the formulation of  tangible 

plans for the continuous implementation of  specific projects. 



外部委員コメントへの対応状況

産官学だけでなく地域社会も加えた４者を交えた形での活動をしていただきたい。

イノベーションの取組として教科書の作成は大変期待できる。英語にしても世界
に通用するような内容にしていただきたい。

 イノベーションの教授法に関わる「アクティブラーニング」に関して、英語版作成中。

 イノベーションのジェネリックスキル科目として、英語にて次の科目を新規実施しており、
適宜教科書化を進める：[技術科学ファシリテーション]、「技術科学イノベーション特論」等

時事通信社 iJAMP記事
2017年11月13日 長岡市 市政だより2017年6月号

 長岡市・長岡商工会議所・長岡高専・長岡技大等で連
携するNaDeC, Nagaoka Delta Cone構想(H30ｷｬﾝﾊﾟｽ整備)

 鹿児島県長島町・鹿児島高専・技大等で包括的連携協
定(H29.1.16)、長島ｷｬﾝﾊﾟｽ整備

 函館市・函館高専・技大等での連携の体制整備

市民参加の産業拠点整備へ

（大学・高専の学長から提案書を受
け取る磯田長岡市長）

Status of  Responses to External Committee Members’ Comments

 Nagaoka city; Nagaoka Chamber of  

Commerce & Industry, Nagaoka KOSEN, 

and NUT collaborated to develop the 

NaDeC, (Nagaoka Delta Cone) 

Concept (establishment of  a city campus 

in 2018)

 Nagashima town (fishery 

cooperative/agricultural cooperative);

Kagoshima KOSEN and UTs entered into 

a comprehensive partnership agreement 

(Jan 16, 2017), establishment of  a 

Nagashima campus

 Hakodate city; Hakodate KOSEN and 

UTs collaborated for system development

 The English version of  Active Learning for Teaching Innovation is being produced. 

 As generic skills courses for innovation, the following courses are newly implemented in English, 

and suitable textbooks will be produced: “Facilitation engineering on science and 

technology”, “Advanced science of  technology innovation engineering ”, and others. 

Ref. iJAMP, 13th Nov. 2017, Mayer 
Isoda of Nagaoka city accepted a 
proposal of NaDeC Concept. Ref. Nagaoka city news, June 2017

Nagashima town, partnership agreement 

I have great expectations for the development of  textbooks as an innovation initiative. 

I hope that they can be translated into English and used around the world.

Activities should be conducted not only among industry, academia, and government; 

but also include local communities.



４．事業成果（参考資料）

• 論文８９７件，学会発表２４０７件，特許５５件，メディア等への発信２８２件

• 外部資金獲得６２４件はじめ，事業終了後に継承される教育研究拠点を形成

４． Project Achievement 

• Article, 879; Conference outreach, 2407; Patent, 55; 

Media Outreach, 282

• Development of  education research foundation such as 624 of  acquisition of  

external fund that is to continuously conducted  after the termination of  the project



４．事業成果（参考資料）

４． Project Achievement 



４．事業成果（参考資料）

４． Project Achievement 



イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会
ー 取り組みの報告 ー

長岡技術科学大学
技学イノベーション推進センター長

学長補佐 山口隆司

平成３０年２月１日 東京

Innovation Industry-Academia-Government Integrated 

Campus Planning Group
ーAchievement Report－

Nagaoka University of  Technology

Head of  Gigaku Innovation Promotion Center

Presidential Aide, Takashi Yamaguchi

February 1, 2018   Tokyo



１．実施体制：協働の基盤としてのGI-net

 H25年度に全国60拠点を専用回線で結ぶGI-netを整備
⇒強力な高専・両技科大コミュニティ形成ツール

 延べ約7,000回の遠隔講義・会議等を開催
 移動時間の節減と旅費節減（推計：累計9.1億円以上）

会議画面

◎簡易な操作で確
実に接続できる

◎大型ディスプレイ
と充分な画質

グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net)

１．Project Implementation Structure：

GI-net for Collaborative foundation

・Installed GI-net to 60 locations which provide private network line nationwide in

2013
・Approximately held total of 7,000 times of online lectures and conferences

・Saved transit time and traveling fee（Estimation：the sum of over 910 million yen）

会議画面

◎Connectable with 

simple operations

◎Large display and 

corresponding high 

resolution

GLOGAL・INOVATION・NETWORK（GI-net）



２．カリキュラム開発(高専から大学院まで)

学
年

分野共通の基礎的能力（抜粋）
専門能力
（抜粋）

分野横断的能力
（抜粋）数学 英語 人文社会

専
攻
科

工業
数学

品質
管理

サイエンス
イングリッ
シュ

グローバル
コミュニケー
ション

プロジェクトﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
環境マネジメント
コンプライアンス
インターンシップ
地域課題型PBL

特別研究

5
応
用
数
学

グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
他

社会系
選択科目

国土計画、
技術者倫理、

卒業研究

マネジメント、
卒業研究

4 政治経済

ユニバーサ
ルデザイン、
アセットマネ

ジメント ボランティア、企業見
学、学外実習

3 微
分
積
分

現代社会
専
門

科
目
群2 世界史

１ 基礎
数学

総合英語 地理
工学リテラ
シー、基礎

実験
創造デザイン

（高専から大学院、技術科学イノベーション専攻までの協働教育カリキュラムの事例）

→高専本科-専攻科-技科大のシームレスなカリキュラムの連携（連続性）の構築

ベンチャー起業

工学研究科 ５年一貫制博士課程

技術科学イノベーション専攻

ベンチャー起業者・プロジェクト
マネージャー・研究者・教員

②高専専攻科、

他大学、社会人から入学

↑学士学位取得

MBA取得コース

ベンチャー起
業志向技術者

プロジェクト
マネージャー
志向技術者

技学ベンチャー
支援機構

博士学位取得

①高専本科から編入

（学部第３学年）

↑

27

25

24

23

22

20

シームレスな協働教育体制

[企業リーダー論] など[技術科学ファシリテーション]

[海外リサーチインターンシップ]で海外のベンチャー企業で実務験

[研究指導実習]で高専学生を指導

[プロジェクトリーダー実習]で地域の中小企業での研究企
画業務を実務経験

22

20

18

15

三機関連携による教育改革の進展

2. Project Achievement: Curriculum Development

Year

Common Fundamental Abilities 

(Selection) Specialized 

Abilities 

(Selection)

Cross-Field Abilities 

(Selection)
Math English

Social 

Sciences 

and 

Humanities

Major

E
n

gi
n

ee
ri

n
g 

M
at

h

Q
u
al

it
y 

C
o

n
tr

o
l

S
ci

en
ti

fi
c 

E
n

gl
is

h
, 
G

lo
b

al
 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

Project Management

Environmental 

Management

Compliance

Internship

PBL using Regional 

Challenges

Special Research

5

A
p

p
li
ed

 M
at

h

G
lo

b
al

 E
n

gl
is

h
, 
E

n
gl

is
h

 f
o

r 
C

o
m

m
u
n

ic
at

io
n

, 

et
c.

Social 

Science 

Electives

Spatial 

Planning, 

Engineering 

Ethics, 

Research for 

Graduation

Management, Research 

for Graduation

4 Politics and 

Economics

Universal 

Design, Asset 

Management

Volunteering, 

Industrial Visits, 

Extramural Training3

C
al

cu
lu

s

Modern 

Society
Specialized 

Subjects

2 World 

History

1

F
u
n

d
am

en
ta

l 

M
at

h General 

English
Geography

Engineering 

Literacy, 

Fundamentals 

of 

Experiments

Advancements in educational reform led by the Tri-institutional Project (Example of  a Joint Educational Curriculum 

from a KOSEN college to Graduate School, Dept. of  Science of  Technology Innovation)

→ Construction of  a seamless curriculum that links (continuously) the KOSEN Regular Course-Advanced Course-University of  

Technology Program

Startup Enterprises

Graduate School of Engineering 5-year Integrated Doctoral Program 

Dept. of  Science of  Technology Innovation

Entrepreneurs・Project Managers・
Researchers・Academic Staff

② Admission from the 

KOSEN Advanced 

Course, Other 

Universities, or the 

workforce

↑Conferred Bachelor’s Degree

MBA Course

Entrepreneur-

Oriented 

Engineers

Project Manager-

Oriented 

Engineers

Gigaku Venture Support 

Organization 

Conferred PhD 

① Transfer from the 

KOSEN Regular Course 
(Undergraduate Course 3rd

Year)

↑

27

25

24

23

22

20

Seamless Cooperative Education System

[Business Leadership Theory], etc.[Science and Technology Facilitation]

Practical experience of overseas start-up enterprises during the [Overseas Research Internship]

Guiding KOSEN college students during [Research Guidance Training]

Practical experience of research planning at regional small and medium-sized enterprises during 

[Project Leader Training]

22

20

18

15



領域１：クリーンエネルギー
クリーンにエネルギーを生み、賢く消費する
社会構築に資する基盤技術開発

領域２：レジリエントインフラ
安全で強靱なインフラを低コストで実現する
基盤技術開発

領域３：アグロインダストリー
地域資源を活かす未来社会創生拠点

領域４：プレミアム地域ブランド
世界を惹きつけるプレミアム地域ブランドの創出

領域５：アシスティブテクノロジー
障害者や高齢者がより快適かつ安全となる生活
を目指した基盤技術開発

領域６：グローバルイノベーション教育

３．技学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・産業創出実践部門(６領域の意味)

日本再興戦略 2013閣議決定

1 国民の健康寿命の延伸

2 ｸﾘｰﾝで経済的なｴﾈﾙｷﾞｰ

3 安全便利な次世代ｲﾝﾌﾗ

4 世界を惹きつける地域資源
で稼ぐ地域社会

技学実践教育部門では、学生のアクティブラーニングを通じ、ジェ
ネリックスキル、プロダクトスキル、プロジェクトマネジメントスキル
を育成し、対応する科目を開発する。

Discipline １: Clean Energy

Development of  infrastructure technologies that generate 

clean energy and contribute to social development with

smart consumption

Discipline 2: Resilient Infrastructure

Development of  fundamental technologies that

actualize safe and sturdy infrastructure at low cost

Discipline 3: Agro-industry

Creation of  future-oriented societies that utilize

local resources

Discipline 4: Premium Local Brands

Creation of  premium local brands that attract consumers

from around the world

Discipline 5: Assistive Technology

Development of  fundamental technologies aimed at

producing more pleasant and safer lives for people 

with disabilities and older individuals

Discipline 6: Global Innovation Education

３. Gigaku Innovation and Industry Creation

Implementation Sections (6 disciplines)

Japan Revitalization Strategy

2013 Cabinet Decision

1. Extending the nation’s healthy 

life expectancy

2. Realizing clean and economical 

energy demand and supply

3. Building safe, convenient and 

economical next-generation 

infrastructures

4. Building regional communities 

that use their unique local 

resources to appeal to the world

The Gigaku Practical Education Department develops courses to 

enable students to learn generic skills, product skills, and project 

management skills through active learning. 



ｱｼｽﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰAT領域ｽｷﾙ標準の作成(人材育成)

■ＡＴスーパー技術者育成のためのスキル標準設計

ＡＴスーパー技術者育成のために必要なスキルやマインドを整理して，スキル標準の素案が完成した。2016年度より、
函館高専で開講したロボティクス履修コースで実装検証を行っている。今後は、より精度を高め全国的な展開を図る。

科目

卒業製作

医用福祉工学概論

創造実験

科目 項目 学習内容 学習内容の到達目標

プログラミング・アプリケーション開発の基礎的な知識を理解し、一つ以上の

プログラミング言語でプログラムを開発できる。

情報端末ができること、できないことを理解できる。

センサの種類，原理，特性およびセンシング技術に関する知識がある。

メカトロニクスに関する制御系の基礎を理解している。

機械力学（静力学・動力学）の基礎的な知識を理解している。

電気分野（電気・電子回路、センシング、信号処理）の基礎を理解している。

身体の機能（構造）を理解し、簡単な力学モデルを作成できる。

生理現象の計測・評価技術の基礎を理解している。

生体情報および生体情報処理に関する基礎を理解している。

 5-4-8 Ⅳ-H 福祉・障害者支援  福祉リテラシー QOLという言葉を知っている。

 生体工学の基礎

ロボティクス実験

主となるスキルマップキーワード

 課題発見・コミュニケーション

 技術者倫理・ユニバーサルデザイン

 課題発見・課題解決

 システム設計

 5-4-3 Ⅳ-C 情報リテラシー  Ⅳ-C-1情報の基礎

 5-4-6 Ⅳ-F ものづくりリテラシー

 5-4-7 Ⅳ-G 生体・認知心理学

函館高専「ロボティクス履修コース」実装例 函館高専 ロボティクス実験評価用ルーブリック
（筋活動電位計測）

【これまでの取り組み】

2014.8.23 Japan ATフォーラム2014 in 仙台で、AT技術者育成のためのワークショップを実施しスキルの洗い出しを行った。

また、教員ワークショップのデータを検討材料として整理し、高専モデルコアカリキュラムに対応させて再整理を行った。（熊
本・三好先生）

2014.12.19 福岡での関係者ミーティングでATマインドやATスーパー技術者の定義項目を設定。

2015.2.28 第2回e-ATセミナーin 熊本で特別支援学校の先生にアンケートを実施。

2015.4.3 AT領域メンバーを対象にAT技術者に必要な専門分野の基礎知識に関するアンケートを実施。

2015.7.24 WG4と函館高専間でロボティクス履修コースでの実装に向けた協議を行い、スキル標準素案をまとめた（熊本・三好先生）。

～現在 函館高専で、ロボティクス履修コースのカリキュラムへの実装に向けて協議を行った。2016年度より実装し、開講している。

Assistive Technology – Development of  Skill Standards in AT 

(Human Resource Development)

■ Setting Skill Standards for Fostering AT Super Engineers
The skills and spirit needed for developing AT Super Engineers were identified, and the corresponding skill standards were drafted. From 2016, these 

skill standards have been undergoing implementation verification in a robotics course conducted by Hakodate KOSEN. The accuracy of  these 

standards will be increased in the future and implemented nationwide. 

科目

卒業製作

医用福祉工学概論

創造実験

科目 項目 学習内容 学習内容の到達目標

プログラミング・アプリケーション開発の基礎的な知識を理解し、一つ以上の

プログラミング言語でプログラムを開発できる。

情報端末ができること、できないことを理解できる。

センサの種類，原理，特性およびセンシング技術に関する知識がある。

メカトロニクスに関する制御系の基礎を理解している。

機械力学（静力学・動力学）の基礎的な知識を理解している。

電気分野（電気・電子回路、センシング、信号処理）の基礎を理解している。

身体の機能（構造）を理解し、簡単な力学モデルを作成できる。

生理現象の計測・評価技術の基礎を理解している。

生体情報および生体情報処理に関する基礎を理解している。

 5-4-8 Ⅳ-H 福祉・障害者支援  福祉リテラシー QOLという言葉を知っている。

 生体工学の基礎

ロボティクス実験

主となるスキルマップキーワード

 課題発見・コミュニケーション

 技術者倫理・ユニバーサルデザイン

 課題発見・課題解決

 システム設計

 5-4-3 Ⅳ-C 情報リテラシー  Ⅳ-C-1情報の基礎

 5-4-6 Ⅳ-F ものづくりリテラシー

 5-4-7 Ⅳ-G 生体・認知心理学

Implementation example of the robotics course at Hakodate KOSEN Hakodate KOSEN’s robotics experiment evaluation rubric

(muscle action potential measurements)

[Implemented Projects]

2014.8.23 During the Japan AT Forum 2014 held in Sendai, the necessary skills were examined and identified in a workshop for AT engineer development. 

Using data from a lecturers’ workshop for consideration, the KOSEN model core curriculum was reorganized (Prof. Miyoshi, Kumamoto). 

2014.12.19 The definitions of AT Spirit and AT Super Engineers were set at a stakeholder meeting at Fukuoka.

2015.2.28 A survey aimed at teaching staff from special needs schools was conducted during the 2nd e-AT Seminar held in Kumamoto. 

2015.4.3 A survey aimed at AT members was conducted to clarify the fundamental knowledge needed in an AT engineer’s field.

2015.7.24 WG4 and Hakodate KOSEN collaborated to implement the skill standards in a robotics course, and a draft was completed (Prof. Miyoshi, 

Kumamoto). 

~Present At Hakodate KOSEN, collaborations aimed to implement the skill standards in the robotics course curriculum. Implementation began in 2016, 

and is currently being conducted. 



● Japan AT フォーラムの開催 ●

■三機関連携以前 ■三機関連携以降

名称 福祉情報教育フォーラム

目的
高専教員・福祉関連職員を対象とし
た研究交流の場

内容
実践報告・福祉研究発表

名称 Japan ATフォーラム

目的
学生・教員のほか、福祉関連職員を対象とした、AT
技術者の育成と研究交流の場

内容
日頃の研究成果を発表する口頭／ポスターによる研
究発表・デモ展示、ワークショップ

名称 ワークショップの内容と評価 参加者数

Japan AT フォーラム2014

in 仙台
「こんなん、あったらいいなぁを現実に！」をテーマに、異分野交流の
グループによるアイデア提案を実践した。

（評価）ユーザから直接話を伺えたことに高い評価を得，異分野協働
のグループワークにも一定の評価があった。

（実数）：74名
－学生：24名
－教職員：31名
－一般：19名

Japan AT フォーラム2015 

in 長野
「障害のある人とともに考える支援技術のあり方」をテーマに、ユー
ザー（障害のある当事者）との交流・意見交換を行いATの具体的課
題や技術開発の気づきを得た。

（評価）定義項目に対する評価では，狙いとした「ユーザ目線」で最も
高い値を示した。

延べ人数：約160名
－学生：30名
－教員：16名
－一般：17名（リードユーザー）
他

Japan AT フォーラム2016 

in 明石
「ともにつくるインクルーシブデザインワークショップに学ぶAT技術開

発のあり方」をテーマに、ユーザーとともに課題解決を図るインク
ルーシブデザインを実習体験した。

（評価）ATスキル項目に対する評価では，コミュニケーションが最も高く，
関連するチームワークでも高い値であった。

（実数）120名
－学生：55名

（うち三機関53名）
－教員：33名
－一般：32名

Japan AT フォーラム2017 

in 函館
『「あったらいいな」をユーザーとともに作る～ATスキルを用いた福祉

機器のプロトタイプ開発～』をコンセプトに、ユーザーが抱える問題や
課題をとともに考えアイデアを具体的な形にするワークショップをメイ
ンに実施した。

（評価）ATスキル項目に対する評価では，アイディアを形にしたことも
あり，倫理観・社会的責任，現状把握の順で高い値を示した。

（実数）113名
－学生：43名

（うち三機関41名）
－教員：23名
－一般：47名

● The Japan AT Forum ●

■Before the Tri-institutional Project ■After the Tri-institutional Project

Name Welfare Information Education Forum

Aim

To provide a venue for research exchange 

among KOSEN lecturers and welfare 

professionals

Content
Activity reports, Welfare research 

presentations

Name Japan AT Forum

Aim

To provide a venue for research exchange and developing AT 

engineers, with a focus on students, lecturers, and welfare 

professionals

Content
Presentations of  current research findings through oral/poster 

presentations, demonstrative exhibitions, workshops

Forum Workshop Content and Assessment No. of Participants

Japan AT Forum 2014 in Sendai With the theme of “Making ‘I wish this existed…’ a reality!”, interdisciplinary groups 

worked together to propose ideas. 

Assessment: Participants highly valued the opportunity to hear directly from 

users, and generally valued the interdisciplinary collaborative groupwork. 

(Total no.): 74

－Students: 24

－Lecturers: 31

－General: 19

Japan AT Forum 2015 in Nagano With the theme of “Thinking about the role of assistive technology together with people with 

disabilities”, the forum increased awareness on specific challenges and technological 

development of AT through interactions and opinion exchange with users (parties with 

disabilities). 

Assessment: Among the definition items, “Users’ perspectives” had the highest 

score. 

Cumulative total no.: 160

－Students: 30

－Lecturers: 16

－General: 17 (Lead users, etc.)

Japan AT Forum 2016 in Akashi With the theme of “Learning AT technological development through a ‘Working together to 

construct inclusive designs workshop’”, participants experienced practical training on practical 

design that aimed to solve issues together with users. 

Assessment: With regard to AT skill items, communication was valued the 

highest, and the associated teamwork also received high scores. 

(Total no.): 120

－Students: 55 (53 from Tri-institutional    

Project)

－Lecturers: 33

－General: 32

Japan AT Forum 2017 in 

Hakodate

Based on the concept of “Building ‘I wish this existed’ together with users — developing assistive 

device prototypes using AT skills”, the forum was focused on a workshop that allowed 

participants to work with users while addressing their problems and challenges. Working 

together, they produced ideas that took tangible forms in this workshop.  

Assessment: With regard to AT skill items, the formation of ideas into tangible 

forms, ethical perspectives/social responsibilities, and ascertaining the current 

situation obtained the highest scores (in decreasing order).

(Total no.): 113

－Students: 43 (41 from Tri-institutional 

Project)

－Lecturers: 23

－General: 47



「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」

高専-TUT太陽電池合同シンポジウム

第１回 豊橋技術科学大学(2011)

第7回 都城高専(2017)
第3回 木更津高専(2013)

第5回 長岡高専（2015）

第6回 小山高専(2016/12/10-11)、参加者:66名、発表：44件

第4回 神戸市高専(2014)

：参画高専

第2回 津山高専（2012）
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グローバルイノベーション教育領域
地域新技術モデルづくり

NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells

NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells

1st: Toyohashi University of 

Technology (2011)

7th: NIT, Miyakonojo College 

(2017) 3rd: NIT, Kisarazu College 

(2013)

5th: NIT, Nagaoka College 

(2015)

6th: NIT, Oyama College (2016/12/10-11): 66 participants, 44 

presentations

4th: Kobe City College of 

Technology (2014)

：Participating KOSEN Colleges

2nd: NIT, Tsuyama College 

(2012)
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地域プレミアムブランド領域
地域新技術モデルづくり

高専・技大技術を活用し地域に根ざした商品開発の事例

小山高専 上田教授

地元酒造メーカと酵母から
日本酒を共同開発・発売！

Premium Local Brands
Creating Regional New 

Technology Models

Prof. Ueda, Oyama KOSEN

Joint development and sale of  sake 

starting from yeast with a local brewery!

Example of product development with local roots by KOSEN and UT technology



全国高専生より発酵の新たな可能性を開く調査・研究アイディアを募集した。15高専39組の応募があり、一次審査を通過した6組による最終
審査が行われた。最終審査会は平成29年8月22日長岡技術科学大学に於いて全国高専フォーラムのセッションとして開催された。高専・大
学の教職員・学生および協賛企業の関係者等、およそ80名が見つめるなか、プレゼンテーションを行った。最優秀賞は八戸高専、優秀賞は
呉高専と旭川高専の2組が選ばれた。八戸高専と呉高専の2組は9月に開催された「第2回高専生サミットin沖縄」でも発表を行った。

地域新技術モデルづくり

高専名 エントリー名 作品タイトル

八戸工業高等専門学校 八戸高専 太古の神秘 〜モール温泉の黒さの謎に迫る〜

呉工業高等専門学校 微生物研究同好会 新規電気発酵微生物の分離培養

旭川工業高等専門学校 中山 優太 アイヌの保存食をカガクする

函館工業高等専門学校 函館高専花酵母チーム 花のイメージを生かす製品のブランド化支援

高知工業高等専門学校 那佐出 英明 碁石茶に含まれる新規微生物の探索および植物性乳酸菌の効率的培養法の検討

熊本高等専門学校 しょうゆ〜 赤酒にならう煮物用しょうゆの提案

【審査員】 著名な外部委員による評価
大隅正子氏 綜合画像研究支援理事長
高橋洋子氏 北里大学北里生命科学研究所名誉教授
天羽 稔 氏 Office天羽代表、元デュポン名誉会長
久原 哲 氏 九州大学名誉教授
鎌形洋一氏 産業技術総合研究所生命工学領域研究戦略部長
中川 智 氏 バイオインダストリー協会広報部

【協賛企業】

最優秀賞

「発酵を科学する」アイディア・コンテスト

優秀賞

優秀賞

八戸高専 新毛さん

最
終
審
査
発
表
者

アグロインダストリー領域

Students from all KOSEN colleges in Japan were invited to submit research ideas on new possibilities for fermentation. There were 39 teams from 15 KOSEN colleges. Six 

teams passed the primary screening to take part in the final competition, which was held as a session in the KOSEN Forum on Aug 22, 2017 at NUT. With an audience of 

approximately 80 people (comprising KOSEN and university staff and students, as well as personnel from the supporting companies), the teams conducted their 

presentations. The first prize went to Hachinohe KOSEN. Merit prizes were awarded to the teams from Kure KOSEN and Asahikawa KOSEN. The teams from 

Hachinohe KOSEN and Kure KOSEN also conducted presentations during the 2nd KOSEN Student Summit in Okinawa held in September.

KOSEN College Entry Name Project Title

Hachinohe Hachinohe KOSEN An ancient mystery: Unraveling the secret of the moor hot spring’s blackness

Kure Microbiological Research Club Isolation of a novel electric fermenting microorganism

Asahikawa Nakayama Yuta Scientifically analyzing the preserved food of the Ainu people

Hakodate Hakodate KOSEN Hanakoubo 

Team

Branding support for products using floral images 

Kochi Nasade Hideaki Searching for novel microorganisms in Goishicha and investigating the efficient cultivation of plant-associated lactobacilli

Kumamoto Shoyu~ Proposing a braising soy sauce based on Akazake

[Judges]
Dr. Masako Osumi, Director-General, Integrated Imaging Research Support

Dr. Yoko Takahashi, Prof. Emeritus, Kitasato Institute for Life Sciences, Kitasato

University

Mr. Minoru Amou, Representative, Office Amoh, Honorary Chairman of DuPont 

Dr. Satoru Kuhara, Prof. Emeritus, Kyushu University

Dr. Yoichi Kamagata, Director General, Dept. of Life Science and Biotechnology, AIST

Mr. Satoshi Nakagawa, PR Department, Japan Bioindustry Association

[Sponsors]

1st Prize

The 1st “Turning Fermentation into a Science” Idea Contest

Merit Prize

Merit Prize

Ms. Shinke, Hachinohe KOSEN
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Agro-industry
Creating Regional New 

Technology Models



平成２９年６月１３日 平成29年第2回長島町議会定例会 「長岡技術科学大学・鹿児島高専の誘致」

○連携活動拠点の場の提供（町施設のリノベーション。町の産業創出、未来課題解決）
○町から地域課題解決のための共同研究（H28、H29年度）

平成２９年５月１７日 鹿児島県長島町議会 児島議長ほか１６名の議員らが来学。来学目的は、長島
町の今後の教育・研究連携への提案を含んだ、本学の長島キャンパス（仮称）誘致と先端研究の視察。 当日
は、東学長の挨拶の後、児島議長から東学長へキャンパス誘致の要望書が手交。

平成２９年１月１９日に、長岡技術科学
大学は、鹿児島県長島町・鹿児島工業高等
専門学校と３者間の包括的連携に関する協
定を締結。 本協定は、地域社会の発展と人
材育成に寄与することを目的。

鹿児島県長島町 「広報ながしま2017年4月号」より抜
粋

全国５７高専との
ネットワーク

鹿児島高専

【連携で地域課題解決】

産業創出 人づくり

全国のものづくり地域の産業ﾆｰｽﾞの先取り
【地域課題の共有】 （食料・ｴﾈﾙｷﾞｰ・長寿社会）

農魚業作業
ｱｼｽﾄｽｰﾂ

地域ブランド強化による産業活性化、ﾊﾟｲﾛｯﾄﾓﾃﾞﾙの普及

新規太陽光発電新規風力発電技術

長島町： 農業、ジャガイモの産地 /漁業、ブリ養殖国内１位
/ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ促進地域

技大、鹿児島高専、九州地区高専、長島町との連携強化(人材育成・地域振興)

革新的種苗栽培
技術開発

水管理・新規活魚物流

潮力・ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

日本経済新聞 平成29年9月25日よ
り抜粋

Farm work 

Assist Suits

Innovative seedling 

culture technology 

development

Ref. NIKKEI 25th Sept 2017

•May 17, 2017: Sixteen council members (including Chairman Kojima) from the Town Council of Nagashima, Kagoshima

prefecture visited NUT. The aim of the visit was to invite NUT to set up a “Nagashima Campus” (tentative name) and

observe advanced research, as well as to discuss proposals on future education and research collaborations with Nagashima.

After the opening address from President Azuma, Chairman Kojima presented him with a formal request letter for the

establishment of the Nagashima Campus.

•June 13, 2017: 2nd Regular Meeting of the Nagashima Town Council, 2017 “Invitation of NUT and Kagoshima KOSEN”

○ Providing a venue for the base of collaborative activities (renovation of town facilities: industry creation in the town

and solving future issues)

○ Joint research to resolve regional problems (2016, 2017)

•Jan 19, 2017: NUT; Nagashima,

Kagoshima prefecture; and Kagoshima

KOSEN entered into a comprehensive

partnership agreement. This agreement

aims to contribute to the development of

the region’s society and human resource

development.

Network of  57 

KOSEN Colleges 

across Japan

Kagoshima 

KOSEN

[Solving Regional Problems 

Through Cooperation]

Industry

Creation

Human 

Development

Anticipating production needs for Manufacturing regions in Japan

[Sharing regional issues]（Food/Energy/Aging Society）

Revitalizing regional brands – Expanding a pilot model

Solar Panels

Nagashima: Agriculture, major producer of  potatoes/ Fishery, yellow tail aquacul.-prod. No.1 

/Renewable energy development area

Improving Cooperation among UT, Kagoshima KOSEN,Kyushu Region KOSEN 

colleges, and Nagashima (Human Resource Development / Regional Development) 

Ref. Nagashima News April 2017

New transportation 

technology for living fish 

Novel wind 

turbine

Tidal power,

Biomass



蒸気注入型撹拌
装置

三機関連携PJ
キノコ

キノコ培地作成

アグロインダストリー領域：
発酵バガス・黒糖焼酎粕培地の
量産化に関する研究（事例）

簡易栽培施設(キクラゲの生産)

（地域での焼酎粕課題のグリー
ンテクノロジーによる解決）

奄美大島での地域産業創出
（キクラゲ栽培工場）

○技大、鹿児島高専及びマレーシ
ア日本国際工科院（MJIIT）と連携
した国際展開、等

○技大、鹿児島高専による国内標
準化、制度づくりへ

本学・鹿児島高専等と
の教育研究連携

高専‐技科大連携による研究開発
成果の国内外への発信・展開

人材育成と地域活性化のための教育研究連携の強化

Dr・教員輩出（都城高専）

JSPS学生

高専−技科大の
連携教育

九州ブロック高専との教育研究
連携（長岡技科大、鹿児島高専
、都城高専、熊本高専、北九州
高専、他）

三機関連携事業でのイノベーションによる地域活性化（鹿児島高専・技大)

地域・企業等と連携
したPBL教育・研究

○特許取得、論文発表、連携によ
る競争的外部資金獲得、科研費
獲得、等

Steam injection 

agitator

Tri-institutional 

Project

Mushrooms

Cultivation media

Open Patent 2016-116487(P2016-116487A)

[Invention Title ] Cultivation method for 

cloud ear mushrooms
[Applicant/Inventor]

KOSEN; Kagoshima KOSEN; Masahito Yamauchi; 

NUT; Takashi Yamaguchi; 

Yoshihiko Watari, Amami Ōshima Kaiun Shuzo Co., Ltd.

Journal publication:
Yamauchi et al. Development of Cultivation Technique

for Cloud Ear Mushroom (Auricularia polytricha) using

Fermented Bagasse and Brown Sugar Shochu Lees.

Journal of JSCE, Division G; Environmental Systems

and Engineering. 2015;7(3):229-237

Acquisition of competitive

funding through collaboration:
○ 2 grants from the Ministry of Land, Infrastructure

and Transport GAIA Project 2016, and others.

○ Grant-in-Aid for Scientific Research (B): FY2017-

2021 Establishing a global environmentally friendly

food production system from palm-recycled

mushrooms.

○ Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Grant-in-

Aid for Young Scientists (A), 3 x Grants-in-Aid for

Scientific Research (B), 4 x Grants-in-Aid for

Challenging Exploratory Research, and others

Simple cultivation facility (cloud ear mushroom 

production)

(Resolution of regional shochu lees 

issues using clean energy)

Industry creation in Amami Ōshima 

(cloud ear mushroom factory)

○International expansion

through collaboration

between NUT; Kagoshima

KOSEN, and MJIIT

○Establishing a nationally

standardized system between

NUT and Kagoshima

KOSEN

Producing Dr/lecturers

(Miyakonojo KOSEN)

JSPS StudentsKOSEN-UT

Collaborative 

Education

Collaborative education and research

initiatives with the KOSEN colleges

in Kyushu (NUT, Kagoshima

KOSEN, Miyakonojo KOSEN,

Kumamoto KOSEN, Kitakyushu

KOSEN, etc.)

Regional Vitalization through Innovation in the Tri-institutional Project

(Kagoshima KOSEN, UTs)

Collaborative PBL 

education & research 

Strengthening education and research collaborations for human resource 

development and regional vitalization

Education/research 

collaboration between 

NUT and Kagoshima 

KOSEN

Jan 19, 2017: NUT; Nagashima, 

Kagoshima prefecture; and Kagoshima 

KOSEN entered into a comprehensive 

partnership agreement.

Agro-industry: 
Research on the mass production of fermented 

bagasse and brown sugar shochu lees-based 

cultivation media (example) 

Publication of  research 

results domestically and 

overseas



グローバルイノベーション共同教育プログラム(参考資料)

豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学は，相互の
交流と協力を促進し，教育内容の充実を図り，「世
界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者」を
育成

両技大が独自に開発・整備してきた教育プログラム
や教育資源のマッチングを行い，自大学だけでは開
講が困難で，かつ高い教育効果が期待できる技術
科学教育プログラム「グローバルイノベーション共同
教育プログラム」を平成28年度から共同で実施

両技大学長の連名による「グローバルイノベーショ
ン共同教育プログラム」修了認定証が付与。

両技大の大学院博士前期（修士）課程に在学する
学生（科目等履修生，研究生等を除く。）が対象。

必・選
の別

GI科目 認定要件 開講
学期

必修

グローバル
イノベーション特論

講義1単位
相当以上

集中

GI共同教育プログ
ラム指定科目

講義4～8

単位相当
集中

選択
必修

GI計算技術科学特
論

講義2単位 集中

 グローバルイノベーション特論
– 先導的技術者育成のための全専攻共通科目（オムニバス形式）

• 例）長岡⇒ ベンチャー起業実習，豊橋⇒開発リーダー特論
– 海外インターンシップ or 海外配信講義（H29年度に実施）

 GI共同教育プログラム指定科目
– イノベーションを起こす実践的技術者に必須となる自専攻の科目
– 次世代シミュレーション技術者教育プログラムと共通

 GI計算技術科学特論
– 豊橋技大生は，長岡技大から配信される「順・逆問題シミュレーション工学特論」
– 長岡技大生は，豊橋技大から配信される「高速プログラミング特論」

履修科目
（大学院レベル）

Global Innovation Joint Education Program

(Postgraduate Level)
 TUT and NUT advanced their bilateral exchange and collaborations,

and aim to improve their education content to develop “Globally-

Engaged, Practical and Innovative Engineers”

 By matching the education programs and resources that were

independently developed and established by each UT, the Global

Innovation Joint Education Program (initiated in 2016) is a science

and technology education program with high potential for achieving

excellent education results that would be difficult for each university to

implement alone.

 Students who participate in this program and fulfill the designated

criteria for completion, as well as fulfill the criteria for the master’s

program in graduate school will be awarded a certificate of

completion of the “Global Innovation Joint Education Program”

from the presidents of both UTs.

 This program is aimed at students currently enrolled in the master’s

program in the graduate schools of both UTs (excluding credited

auditing students and research students).

Compulsory

/Elective
GI Subjects

Subject

Requirements

Subject 

Term

Compulsory

Advanced Global 

Innovation 

Lectures, 

equivalent to 1 

credit or more

Intensive 

Course

GI Joint Education 

Program-specified subjects

Lectures, 

equivalent to 4-8 

credits

Intensive 

Course

Elective-

Compulsory

Advanced GI Computational 

Engineering Science 
Lectures, 2 credits

Intensive 

Course

 Advanced Global Innovation

– Common subject (Omnibus type) for all majors aimed at fostering pioneering engineers
• E.g., NUT⇒ Venture startup, TUT⇒ Excellent Leader for Technology Development

– Overseas internship or Overseas streaming lectures (implemented in 2017)

 GI Joint Education Program-Specified Subjects

– Subjects in each student’s major that are essential for fostering practical and innovative

engineers

– Linked with the next-generation simulation engineer education program

 Advanced GI Computational Engineering Science

– TUT students will access lectures transmitted from NUT on “Advanced Engineering

Simulation for Direct and Inverse Problems”

– NUT students will access lectures transmitted from TUT on “Advanced High-Speed

Programming”

Subjects



AT領域のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究開発ﾈｯﾄﾜｰｸ (参考資料)

■『パラリンピック』 をテーマとした共同プロジェクトの発足
【競技者のトレーニング支援】
 ターゲット競技を対象とした競技・トレーニング機器
 自動体温調整支援システム

塩野谷研が中心で、高専は「機械要素や素材などに関する技術・知識」、「試作機の動作検証」などの
側面で連携

【障がい者の競技観戦支援】
 人混みでも安心して移動できるセンサ付き自動運転車椅子（自律移動・連動移動等）
 大会観戦に参加できるコミュニケーション機器

高専が中心で、当事者自身が競技を楽しむことも想定してWG2主導で実施

■ハワイの学会（ ICISIP2017 ）への学生参加(学生海外研修)
The 5th IIAE International Conference on Intelligent Systems and 
Image Processing 2017

Hilton Waikiki Beach Hotel, Waikiki, Hawaii, USA, September 7-12, 2017

【EXExhibition: Assistive Technology】
Development of Learning Support System for Fingerspelling by Augmented Reality

 Practical Application of a Pen-based Memo Pad System for the Visually Disabled

Development of Picture Matching Material Using RFID for Challenged People

Development of Handwritten Tele-communication System for the Deaf-blind Based 
on the Multi-lateral Control

アシスティブテクノロジーのセッションにおいて、9件の発表中、豊橋技科学大学の

学生1名、長野高専の本科生1名、熊本高専の専攻科生2名がデモセッションで発表した。
ハワイの発表会場と日本の大学との間で、リアルタイムで手の動きを伝える

テレイグジスタンスの先進的な研究の実演を行い、会場で注目をあびた。

● Innovation Research & Development Network in the AT ●

■ Inauguration of  a “Paralympics”-Themed Collaborative Project

[Supporting Athletes’ Training]
 Competitive and training equipment designed for the target sports

 Automatic body temperature adjustment support system

Centered around the Shionoya Laboratory, collaborative research with KOSEN colleges is conducted in the aspects of  “Technology and 

knowledge associated with machine elements and materials” and “Operation verification of  experimental models”. 

[Supporting Spectators with Disabilities]
 Self-driving wheelchairs with sensors (autonomous mobility, linked mobility, etc.) that allow users to move through crowded areas with 

peace of mind

 Communication devices that allow participation as spectators in tournaments

Centered around KOSEN, this WG2-led project envisions enabling persons with abilities to enjoy watching tournaments

■Student Participation (Student Overseas Training) in a 

Hawaiian Conference (ICISIP2017)
The 5th IIAE International Conference on Intelligent Systems and Image 

Processing 2017

Hilton Waikiki Beach Hotel, Waikiki, Hawaii, USA; September 7-12, 2017

【EXExhibition: Assistive Technology】

 Development of a Learning Support System for Fingerspelling by Augmented Reality

 Practical Application of a Pen-based Memo Pad System for the Visually Disabled

 Development of Picture Matching Material Using RFID for Challenged People

 Development of Handwritten Tele-communication System for the Deaf-blind Based

on the Multi-lateral Control

Among the 9 presentations of the AT session, 1 TUT student, 1 Nagano KOSEN student, and 2 Kumamoto 

KOSEN students presented at the demo session. 

A demonstration of advanced research on telexistence gained much attention at the conference as participants 

were able to link the movement of hands in real time between the conference venue in Hawaii and the 

Japanese university.



クリーンエネルギー領域(参考資料)

2014年 三機関連携プロジェクト発足

パワエレフォーラム

★ パワーエレクトロニクス関係 の
研究・教育に関するディスカッション

★ 学生のポスターセッションによる
学生教育と研究のブラッシュアップ

★ 2014年から2017年で計7回の
フォーラムを実施(毎年年2回開催、高専・

技大学生教職員11-39名規模)

個別連携

・技大からの研究資材の供与
・電源装置
・パワー半導体 など

・研究の推進
報告

フィードバック

パワーエレクトロニクス関係の研究連携概要

図1 共通コントローラの外観 図２ 実験検証システム

地域新技術モデルづくり

Clean Energy

2014   Inauguration of  the Tri-institutional Project

Power Electronics Forum

☆Discussions on research and education

related to power electronics

☆Student education and research brush-

up through the students’ poster session

☆Total of  7 forums conducted from 2014

to 2017 (twice annually, with 11–39 staff  

and students from KOSEN colleges and 

UTs)

Individual Collaborations

・Supply of  research materials from UTs

・Power supply devices

・Power semiconductors, etc. 

・Research advancements

Report

Feedback

Overview of  Collaborative Research on Power Electronics

Fig. 1 External appearance of  a joint controller Fig. 2 Experimental verification system

Creating Regional New 

Technology Models



主催：長岡工業高等専門学校・長岡技術科学大学 共催：鶴岡工業高等専門学校

ー 農林水産省「知」の集積と活用の場 ー

農林水産・食品分野に異分野の知識・技術

等を導入して、革新的な技術静を生み出すと

ともに、それらの技術シーズをスピード感をも

って事業化・商品化へと導き、国産農林水産

物のバリューチェーンの形成に結び付ける

新たな産学官連携研究の仕組みー「知」の

集積の場ー構築している。

「研究開発プラットフォーム」は7つの研究領

域で展開されていて、この「ICTでつなげる－

」は、農林水産業の情報産業化と生産システ

ム革新のため、組織・分野・地域等の垣根を

超えた連携によって新たな商品化・事業化を

目指し、大学、研究機関、企業、自治体など

約30機関から構成されたオープンな活動母

体となっている。

農水省が「『知』の集積と活用の場」として58機関※1に委託展開している「研究開発プラットフォーム」の1つ、「ICTでつなげる地域共生アグリ

・バリュースペース研究開発プラットフォーム（管理運営機関：国立高専機構）」の第2回ワークショップを長岡市にて開催した。県内外の企業・研究

機関の関係者や学生など85名の参加があった。（※1 H29.11.28現在）

農林水産省「知」の集積と活用の場
ICTでつなげる地域共生アグリ・バリュースペース研究開発プラットフォーム
ワークショップ in 長岡

ICTを農業現場に導入するメリットは、生産性や品質の向上、低コスト化などさまざま。

ICTを活用することで地域の中核を成す農業を低コストで運用し、食品分野以外を含む異業種が連携して地域活性化の道を探る。

ICTで地域全体を統合することにより、自給力・自活力のある地域コミュニティの実現に向けた各種研究開発を行い、地域に真の豊かさを提供する。

鶴岡高専 神田教授

アグロインダストリー領域(参考資料)
地域新技術モデルづくり

Hosts: Nagaoka KOSEN/Nagaoka University of  Technology Co-host: Tsuruoka KOSEN

ー MAFF Field for Knowledge Integration and Innovation ー

By introducing knowledge and technologies from other fields 

into agriculture, forestry, fishery, and food industries; we can 

create progressive technologies. This can lead to rapid 

commercialization of these technological seeds, and build a new 

industry-academia-government collaborative research structure 

(Field for Knowledge Integration and Innovation) that is linked 

to the value chain of domestically produced agriculture, forestry, 

and fishery products. The “R&D Platform” addresses 7 research 

disciplines, and the “Connection with ICT” aims to industrialize 

the information structure and improve production systems in the  

agriculture, forestry, and fishery industries. The platform also 

aims to implement the commercialization of new products while 

overcoming traditional barriers of organizations, sectors, and 

regions. The parent body is an open structure comprising about 

30 institutions (such as universities, research institutions, 

corporations, and local governments). 

The 2nd workshop of the “R&D Platform: Focusing on Regional Coexistence Agri·Value Space Relationship in Connection with ICT” (managing institution: 

KOSEN) was held in Nagaoka as an “R&D Platform” assigned to 58 commissioned institutions* under MAFF’s Field for Knowledge Integration and Innovation 

events. (*As of Nov 28, 2017) 

Ministry of  Agriculture, Forestry and Fisheries: Field for Knowledge Integration and Innovation

R&D Platform: Focusing on Regional Coexistence Agri·Value Space Relationship in Connection with ICT —Workshop in Nagaoka

The advantages of introducing ICT into agricultural sites include increasing productivity, improving quality, and reducing costs. The application of ICT enables 

low-cost operations of agriculture that forms the core industries of regions, and can also open roads toward regional vitalization for other industries (apart from 

the food sector) through cooperation. The integration of entire regions through ICT enables various research toward making autonomous and self-sufficient 

regional communities a reality, which would provide true prosperity to these regions.

Prof. Kanda,  

Tsuruoka KOSEN

Agro-industry
Creating Regional New 

Technology Models



Cu2O/CuO太陽電池の研究と
高専-TUT太陽電池シンポジウムでの発表

2018/2/1
豊橋技術科学大学修士1年
薄膜材料研究室
佐藤健太

Research on Cu２O/CuO Solar Cells 
and Presentation at the NIT-TUT Joint 

Symposium on Solar Cells

2018/2/1
M1 Kenta Sato

Thin Film Laboratory
Toyohashi University of Technology



高専-TUT連携による太陽電池に関する研究力・教育力強化

平成23年度より、豊橋技術科学大学高専連携教育プロジェクト「太陽電池について
の研究・教育のための高専-TUT連携・協同プログラム」を実施し、太陽電池に関わる
高専とTUTの教員と学生の連携を強化し、研究力・教育力の強化を図っています。

実施内容と展開

H23~   「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」
・高専-TUT太陽電池合同シンポジウム開催、年１回 / 高専 or TUT
・CBD講習会、年数回/TUT （太陽電池用バッファ層形成・評価技術講習会）
・太陽電池関係研究・機器データベースの作成と更新

H26~  研究プロジェクト① 開始
「カルコゲナイド系化合物太陽電池高効率化の科学」

H27~  研究プロジェクト② 開始
「有機半導体太陽電池高効率化の科学」

研究力・教育力強化に向けた共同研究・連携の強化
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H28~  研究プロジェクト 統合
「化合物・有機半導体系太陽電池高効率化の科学」

・「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」 代表 片桐裕則 教授
・「次世代の低環境負荷型カルコゲナイド化合物薄膜太陽電池の高効率化の検討」 代表 山口利幸 教授
・国立高等専門学校機構 平成29年度研究プロジェクト経費 研究ネットワーク形成支援事業

2件、代表 山口利幸 教授（和歌山高専）、代表 赤木洋二 准教授（都城高専）

平成29年度

Strengthening of Research and Educational Capabilities on Solar Cells 
through NIT-TUT Collaboration

Since 2011, Toyohashi University of Technology has been implementing the NIT Collaborative Education 
Program “NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program for Research and Education on Solar Cells”. This 
program aims to improve collaboration between the staff and students of KOSEN colleges and TUT through 
work on solar cells, and to strengthen their research and educational capabilities. 

Implementation Content and Development

From 2011:  “NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells”
・NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells held annually at a KOSEN college or TUT
・CBD Workshops held several times a year at TUT (Solar Cell Buffer Layer Formation  

and Assessment Workshops)
・Establishing and updating the solar cell-related research/device database 

From 2014: Start of Research Project ①
“The Science of Increasing the Efficiency of Chalcogenide Solar Cells”

From 2015: Start of Research Project ②
“The Science of Increasing the Efficiency of Organic Semiconductor 
Solar Cells”

Strengthening of joint research/collaboration for increasing research and educational 
capabilities
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From 2016: Consolidation of Research Projects
“The Science of Increasing the Efficiency of Compound Semiconductor Solar Cells”

・ “NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells”; Principal Investigator: Professor Hironori Katagiri
・ “Study on Increasing the Efficiency of Next-Generation, Environmentally-Friendly Chalcogenide Thin-Film Solar Cells”; 

Principal Investigator: Professor Toshiyuki Yamaguchi
・ National Institute of Technology   FY2017 Research Project Funds   Research Network Formation Support Project

2 projects — Principal Investigator: Professor Toshiyuki Yamaguchi (NIT, Wakayama College)
Principal Investigator: Assoc. Professor Yoji Akaki (NIT, Miyakonojo College)

FY2017



「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」

① 高専-TUT太陽電池合同シンポジウム

第１回 豊橋技術科学大学(2011)

第7回 都城高専(2017)
第3回 木更津高専(2013)

第5回 長岡高専（2015）

第6回 小山高専(2016/12/10-11)、参加者:66名、発表：43件

第4回 神戸市高専(2014)

：参画高専

第2回 津山高専（2012）
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NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells

① NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells

1st: Toyohashi University of 
Technology (2011)

7th: NIT, Miyakonojo College 
(2017) 3rd: NIT, Kisarazu College 

(2013)

5th: NIT, Nagaoka College 
(2015)

6th: NIT, Oyama College (2016/12/10-11): 66 participants, 44 
presentations

4th: Kobe City College of 
Technology (2014)

：Participating KOSEN Colleges

2nd: NIT, Tsuyama College 
(2012)
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「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」

② 太陽電池作成技術講習会(TUT)

2013年度（集団実施）
2013/12/24, 7高専、16名

2015年度（個別実施に変更）
2015/8/17-18: 木更津高専G
2015/9/28-10/2：都城高専G

2015年度よりテーラーメード化に変更し、実際の試料を
持ち込みCBD実験を行うとともに、解析までを実施。 TUT
保有・開発技術の高専への移転推進。

2013年度 CBD実習

「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」

③設備共同利用の促進

長岡工業高等専門学校 太陽電池研究センター
豊橋技術科学大学 薄膜材料研究室

「太陽電池についての高専-TUT連携・協同プログラム」

④研究データベースの更新と活用

長岡高専荒木先生の研究室

NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells

② Solar Cell Manufacturing Workshops (TUT)

FY2013:  (Group Implementation)
Dec 24, 2013; 16 participants from 7
KOSEN colleges

FY2015:  (Shift to Individual Implementation)
Aug 17-18, 2015;  NIT, Kisarazu College G
Sep 28-Oct 2, 2015; NIT, Miyakonojo College G

The workshops were designed to be more personalized from
FY2015 onward, and participants are able to bring actual
samples to use in the CBD experiments and conduct the
procedures until final analysis. This promotes the transfer of
technology held or developed by TUT to the KOSEN colleges.

FY2013     CBD Training

NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells

③ Promotion of Shared Use Facilities

Photovoltaic Research Center, NIT, Nagaoka College
Thin Film Laboratory, Toyohashi University of Technology

NIT-TUT Collaborative/Cooperative Program on Solar Cells

④ Research database updating and 
utilization

Professor Araki’s laboratory at NIT, Nagaoka College



高専-TUT太陽電池シンポジウム
第7回都城高専

自研究の太陽電池への応用に向けた

Cu2O/CuO光活性層についてポスターで発表。

第7回都城高専(2017年度)

参加人数：89 名

口頭発表：11 名

ポスター発表：42 名

参加人数、発表人数ともに過去最高人数。

年々活発になってきている。

来年度は和歌山高専にて開催予定。

発表者合計：53 名

NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells
7th: NIT, Miyakonojo College 

My poster presentation on active-layer of 

Cu2O/CuO light for solar cell utilization 

7th: NIT, Miyakonojo College (2017)

Total no. of Participants：89

Oral presentation：11

Poster presentation：42

So far the highest total number of participants and 
presentations were marked at the 7th Symposium. The 
scale of symposium is getting bigger and bigger every 
year.  The next symposium will take place at NIT, 
Wakayama College.

Total no of presenters：53



口頭・ポスター発表や、発表後の懇親会等によって
高専生とのつながりが生まれ、
とても有意義な時間を過ごすことができた。

また、高専生の研究内容に触れることで、
自研究に対するモチベーションがより向上した。

本プロジェクトに参加して

ソーラーフロンティア見学会 半導体材料・デバイスフォーラム

高専-TUT太陽電池合同シンポジウム

高専-TUT太陽電池シンポジウム第7回都城高専

At the oral ・poster presentation and networking party, I 
was able to communicate with other KOSEN students 
and found it very worthwhile and informative.

As exposure to other KOSEN students` research gave me 
more motivation towards my research.

Personal impression of 
participating the symposium 

Solar frontier study tour Semiconductor material・device forum

NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells

NIT-TUT Joint Symposium on Solar Cells , 7th: NIT, Miyakonojo College 



長岡技術科学大学
技術科学イノベーション専攻 3年生

ヌル アデリン

高専から
技術科学イノべーション専攻
までの学修と研究生活の紹介

Nagaoka Univ. of Tech.,
Dept. of Science of Tech. Innovation 3rd year

Nur Adlin

An introduction to study and 
research activities in

NIT, Nagaoka College and 
Nagaoka Univ. of Tech



自己紹介（学修歴）

1.学業、研究、および産業のグローバル化

2.優れた文化・伝統とイノベーションの融合

3.四季

日本留学を選んだ理由：

長岡高専
3年生
編入

来日

長岡高専
卒業

長岡技大
学部 3年生
編入

長岡技大
学部
卒業

長岡技大
5年一貫博士課程

入学

国際大学
国際経営学研究科
修士課程 (MBA)

入学

長岡技大
5年一貫博士課程

国際大学
MBA

修了 (予定)

2013年４月

2013年 3月2010年 3月 2015年 3月

2013年 4月 2017年 4月

2020年 3月

6 h 40 m

5,245 km

チームワーク・タスク管理基礎学力· 専門学

力

リダーシップ・研究力

6 h 40 m

5,245 km

Introduction (Course history) 

1. Globally recognized in academic, research and industry
2. Fusion of excellent culture, tradition and innovation
3. Four seasons

Why I choose to study in Japan:

March 2010

International Univ. 
of Japan

MBA Program

April 2017NIT, Nagaoka 
College

NIT, Nagaoka College
Diploma

Electrical & Electronic Systems Engineering

Nagaoka Univ. of Tech

April 2013

March 2013 March 2020

• 5 years Integrated 
Doctoral Program

• MBA
Completion (scheduled)

March 2015

April 2015

Nagaoka Univ. of Tech.
Bachelor’s degree

Environmental Systems 
Engineering

Nagaoka Univ. of Tech.
5 years Integrated 
Doctoral Program

Fundamental & Applied technical 

knowledge・

Leadership・Team work・Research skills



長岡高専での学習

協調性・多文化

部活や交流活動

日本語・基礎学力・

専門学力

スキー研修 花見・歓迎会

最新技術の紹介

+ 卒業研究

３年間の寮生活日本語授業の最後の日

研修旅行

長岡技大に編入

• 企業と密接な応用研究
• 長期間の実務訓練
• 国際課、先生方及び日本人
の友達のサポート

• ハラール食べ物(ムスリム用)

長岡技大のメリット

• 研究の楽しさ
• 世界と研究でつながる
• 新技術の発見

大学進学に興味

Studies and activities at NIT, Nagaoka College

Cooperation・Multi-culture

Exchange activities 

and clubs

Language・Basic & 

Applied technical 

knowledge・skills

Ski trip Welcome party and Hanami

Introduction to 
latest technology

+ research

Dormitory life (3 years)Japanese Language class

Study tour

Enrolled in NUT

• Strong link with company 
(research)

• Long-term internship (6 months)
• Support from Profs, staffs and 

friends at NUT
• Halal food at cafeteria

Merits of NUT:

• Research is fun & exciting
• Connects world through 

research
• Discovery of new 

technology

Interested to further 
studies 



Ph.D +MBA
ダブルディグリー

海外大学の学位取得
ベンチャー企業

CTO
エース級の

大学・高専教員育成

海外企業研究者

• 入学金免除
• 授業料免除
• 約５万/月の支援

モデル教育

モデル B モデル C
モデル A

経済的支援

“ A healthy mind, 
breeds a healthy body 

and vice versa ” 

- Zig Ziglar
(American author and motivational 

speaker)

タイム
マネージメント

技術科学イノベーション専攻の紹介

海外インターンシップ

海外大学と共同
研究の機会アップ！

Ph.D +MBA
Double degree

5 years Integrated Doctoral Program

Venture company
CTO Ace level Univ. & Technical college

lecturer

Researcher in company

Education Model

Model B Model CModel A

Economic 
Support

“ A healthy mind, breeds 
a healthy body 
and vice versa ” 

- Zig Ziglar
(American author and motivational 

speaker)

Time 
management

Overseas
Research Internship

Joint research with 
overseas universities

Introduction to Dept. of Science of Tech. Innovation

Obtain degree from partner university

• Exemption from admission fee
• Exemption from tuition fee
• Employed as research assistant (50,000¥/month)



国際経営学研究科 MBA 

研究しながら、MBA取得(3年間)

MBA取得条件

専攻

1. マーケティング
2. ファイナンス
3. マネージメント
4. IT／オペレーションズ・マネジメント
5. プロジェックトマネージメント International University 

Japan

52 km

長岡駅 浦佐駅
45分くらい

• キャリアーアップ
• 国際社会との連携
• アントレプレナーシップの道へ

メリット

48 単位+ 課題研究

Where the World Gathers

Graduate School of International 
Management (MBA)

1. Marketing
2. Finance
3. Management
4. IT/Operation Management
5. Project Management International University 

Japan

52 km
Nagaoka Urasa

About 45 mins

• Broaden your career horizons
• Build connection with people around the world
• Paving way towards entrepreneurship

Merits:

48 credits + research

Where the World Gathers

MBA requirements:

Concentrations:



サイエンスアゴラ賞
高専ー長岡技大連携グロカルPJ

ISLife2017 in Nagashima
（食とエネルギーの国際会議）

共通価値の創造

海外研修プログラム、GA-GIGAKU 
（ワークショップ）、 タイ

ISTS2017 フィンランド

チームワーク・コンフィデンス・コミュニケーション能力

本学で開催された学会の学生委員

国際会議STI-GIGAKU

リーダーシップ·協調性

人間と人間・国と国の架け橋になる!

協力でイノベーションの起こす！

次の自分が見える！

グローバル＋ローカル＝グローカル！

研究開発

経営知識

イングリッシュデー, 長島町

高専ー技大連携活動

NOW, I see my Future!

The bridge connecting people with 
people and country with country!

ISLife2017 in Nagashima
（Food and Energy Symposim）

Creating Shared Value (CSV)

Team work・ Confidence・ Communication skills

・

Leadership・ Cooperation

Student organizing 

committee at STI-GIGAKU 

Conference, Nagaoka

ISTS2017, Finland

Won Prize at Science Agora 2017
NUT-NIT Glocal Cooperation PJ

Overseas trip 、GA-GIGAKU 
Workshop (Thailand)

Collaboration brings innovation!

Global＋Local=
Glocal！

Research and
Development

Management 
skills

English Days in Nagashima

Other activities



NUT (Research)

水槽・養殖を対象とした
生物学的窒素除去システムの開発

• 実務訓練 · 共同研究
• 社会人博士学生
• 社会人客員教員

研究所

企業（国内・海外）

• 実務訓練
• 博士学生の受け入れ

共同研究

論文
査読付き(英語) : 2本

国内学会発表 : 8件
国際学会発表 : 7件
表彰 : 2回
• 水環境学会2017 クリタ賞
• MMWWRR (オランダ)

Best poster award

学会発表

·最先端の研究設備
D1 ヌルアデリン

先輩博士学生・先輩
CALTECH (アメリカ) 
イリノイ大 (アメリカ)
Max Plank Institute (ドイツ)

DHS-USBシステムについて,

朝日新聞 29面(2015年6月18日)

他の成果

世界ニーズ・国際ネットワーク
・イノベーションアイデイア・

情報交換

・水処理場,インド（アグラ市）

海外インターン

500日間以上
水交換不要

高専ー技大連携教育

MBA

情報交換
学生交流

長岡 ·木更津 ·岐阜 ·和歌山
·舞鶴 ·新居浜 ·阿南 ·香川·
呉 ·松江 ·鹿児島・他

高専 技大

長岡技大オープンハウス

共同研究
交流

Published papers:

Peer reviewed : 2

Domestic : 8
International : 7
Best poster award：2
• JSWE (Japan) 
・MMWWRR (Netherlands)

Conferences

GD3 (D1) Nur Adlin

Graduated Seniors
CALTECH (USA) 
Illinois Univ.  (USA)
Max Plank Institute (Germany)

DHS-USB system in newspaper, 
Asahi News Pg.29
(2015年6月18日)

Global needs・International network
・Innovation idea・

Exchange in info

NUT (Research)

State of the art equipment

Development of biological nitrogen 
removal system for recirculating 
aquarium・aquaculture system

No water 
exchange for more 

than 500 days 

NIT-NUT collaborative education

Exchange 
information

Student exchange

Nagaoka ·Kisarazu ·Gifu 
·Wakayama ·Miyakonojo· 

Anan ·Kagawa ·Kure 
·Kagoshima・etc.

NIT NUT

NUT Open house!

Research collaboration

Exchange

Research centers

Company (Local & Overseas)

• Internships
• Student exchange

Research collaboration

· Internship
· Research collaboration
· Part time doctor 
students

Sewage Treatment Plant, Agra

Internship (India)

MBA



高専・技大教育があるからこそ、

• 早期に、より長く工学に触れることが可能
• 高専・技大連携による教育と最先端の研究活動

高専・技大における一貫教育

• 世界ニーズに対するアクション・研究開発
• マネージメント・アントレプレナーシップ化

5年一貫制博士課程で

イノベーションを起こす多くの機会や広いキャリアセレクション

今の自分がいる！

まとめ

NIT・NUT integrated education system
Made me who I am today!

• Engage students from an early age with engineering 
• Provides state-of-the-art research activities through 

collaboration between NIT and NUT 

NIT・NUT integrated education system

• Addressing global needs through action and development 
• Management & Entrepreneurship

Variety of model courses in 5 years Integrated Doctoral Program

More opportunities to become innovative 

Summary

 Broaden student’s career horizons



１．中間評価総括表・ポンチ絵
２．中間評価結果

中間評価関連
資料



国立大学改革強化推進補助金の「中間評価総括表」 別紙様式
長岡技術科学大学 連携大学 豊橋技術科学大学

当初事業計画 進捗状況等

2.グローバル指向人材育成 ・25年度にグローバル工学教育推進機構を設置し、グローバル人材育成諸事業を実施する体制を整備した。

　・海外インターンシップ先の調査・
　  実施(平成26年度までに)及び
　  長期留学プログラムの調査・
　  実施(平成27年度までに）

→

・マレーシアで２ヶ月間、 タイ、メキシコ等で６ヶ月間の海外実務訓練を行い、計140名の学部学生を派遣した
  他、学部・修士一貫の６ヶ月の課題解決型インターンシップ、 高専では長期海外インターンシップ（３ヶ月４名）
  を制度化した。また、 ダブルディグリー等による学生派遣を行った（26年度、５名を派遣）。今後、 学生派遣数
  を増加させる。

　・海外教育拠点(マレーシア・ペナ
   ン)、海外事務所(タイ・バンコク)
　 の設置(平成25年度までに)・充実

→
・25年12月にマレーシアに海外教育拠点（延べ800名以上が利用）、26年１月及び６月にタイ及びメキシコに海外
  事務所を設置し(企業等への訪問延べ220回）、海外実務訓練先の開拓等、 グローバル事業の活動拠点とし
  て活用を進めた。27年度以降、 現地大学等とのジョイントディグリー等の共同教育プログラムを具体化する。

　・国際シンポジウムの開催
　　(平成25年度から毎年)、
　 合同海外同窓会の実施
　　(平成26年度までに)

→

・25・26年度に国際シンポジウム（IGNITE、国際技学カンファレンス、ISATE、ISTS等)を三機関共催等で開催
  した(参加者約2,600名）。26年度にマレーシア、ベトナムにて、三機関合同海外同窓生交流会(同窓会）を開催
  し、約160名の同窓生・各機関関係者のネットワークを構築した。今後、国際シンポの定期開催、 同窓会の国
  別活動の促進等を進める。

　・グローバル教育カリキュラムの
    開発(平成27年度までに)

→
・シュミレーション教育を柱とする共同教育プログラムコースの設計に着手し、 28年度の開設に向け、 今後カリ
  キュラムの具体化を進める。

　・地域新技術モデルの実施
　　(平成26年度までに)

→

・25年度に技学イノベーション推進センターを設置し、イノベーション指向人材育成、イノベーション研究活動、産
  学官融合キャンパス推進の拠点形成のため、三機関が協働し、６領域に延べ564名の教育研究メンバーが活
  動を展開した。イノベーション人材育成を目指し、三機関の学生270名を研究プロジェクトに参加させ、30件の
  国際会議を含む90件の学会発表が行われた。

　・グローバル・イノベーション・
    ネットワークシステム(GI-net)の
    運用開始とバーチャルシンポジ
    ウム、バーチャルミュージアムの
    実施(平成27年度までに)

→

・26年４月よりGI-netを運用し、三機関の全国59拠点を専用回線で結び、1,483回の遠隔講義・会議等（うち、
  全国規模29回）を実施した。また、講師の著作権許諾等手続きを共通化し、イノベーション人材育成の講演会
  及び教職員FD研修等を31回実施し、今後も三機関で利用できるよう録画・アーカイブ化するなど、三機関が
  実施する事業の相互の有効活用を進めた。

　・接続カリキュラムの実施
　　(平成27年度までに)

→

・全高専に対しモデルコアカリキュラム（試案）の取組状況に関するアンケートを実施し、今後も同様の調査を
  継続する。
・カリキュラム検討用DBを用いて接続性検証の実施とカリキュラム変更等に向けた提言を行った。27年度は
  全学的なシラバス内容見直しを実施する。また、夏期休業中の集中セミナー等の単位認定など先取単位の
  拡大を図り、27年度は連携教育プログラムの実施拡大について検討する。

　・FD活動・人事交流の充実
　　(平成27年度までに)

→
・アクティブラーニング研修会を全国8ヶ所で実施し、計309名の参加があった。27年度は引き続き、同様の研修
  会の継続実施や三機関連携教員FDネットワーク構築を検討する。また、合同研究会など、GI-net利用拡大を
  図る。

・25年度にニューヨーク市立大学クイーンズ校への技科大教員派遣（１名）、高専教員の海外短期派遣(57名）、
  26年度には、高専教員(10名）等の研修（渡航前英語研修等（３ヶ月）・QC英語教授法研修（６ヶ月）・ペナン
  英語講義研修（２ヶ月））を実施し、 高専教員の海外長期FD活動を制度化した。今後、 本事業の定着、公立
  高専等への普及を図る。

→
　・グローバルFD研修の調査・実施
　　(平成26年度までに）

1.三機関連携・協働組織の整備
　・教育改革本部、技術科学教育
　　研究推進協議会等の設置

→
・24年度内に教育改革実施本部、教育改革推進室及び役割毎に部会・室を設置した。また、本事業への助言・
  提言を得るため、三機関の長及び外部有識者からなる技術科学教育研究推進協議会を設置し、25、26年度
  と開催した。

→

・技学実践教育分野の教育手法・評価方法を検討し、イノベーション人材育成実践教育プログラムとしてビジネ
  ス現場を再現したアクティブラーニング実践演習や海外大学での論文発表を実施した。また、国内外PBL実践
  教育をベトナム、タイで実施するとともに、英語能力向上プログラムの実施やグローバル・イノベーティブモデ
  ル構築事業、ロボコン海外交流事業等を英国、米国等で実施した。
・イノベーションシーズの情報発信のため、高専－技科大新技術説明会、高専テクノフォーラム等の共催や国際
  技学カンファレンス2014のワークショップの協働開催、三機関における知的財産権等の取扱いに係る合意
  書を締結し活動した。また、広域連携教育研究用情報システムを導入し、共用を開始した。

5.高専教育高度化推進

　・協働教育カリキュラムの実施
　　(平成27年度までに)

→

・アクティブラーニング導入マニュアル案を作成した。27年度は内容を精査・完成して、各高専への展開を検討
  する。また、11高専13キャンパスを対象とした先導科目等の実施を開始した。27年度はGI-net等を活用した
  協働教育プログラムを検討する。協働教育型体験学習では、事前課題を課して、動機づけと達成度の向上を
  目指し試行を行い、達成度と満足度の向上が認められた。27年度は事前課題の全学展開と追跡調査を実施
  する。

3.共同設置する海外キャンパスを活用した共同教育人材育成

【社会の変化に対応できる教育研究組織づくり】
・企業の海外進出及び産業空洞化等の我が国社会の変化に対応する
  ため、海外で実践的に活躍できるグローバル人材の育成及び地域に
  ヒントを得て国際競争力を持つ新産業の創出を行い、イノベーション
  人材を育成することが大きな課題となっている。こうした課題に対応
  するため、連続・連携性を持ったカリキュラムの下、三機関が、本事
  業での海外拠点・事務所等を活用したグローバル教育の取り組み
  及びイノベーションカリキュラム開発、イノベーションシーズ拠点形成
  等、諸事業を展開している。

【国際水準の教育研究の展開】
・両技科大では、 26年度、  スーパーグローバル大学創成支援事業に
  採択され、 グローバル指向人材育成の諸活動及びその他の教育研
  究の国際的な取り組みの成果を発展させ、 全学的なグローバル化
  のための諸取組を進めている。
・留学機会を増加させる観点から、ダブルディグリー・プログラムの協
  定校増加に努めるとともに、異文化・異分野融合イノベーティブグロ
  ーバルリーダー養成のためのプログラムを開始している。
・実践的グローバル技術者の育成のため、海外実務訓練（約２ヶ月及
  び６ヶ月間で単位を付与）を実施しており、タイ、メキシコ、マレーシア
  の海外事務所・海外教育拠点・を活用しつつ、海外実務訓練先企業
  等の充実・拡充を進めている。

【積極的な留学生支援】
・ダブルディグリー等による長期留学派遣及び高専生の長期インター
  ンシップ、 課題解決型長期インターンシップ海外実務訓練の制度等
  による学生の海外留学・派遣プログラムの充実を図った。
・海外教育拠点等を活用し、地元の高等教育機関との共同教育プロ
  グラムの検討、 中等教育機関への訪問等留学生獲得のための活動
  を進めた。
・学術交流協定校、現地企業等との国際連携を強化するとともに、帰
  国留学生の母国での活動支援を目的として、三機関合同同窓生交
  流会を開催し、卒業生ネットワークの構築を進めた。

【大学発ベンチャー支援、理工系人材の戦略的育成】
・産学官連携コーディネーター等による学内施設での起業支援により、
  ２社が既に起業し共同研究等を進めるとともに、２社が起業を準備し
  ている。
・大学発ベンチャー企業（時田CVDシステムズ）との高度な技術開発に
　より、耐食コーティングの開発に成功し、平成27年度文部科学大臣
　表彰科学技術賞を受賞した。
・地方自治体、金融機関、地域企業等と連携協力による産学官融合
  キャンパスの構築や、国内外の企業等において幅広い視野からの
  総合的な技術感覚を養う「実務訓練」等により、産業界に役立つ
  グローバルでイノベーションを起こすことのできる高度な技術者を
  育成する取組を行っている。

【人事・給与システムの弾力化】
・本事業を推進する上で、グローバル人材育成及びイノベーション
  人材育成を担当する若手教員８人を、前倒し（補助期間中に定年
　になる教員定員を利用）採用を行い、教員の平均年齢の低減及び
　人事の活性化を図った。

・25・26年度に開催した技術科学教育研究推進
  協議会において、外部委員から「加速するグ
  ローバル社会に対する目標を定め事業を展
  開、世界的なモデルとしてグローバルエンジ
  ニアの育成に力を入れる。」、「両技術科学大
  学と高等専門学校が連携・協働の体制を取る
  ことは、現在のモビリティーという意味で、力を
  出し合って盛り上げ、産業界に取り入れてもら
  う仕組みとしては非常に良いこと。」など、今
  後、事業を進めるうえで貴重な助言を得た。

・海外教育拠点・海外事務所の活動を通じ、
  現地の産業界、高等教育機関、 政府機関
  等との新たな協力関係が進展し、 実務訓練
  生受入れ、 国際学生交流等の円滑な実施、
   共同教育プログラム(ツイニング、ジョイント
  ディグリー等）の検討開始に繋がった。

・海外実務訓練、学生国際交流事業における
  現地企業・大学関係者との協働を通じ、 参加
  学生の異文化理解、 英語学習への意欲が
  高まった。

・海外教育拠点・海外事務所での海外実務訓
  練先企業等の新規開拓数は、平成26年度
  末で41社となっており、実践的グローバル
  技術者の育成のための基盤強化に努めて
  いる。また、技科大と高専の連携により、
  高専初となる長期海外インターンシップが
  実現した。

・グローバルFD参加教員が、本研修を通じて
  英語での授業教授法に関する実用的な教材
  を開発し、 他の高専教員ならびに技科大教
  員のFD教材として活用することで、 高専・技
  科大全体への波及効果があった。また、
  公立高専(３校）から、今後、 自費での同事業
  への参加の意向が示されたこと等、波及効果
  があった。

・海外教育拠点を活用し、三機関の事務職員
  が国際会議実務対応、 現地大学事務職員
  と英語で業務内容について意見交換を行う
  等、 事務職員のグローバル化を目的とする
  SDを制度化した。

・564名のメンバーが技学イノベーション推進
  センターを中心に教育研究活動を展開し、
  イノベーション指向人材育成のための大きな
  基盤となった。

今後の展開について（補助金措置期間終了後の継続的な事業実施に向けた取組状況含む）
平成30年度以降は、本事業による改革により生じた効率化、集約化の成果（海外教育拠点・海外事務所における連携した活動、GI-netを
活用した遠隔講義・会議、教育カリキュラムでの連携）を活かすなど、三機関の自助努力により、人件費等を充当するなどして、継続して実
施していくものとしている。

事業の進捗状況及び今後の展開等について 「国立大学改革プラン」の方向性に合致した取組の状
況について

その他特筆すべき成果等について

大学名

事業名 三機関(長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構)が連携・協働した教育改革～世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者の育成～

事業概要
本事業は①グローバル指向と②イノベーション指向の人材育成を２つの柱として、三機関の豊富な国際分野の諸活動、地域に根ざした産学官連携の強みを活かしたキャンパスネットワークを構
築し、さらに③海外共同キャンパスの設置、共同教育コースの開設により、世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者育成改革を推進する。

4.イノベーション指向人材育成

　・イノベーション教育カリキュラム
    (技学実践教育手法)の開発
    (平成27年度までに)及びイノベ
    ーションシーズ拠点の整備
    (平成26年度までに)



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

イノベーション指向人材育成 グローバル指向人材育成

高専教育高度化
共同教育人材育成

全国国立高専(51校)

1.海外教育拠点・事務所の設置と活用
・マレーシア・ペナン教育拠点【25年12月開設】

・タイ事務所【26年1月開所】

・モンテレイ(メキシコ)事務所【26年6月開所】

設置した海外教育拠点・海外事務所を活用し，海外実務
訓練先開拓, FD/SD,学生国際交流等の拠点として三機関
が積極的に活用した (延べ800名以上が利用, 企業等訪問
数延べ220回)。

1.イノベーション教育カリキュラムの開発
イノベーション先導人材教育手法のコンセプト・戦略

の検討等教育手法の研究，国内外PBL実践教育として，
ハノイ工科大やタイMTECなどで実践教育を実施した。

1.共同教育コースの検討

両技科大では、次世代シミュレーション技術の開発、高度シュミレーション技術
を使いこなす人材育成を視野に，共同教育コース設計に着手した。28年度からの
同コースの開設に向け，両大学で検討を進めている。

１.協働教育プログラムのカリキュラム検討
アクティブラーニング活用のためのマニュアルを

作成し，今後各高専への展開を検討する。

２.接続プログラムのカリキュラム検討
モデルコアカリキュラム(試案)の取組状況に関す

るアンケートを実施した。

３.地域新技術モデルにおける人材育成
産学官融合キャンパスを推進する技学イノベーション推進センターにシーズ

共同研究拠点を形成し，三機関の教員が239件の研究プロジェクトを協働実施し
17件の企業との共同研究が実現した。また，三機関の学生約270名が
研究プロジェクトに参加し，30件の国際会議を含む約90件の学会発表
に参加するなど，イノベーション創出のための教育研究活動を行った。

２.教員FD(グローバルＦＤ)・職員SD
26年度に高専教員10名(豊橋技大教員1名）が豊橋での

3ヶ月の渡航前英語教育等を経て, 6ヶ月間のニューヨーク
市立大学クイーンズ校での英語教授法研修,その後,2ヶ月
間, ペナンでの英語講義実践の研修を行った(FD)。
三機関の事務職員8名が合同で海外教育拠点等で現地の

大学職員と業務内容の意見交換,国際会議開催支援等の研
修を行った (SD)。

3.海外実務訓練
本事業で設置した海外教育拠点・海外事務所を活用し, 現地コーディネーター

等を配置し実務訓練先企業の開拓等を行った。140名あまりの両技科大学部生が
海外実務訓練に参加した (実務訓練先開拓数41社 うち2社に高専生が参加)｡

5.国際シンポジウム
三機関が連携・協力し,10の国際シンポジウムを実施した(参

加者延約 2,600名)。

4.三機関合同海外同窓生交流会
マレーシア・ペナン及びベトナム・ハノイにて, 三機関合同

の海外同窓生交流会を開催し，約160名の同窓生・各機関関
係者が交流し，ネットワーク形成を図った。

２.ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ(GI-net)
/ﾊﾞｰﾁｬﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ

・ 25年度に全国59拠点を専用回線で結び，26年度は
1,483回の遠隔講義・会議等を開催した。大幅な移動時間
の節減や旅費節減（年間2億円以上）となった。
・ GI-netレクチャーシリーズの実施(31回)
・ 全国規模シンポジウムなど配信(29回)
・ シンポジウムアーカイブ化
・ 高専等ミュージアムアーカイブ化準備
（弓削商船，香川高専）

※ 三機関：長岡技術科学大学 豊橋技術科学大学 国立高等専門学校機構

３．イノベーション・グローバル人材育成のための高専教員FD
アクティブラーニング推進のための研修会を実施した。また，三機関連携教員

FDネットワークに関して検討した。

クイーンズ校スタッフと

グローバルFD研修参加教員

タイ事務所

マレーシア教育拠点（ペナン）

高専教員英語講義実践研修の様子

ミュージアムのアーカイブ化

PBL実践教育の様子

シンポジウムのアーカイブ化



別紙 

国立大学改革強化推進補助金（平成２４年度選定事業）の中間評価結果

代表大学名 
（事業推進代表者） 

長岡技術科学大学 

連携大学名 
（事業推進責任者） 

豊橋技術科学大学 

事業名 

三機関(長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高
等専門学校機構)が連携・協働した教育改革 
～世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者
の育成～ 

総合評価結果 
計画どおり事業が進捗しており、現行の取組を推進する
ことによって、当初の目的を達成することが可能と判断
される 

事業推進に 
当たっての所見 

 実践的技術者育成を目指して３機関が連携し、海外教
育拠点等の整備を行うとともに、学生の海外実務訓練や
３機関の教員のプロジェクトの協働実施等が行われて
おり、連携事業が着実に進捗していることは評価でき
る。 
 本事業を通じた各大学が有する強み・特色の一層の機
能強化を図るためには、グローバル、イノベーション、
高専教育高度化の各事業成果の一層の連動・融合を図る
とともに、高専を含む各機関の教育研究への波及に向け
た持続的な取組にも繋がることが期待される。また、評
価指標の設定等により、事業目的である実践的技術者像
をより明確にすることが期待される。 
 さらに、本事業終了後の自立的な取組の継続、定着に
向けた、学内資源の再配分、重点化や自己財源確保につ
いての一層の取組にも期待したい。 



文部科学省提出
資料

１．文部科学省との意見交換会資料
２．実績報告書（平成24年度～平成29年度）



法人名（代表大学）：

法人名（連携大学）：

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

1,558,970 千円 1,011,044 千円 757,982 千円 476,744 千円 438,604 千円 214,289 千円 4,457,633 千円

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

0 千円 32,947 千円 177,316 千円 328,000 千円 427,000 千円 千円 965,263 千円

③長期・短期留学プログラムの実施
・博士後期課程ダブルディグリー・プログラム制度を通じた留学の拡充：派遣学生数　計８名
・短期留学プログラムの実施：派遣学生数　計75名以上

④海外事務所における取組の充実
・マレーシア（ペナン），タイ（バンコク）及びメキシコ（モンテレイ）に海外教育拠点，海外事務所を設置。
・教員FD・職員SDプログラムにおける研修拠点，海外実務訓練他の短期学生派遣事業及び国際会議実施等，諸活動の活動拠点としてマレーシア教育拠点を活
用：利用者数　延べ1,300名以上
・タイ事務所及びモンテレイ事務所における活動継続（海外実務訓練学生受入れ企業等との関係維持，実務訓練内容の充実等）

⑤海外インターンシップの実施
・学部４年生を対象とした２ヶ月・６ヶ月の海外実務訓練の実施及び学部・修士課程に跨がる６ヶ月の課題解決型長期インターンシップの実施：派遣学生数　計415
名以上

⑦高等専門学校と技術科学大学が連携協働した教育プログラム及びFDや人事交流などの事業を共同で実施することにより，高等専門学校教育の高度化を促進す
ることができる。地域の国際化を促進し，グローバルマインドの高い技学教育をものづくり地域で実践するために学生の地域企業への就職及び高等専門学校教員
養成を行う。

３．本事業の達成度をみる指標（成果目標：アウトカム）について

補助事業終了年度までに、本事業において達成すべき成果目標を、事業項目毎に記載してください。
なお、成果目標は原則、検証可能な定量的数値目標を記載してください。（字数制限なし）

（グローバル指向人材育成）
①グローバル教育カリキュラムの実施
・新たなプログラムの開発を通じたグローバル教育の強化・充実
　-課題解決型長期インターンシップ（約６ヶ月）：派遣学生数　計５～６名
　-海外教育機関との共同教育プログラム（ダブルディグリー，ジョイントディグリー等）の設置：マレーシア科学大学（マレーシア），Disted College（マレーシア），シュ
トゥットガルト大学（ドイツ），東フィンランド大学（フィンランド）等

②教員FD・職員SD研修の実施
・教員グローバルFDプログラム：参加教員数　計31名
・職員グローバルSDプログラム：参加職員数　計約165名

①三機関の豊富な実績，財産を共有し，例えば，海外インターンシップ先の拡充，海外拠点大学，海外協力企業等の整備拡充など，多様で効果的なグローバル指
向人材育成プログラムを企画実施する基盤を構築できる。

②海外教育拠点において，日常的に異文化環境の下で海外学生と切磋琢磨した共学や，海外企業と連携した技術経営・経営戦略等の教育により，高度なものづく
り技術に加えて，さらに進化したグローバルビジネス展開力をもつ指導的なグローバル技術者育成を促進できる。

③教員FD・職員SD研修により，三機関におけるグローバル人材育成のために必要となる教員等の英語による教育研究，実務能力及びコミュニケーション力の向
上，イノベーション人材育成のために求められる科目マッピング等による連携教育の能力や，アクティブラーニング教育能力の向上等を図ることができる。

④三機関が協働して行うイノベーション指向の教育プログラムが全国高等専門学校・技術科学大学約６万人の学生を対象に動き出し，イノベーション創出人材育成
を加速することができる。教育プログラムでは，エネルギー，インフラ，アグロインダストリー，地域ブランド及びアシスティブテクノロジーの領域に関して，異分野・異
世代融合型の課題発見科目，エンジニアリングデザイン科目及び連携型のPBL科目等が実施可能となる。各地の高等専門学校と高等専門学校を中心とする「もの
づくり地域」と両技術科学大学の三機関が連携し，地域産業の活性化をキーとして創造性・独創性の高い学生を育成する。特に，高等専門学校専攻科生及び技術
科学大学修士課程の学生を相互に共同指導して，イノベーション人材を育成する基盤を構築する。専攻科における共同指導学生数（平成33年度までに，30人に増
やす。），技術科学大学・高等専門学校・地域企業の共同研究件数（平成33年度までに，50件に増やす）及びGI-netによる会議実施件数（平成33年度までに，多地
点接続，双方向接続共に1,000件に増やす）を指標とし，それらの増により活性化を図ることができる。

⑤高等専門学校，技術科学大学及び企業技術者がVPNによる多点双方向コミュニケーションツールへのオンライン接続により，エンジニアリングデザイン，多様性
の強さを引き出す合意形成のためのファシリテーション，オープンイノベーション及びステークホルダーとの共創を取り入れたPBL等のイノベーション指向教育プログ
ラムへそれぞれの立場で利用・貢献できるようになり，三機関における効果的な人材育成システムを構築できる。

⑥三機関におけるイノベーション創出力とグローバル展開力の融合的教育により，地域の地場産業技術を世界に展開する人材の育成ができる。国内外における教
育研究のネットワーク強化とインクルーシブ・イノベーションの推進が可能となり，日本の国際競争力の強化を図ることができる。高等専門学校と技術科学大学との
有機的協働体制を強化することで，学生の教育のみならず教職員，地域産業の人材育成も図ることが期待できる。

事業経費【自己負担分】
合計

１．本事業の概要について

事業全体の構想・概要を簡潔に記載してください。（２００字程度）
　本事業は①グローバル指向と②イノベーション指向の人材育成を２つの柱として，三機関の豊富な国際連携活動，地域に根ざした産学官連携の強みを活かした
キャンパスネットワークを構築し，さらに③海外教育拠点の設置，共同教育コースの開設により，世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成改革を推
進する。

２．本事業が最終的に目指す成果について

本事業が目指す成果について簡潔に記載してください。（時数制限なし）

国立大学改革強化推進補助金（国立大学大学間連携等支援事業「総合支援型」）意見交換用資料

国立大学法人長岡技術科学大学

国立大学法人豊橋技術科学大学

事業名
三機関（長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学・高等専門学校機構）が連携・協働した教育改革事業～世界で活躍し、イノベーションを

起こす実践的技術者の育成～

事業経費【補助金分】
（交付決定額）

合計



②接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善
・各高等専門学校におけるモデルコアカリキュラム（試案及び改定案）の導入状況を継続的に把握する。（51高等専門学校）
・連携教育プログラムの実施拡大と継続的な運用に関して検討，改善する。

③FD活動・人事交流の一層の充実
・各高等専門学校，各ブロックでのアクティブラーニング推進を展開する。（51高等専門学校）
・FD研修プログラムに基づいて，研修を実施する。（参加教員数：計31名）
・三機関連携教員FDネットワーク構築を継続する。
・高等専門学校教職員のグローバル力向上のため実施した海外FD，SD受講者の追跡調査及びフォローアップを実施する。

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成）
①共同教育コースの開講・充実
・両技術科学大学の修士課程（博士前期課程）学生を対象として，世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者を育成することを目的に，大学院で開発・整備
してきた教育資源を相互提供し実施する「グローバルイノベーション共同教育プログラム」の開講・充実。（受講生数平成28年度の10％増，グローバルイノベーション
特論のコンテンツ数平成28年度の10％増）

①イノベーション教育カリキュラムの実施
・イノベーション人材教育手法のコンセプト・戦略の実施，協働教育プログラムの実施，接続カリキュラムの実施。
・テーラメイド・バトンゾーン(TB)教育の実施。
・国内外の企業ならびに教育機関においてPBL実践教育の実施。
・企業実習を含んだMOT教育の実施。
・イノベーション人材がもつ，各能力の達成目標に対応する科目とのマッピングに基づく
　 共通的科目の実施（６科目）
   領域における科目の実施（４科目）
　 領域に関する教科書の作成（10科目）
・PBL実践教育を推進するための実践教育の実施（10件以上）

②イノベーションシーズ拠点の実施
・GI-netの運用
・広域連携教育研究用情報システムの運用
・選定拠点の活動（全国高等専門学校）
・イノベーション拠点の活動（東海地区高等専門学校）
・産学連携共同研究拠点の活動
・広域技術相談・知財相談拠点の活動
・イノベーションシーズ顕在化のための国際会議・ワークショップを開催（８回程度）

③バーチャルシンポジウムの実施
・イノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズや教職員FD・SD研修，各機関が企画したシンポジウムを三機関に中継する。
・レクチャーシリーズ（50回程度）
・教職員FD・SD研修等（30回程度）
・シンポジウムの中継（10回程度）

④バーチャルミュージアムの実施
・バーチャルシンポジウムを録画・アーカイブ化し，三機関で利用できる体制を構築する。
・バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）を録画・アーカイブ化（70コンテンツ程度）

⑤地域新技術モデル
・地域企業との共同開発事業及び学生の参画の実施。
・学生と地域企業との共同開発事業の実施。
・高専・技科大連携プロジェクト公募型研究事業の実施（30課題）。
・高等専門学校・技術科学大学の学生と教員が共同でニーズ指向研究プロジェクトを実施し，両機関の学生だけでなく，教員のニーズへの指向性向上につなげる。
・ターゲットドリブン型研究事業の実施。
・学生の海外派遣（70人）
・留学生の受入（20人）
・高等専門学校－技術科学大学間での学生派遣（30人）
・コンテストへの応募（10件）
・地域貢献する新技術モデルの提案（10件）
・夏季休業期間等を利用したプロジェクト研究を実施（20回）

（高専教育高度化推進）
①協働教育プログラムの実施
・協働教育に係るマニュアルを活用し，導入している協働教育プログラムを継続的に実施する。（受講生数：850名以上）

⑥合同海外同窓会の実施
・三機関合同海外同窓生会議・交流会の実施：計８ヵ国
・卒業・修了生ネットワーク構築，名簿管理システム及びホームページの構築・維持管理等の同窓会活動支援方策の具体化に向けた検討
・海外同窓会の主体的な活動を継続的に展開するための協力

⑦国際シンポジウムの開催
・三機関が共催・連携した国際会議・シンポジウムの開催：参加者　計約3,600名

（イノベーション指向人材育成）
・技学イノベーション推進センターの設置。
・GI-netの設置。（専用回線からなる相互テレビ電話会議システム。スカイプなどの汎用ネットワークに比べて，講義の板書なども精密に読み取れる高解像度(フル
HD)配信で多地点からの同時接続，これらの全録画（アーカイブ化）が可能なシステムとなっている。現在，60機関，67キャンパスの196端末に導入されており，多地
点間接続で年間約1000件，１対１接続で年間約600件の接続がなされており，高専-技科大連携に不可欠なインフラになっている。また，その利用も従来の会議，委
員会，講義及び講演に加えて，入試概要説明会，産学連携打合わせ，専攻科生への研究指導など幅広く展開しており，高専-技科大の国内ネットワークの実質化
に大きく貢献している。 ）
・地域連携教育研究用情報システムの設置。
・映像録画システムや映像伝送システム等の整備。
・高専連携推進センターの設置。



④海外事務所における取組の充実
・マレーシア（ペナン），タイ（バンコク），メキシコ（モンテレイ）に海外教育拠点，海外事務所を新たに設置：三機関のグローバル人材育成に関する組織的基盤を強
化。
・教員FD・職員SDプログラムにおける研修拠点，海外実務訓練他の短期学生派遣事業及び国際会議実施等，諸活動の活動拠点としてマレーシア教育拠点を活
用。
-利用者数：延べ1,500名以上
・タイ事務所及びモンテレイ事務所において，これまでに開拓した海外実務訓練学生受入企業等との関係を構築するとともに実務訓練の内容を充実させることに重
点をおいて活動を実施。

⑤海外インターンシップの実施
・学部４年生を対象とした２ヶ月・６ヶ月の海外実務訓練及び６ヶ月の課題解決型長期インターンシップの実施。
-平成26年度：94名，平成27年度：107名，平成28年度：117名，平成29年度９月時点：125名程度（予定）

４．本事業の進捗状況（平成２９年９月時点）について

「３．本事業の達成度をみる指標（成果目標：アウトカム）について」で記載した各事業項目ごとの進捗状況について記載してください。（字数制限なし）

（グローバル指向人材育成）
以下のプログラム等を実施することにより，国内外で活躍できるエンジニア・技術者となり得る人材育成に資するとともに，国際感覚豊かな実践的グローバル技術者
の育成を推進した。

①グローバル教育カリキュラムの実施
・新たなプログラムの開発を通じたグローバル教育の強化・充実
［学部－大学院連続の新たな課題解決型長期インターンシップ（約６ヶ月）制度の構築］
-平成27年度：１名（フィンランド）
-平成28年度：３名（ドイツ，スペイン，イギリス）
-平成29年度９月時点：４名程度を予定（平成30年１月より派遣予定）
［海外教育機関との共同教育プログラム（ダブルディグリー，ジョイントディグリー等の設置]
　-相手先機関：マレーシア科学大学（マレーシア），Disted College（マレーシア），シュトゥットガルト大学（ドイツ），東フィンランド大学（フィンランド）等

②教員FD・職員SD研修の実施
・教員グローバルFDプログラム：渡航前事前研修（２ヶ月間），ニューヨーク市立大学クイーンズ校(QC)での英語教授法研修（６ヶ月間），マレーシア・ペナンでの英語
講義実践研修（２ヶ月間），研修先機関の教員との研究交流活動
-平成26年度：国立高等専門学校機構教員10名，豊橋技術科学大学教員１名
-平成27年度：国立高等専門学校機構教員８名，豊橋技術科学大学教員２名
-平成28年度：国立高等専門学校機構教員５名，長岡技術科学大学教員１名，豊橋技術科学大学教員１名
-平成29年度：国立高等専門学校機構教員３名
・派遣教員による「英語で授業をするためのWeb教材」の作成：三機関関係者のみならず全国の大学・高等専門学校教員が利用可能であり，波及効果を期待。
・グローバルFDプログラム修了者へのフォローアップ活動（平成28年度～）：研修成果である英語教授法の向上と海外での教育研究能力の向上。
-豊橋技術科学大学における英語講義の実践（平成28年度：豊橋技術科学大学連携教員（国立高等専門学校機構教員）18名，平成29年度９月時点：４名（加えて９
月以降に18名が実施予定））
-高専連携教育研究プロジェクト（国際共同研究支援）の実施（平成28年度：２件，平成29年度：２件）
・職員グローバルSDプログラム：海外派遣前研修（国際会議運営，国際儀礼，英文書簡，英語契約書，実践英語の講義等）（３日間，国内実施），マレーシア・ペナン
での実地研修（約２週間：実践英語研修，国際会議における実務対応，マレーシア科学大学の事務職員と各人の業務内容に関する意見交換，マレーシア教育拠点
での講義受講・グループワーク等）
-平成25年度：豊橋技術科学大学職員７名
-平成26年度：長岡技術科学大学職員１名，豊橋技術科学大学職員10名，国立高等専門学校機構職員５名
-平成27年度：長岡技術科学大学職員２名，豊橋技術科学大学職員９名，国立高等専門学校機構職員11名
-平成28年度：長岡技術科学大学職員２名，豊橋技術科学大学職員７名，国立高等専門学校機構職員11名
-平成29年度：長岡技術科学大学職員２名，豊橋技術科学大学職員２名，国立高等専門学校機構職員11名
・国際法務研修の実施（４日間）：国際法務及び法律英語の基礎知識の習得。
-平成27年度：三機関の教職員約90名

③長期・短期留学プログラムの実施
・博士後期課程ダブルディグリー・プログラム制度を通じた留学の拡充：双方の大学のカリキュラムで修学することを通じて，専門知識を高度化・重層化し，海外大学
での長期の修学・生活体験を得ることにより，グローバル素養をもつ高度上級技術者養成に資することができた。
-シュトゥットガルト大学（ドイツ）：平成26年度：２名派遣，平成27年度：２名派遣，平成28年度：１名派遣，平成29年度９月時点：１名派遣
-ハノイ工科大学（ベトナム）：平成27年度：１名派遣，平成28年度：１名派遣
-プラハ・カレル大学（チェコ）：平成27年度：１名受入，平成28年度：１名受入
-グアナファト大学（メキシコ）：平成26年度：１名派遣，平成27年度：１名派遣，平成29年度９月時点：２名受入
・博士後期課程学生を対象とした留学プログラム（約２ヶ月間）の構築：海外の研究機関への派遣を行うことで，海外研究者の研究の場に直接触れ，国際的に活躍
できる博士人材の育成に資することができた。
-平成26年度：２名，平成27年度：１名
・グローバルリーダー養成プログラム：グローバルリーダープログラムとして，修士以上の学生を対象にイノベーションを牽引できる次世代グローバルリーダーの養
成に向けて，多くの大学院生に海外経験を積み，外国語によるコミュニケーション能力・異文化適応能力の向上，グローバル人材に求められる素質・能力の強化を
目指している。
-平成26年度：２名，平成27年度：８名，平成28年度：３名，平成29年度９月時点：３名
・短期留学プログラム
［特別推薦学生等ペナン研修］：学部3年生をマレーシア教育拠点に派遣し，マレーシア科学大学の学生とのワークショップ・ディスカッション，企業見学等を実施。
-平成27年度：15名，平成28年度：17名，平成29年度９月時点：未定（15名程度，平成30年３月実施予定）
［グローバルサマースクール］：博士課程学生をマレーシアに派遣し，マレーシア科学大学の学生とともに，フィールドワークやグループディスカッション等を実施。
-平成27年度：10名，平成28年度：８名，平成29年度：６名

②共同独立専攻の検討
・共同教育プログラムの実施状況等を踏まえ，共同独立専攻設置について検討し，平成29年度に合同委員会等の設置につき検討する。なお，未来投資戦略2017-
Society5.0の実現に向けた改革や経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～に記述された高等専門学校の教育内容の高度化
のため，高等専門学校専攻科と両技術科学大学が連携して共同教育課程を設置することの可能性につき，検討を進めている。

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実
・海外教育拠点を活用したインターンシップ及びグローバルセミナー等の実施。



⑥合同海外同窓会の実施
・三機関合同海外同窓生会議・交流会を開催することにより，卒業・修了生ネットワークの構築，名簿管理システム構築・維持管理及びホームページの構築・維持管
理等について意見交換を行い，同窓会活動支援方策（卒業生情報の共有等）の具体化に向けた検討を進めている。
-平成26年度：マレーシア・ペナン，ベトナム・ハノイ
-平成27年度：ベトナム・ハノイ，タイ・バンコク，ラオス・ビエンチャン，インドネシア・バンドン
-平成28年度：ミャンマー・ヤンゴン，スリランカ・コロンボ，中国・北京及び上海
-平成29年度９月時点：中国・韓国・バングラディシュから１ヶ国程度年度内に開催予定

⑦国際シンポジウムの開催
・以下の国際会議・ 国際シンポジウムを三機関が連携・協力して開催し，国内外から学生を含む参加者を集め，技術教育，技術科学の成果共有・普及及びグロー
バルな視点での教育・研究力向上が図られた。また，学生による発表，会議の企画運営等の活動も行われた。（総参加者数：約3,000名）
［国際技学カンファレンス］
-第３回国際技学カンファレンスin 長岡（平成26年６月20日～22日，長岡市），参加者415名
-第４回国際技学カンファレンス(4th International GIGAKU Conference (IGCN2015))（平成27年６月19日～21日，長岡市) ，参加者540名
-第５回国際技学カンファレンス(5th International GIGAKU Conference (IGCN2016))（平成28年10月６日～７日，長岡市），参加者243名
-第６回国際技学カンファレンス(6th International GIGAKU Conference (IGCN2017))（平成29年10月５日～６日，長岡市），開催予定
［International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS)］
-第４回ISTS(4th International Symposium on Technology for Sustainability 2014(ISTS2014))（平成26年11月19日～21日，台湾），参加者397名
-第５回ISTS(5th International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2015))（平成27年８月４日～11日，マレーシア・シャーラム他)，参加者175名
-第６回ISTS(6th International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2016))（平成28年10月４日～12日，インドネシア），参加者160名
-第７回ISTS(7th International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS2017))（平成29年８月19日～27日，インドネシア），開催
［International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE)］
-第８回ISATE(8th International Symposium on Advances in Technology Education 2014(ISATE2014))（平成26年９月24日～26日，シンガポール），参加者266名
-第９回ISATE(9th International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE2015))（平成27年９月16日～18日，長岡市），参加者171名
-第10回ISATE(10th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2016))（平成28年９月13日～16日，仙台市），参加者196名
-第11回ISATE(11th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2017))（平成29年９月19日～22日，シンガポール），開催予定
［International Conference of Global Network for Innovative Technology (IGNITE)］
-IGNITE2014:ペナンカンファレンス(International Conference of Global Network for　Innovative Technology)（平成26年12月14日～16日，マレーシア・ペナン），参加
者約100名
-第３回IGNITE2016(International Conference of Global Network for Innovative Technology(3rd IGNITE))（平成28年１月27日～29日，マレーシア・ペナン），参加者
252名
-第４回IGNITE(4th International Conference of Global Network for Innovative Technology(4th IGNITE2016))（平成28年８月17日～18日，マレーシア・ペナン），参加
者145名
-第５回IGNITE(5th International Conference of Global Network for Innovative Technology(5th IGNITE2017))（平成29年８月８日～９日，マレーシア・ペナン），参加
者203名
［アセアン諸国大学学長会議(ASEAN University Presidents Forum)］
-平成28年12月18日～19日，マレーシア・ペナン，参加者78名

（イノベーション指向人材育成）
・平成25年度　技学イノベーション推進センターを設置。
・平成26年度　GI-netを稼働。
・平成27年度　地域連携教育研究用情報システムを稼働。
・平成28年度　映像録画システムや映像伝送システム等を整備。
　　　　　　　　　高専連携推進センターを設置。

①イノベーション教育カリキュラムの実施
平成25年度
・ICTを活用したアクティブラーニング試行
・アクティブラーニング授業指針の作成
・技学イノベーション特別講義の開講決定
・海外先進事例調査（教職員18名派遣）
・教育・研究交流推進（５大学等に教職員及び学生８名派遣）
・海外先進取組事例調査（教職員９名派遣）
・イノベーション先進教育事例海外研修（６か国に学生12名派遣）
・教育・研究交流推進（教職員及び学生８名派遣）
平成26年度
・イノベーション人材の定義及び達成目標と科目のマッピング検討及び試行
・アクティブラーニング手法の調査及び研修を実施
・教育研究交流事業の検討
平成27年度
・イノベーション人材の定義及び達成目標と科目のマッピングの改善・実施
・イノベーション指向人材育成のための実践授業を実施（５高等専門学校）
・領域の科目に関する教科書（５科目）を作成
平成28年度
・イノベーション人材の定義及び達成目標と科目のマッピングの実施
・アクティブラーニング手法に関するテキストを作成
・領域の科目に関する教科書（８科目）を作成
・MOT実習カリキュラムを改定
平成29年度９月時点：
・イノベーション人材の定義及び達成目標と科目のマッピングの実施（共通科目，数学分野）
・領域の科目に関する教科書（１科目）を作成
・MOT実習カリキュラムを改定



②イノベーションシーズ拠点の実施
平成25年度
・知的財産取扱対応のため，三機関で合意書を締結
平成26年度
・イノベーションシーズ顕在化ワークショップ開催（27高等専門学校から情報発信）
・三機関が連携した技術説明会等を開催
・広域連携教育研究用情報システムの整備
平成27年度
・イノベーションシーズ顕在化ワークショップ開催（28高等専門学校から情報発信）
・三機関が連携した技術説明会等を開催
・広域連携教育研究用情報システムの本格稼働
平成28年度
・イノベーションシーズ顕在化ワークショップを３回開催（51高等専門学校から情報発信）
・三機関が連携した技術説明会等を開催
・国際会議の開催（２回）
平成29年度９月時点：
・イノベーションシーズ顕在化ワークショップを２回開催（51高等専門学校から情報発信）
・三機関が連携した技術説明会等を開催
・国際会議の開催（１回）

③バーチャルシンポジウムの実施
平成25年度
・教育改革シンポジウムの様子をGI-netで試行配信
平成26年度
・レクチャーシリーズ実施（16回）
・教職員FD・SD研修実施（13回）
・著作権許諾等の手続きの共通化
・Webを利用した受講者アンケートの検討
平成27年度
・レクチャーシリーズ実施（14回）
・教職員FD・SD研修実施（９回）
・シンポジウムの中継（２回）
平成28年度
・レクチャーシリーズ実施（14回）
・教職員FD・SD研修実施（３回）
・シンポジウムの中継（６回）
平成29年度９月時点：
・レクチャーシリーズ実施（５回）
・教職員FD・SD研修実施（２回）
・シンポジウムの中継（５回）

④バーチャルミュージアムの実施
平成25年度
・全国高専フォーラムをアーカイブ化
平成26年度
・GI-netシンポジウムのアーカイブ化
・映像録画システム・映像伝送システム等の要素技術の検討
平成27年度
・映像録画システム・映像伝送システム構築
平成28年度
・映像録画システム・映像伝送システムによりオンデマンド化（49コンテンツ）
平成29年度９月時点：
・映像録画システム・映像伝送システムによりオンデマンド化（８コンテンツ追加で，57コンテンツ）

⑤地域新技術モデル
平成25年度
・高専・技科大連携研究による学生と地域企業との共同開発事業の検討
平成26年度
・産学融合キャンパス構想の企業開拓
・イノベーション研究活動の展開により，外部資金の獲得，論文発表，知的財産の取得
平成27年度
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント実施（高等専門学生24名，技術科学大学生11名参加）
・高等専門学生向けプロジェクト研究実施（４回）
平成28年度
・産学融合キャンパス構想の企業開拓
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント２回実施（高等専門学生74名，技術科学大学生54名参加）
・高等専門学生向けプロジェクト研究実施（４回）
平成29年度９月時点：
・産学融合キャンパス構想の企業開拓
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント２回実施（高等専門学生10名，技術科学大学生９名参加）
・高等専門学生向けプロジェクト研究実施（２回）

（高専教育高度化推進）
①協働教育プログラムの実施
・アクティブラーニング活用のためのマニュアルを作成。（平成28年度）
・協働教育プログラムを継続的に実施（受講生数：平成24年度120名，平成25年度146名，平成26年度153名，平成27年度156名，平成28年度125名，平成29年度９
月時点：93人）



⑥合同海外同窓会の実施
-平成29年度分として，中国・韓国・バングラディシュから１ヶ国，平成30年２月までに開催予定

「４．本事業の進捗状況（平成２９年９月時点）について」で記載した各事業項目ごとの進捗状況を踏まえ、事業達成に向けて今後の予定を記載してください。なお、
記載にあたっては、いつまでに何をやるかについて明確にしてください。（字数制限なし）

【グローバル指向人材育成】
①グローバル教育カリキュラムの実施
・新たなプログラムの開発を通じたグローバル教育の強化・充実
［学部－大学院連続の新たな課題解決型長期インターンシップ（約６ヶ月）制度］
-平成29年度は，３名程度を予定（平成30年１月派遣予定）
［海外教育機関との共同教育プログラム（ダブルディグリー，ジョイントディグリー等の設置）］
　-相手先機関：
・マレーシア科学大学（マレーシア）：平成29年8月にツイニングプログラム合意書締結し，平成30年度の相手先大学での学生受入れ予定（博士前期課程）。
・Disted College（マレーシア）：相手先大学での初年度学生受入れを開始しており（学部），平成29年度中は，現地での教育内容等への助言・支援を実施予定
・シュトゥットガルト大学（ドイツ）：機械分野に加えて，電気・電子分野に拡充するため，試行的に１年間の学生派遣/受入れを平成29年度から開始
・東フィンランド大学（フィンランド）：ダブルディグリー（博士課程前期）での現地学生受入れを今年度開始予定。

②教員FD・職員SD研修の実施
・教員グローバルFDプログラム： 国立高等専門学校機構教員３名のマレーシア・ペナンでの英語による実践研修（平成30年２～３月）実施，平成29年研修修了式
（平成30年３月），アンケート実施・分析（平成30年３月）
・職員グローバルSDプログラム： 三機関の事務職員・技術職員15名（長岡技術科学大学職員２名，豊橋技術科学大学職員２名，国立高等専門学校機構職員11名）
のマレーシア・ペナンでの研修（平成29年８月）の報告会実施（平成29年12月），アンケート実施・分析（平成30年１月までに実施）

③長期・短期留学プログラムの実施
・博士後期課程ダブルディグリー・プログラム制度を通じた留学の拡充：
-シュトゥットガルト大学（ドイツ）：平成29年度：１名派遣
-シュトゥットガルト大学（ドイツ）：機械分野に加えて，電気・電子分野に拡充するため，試行的に１年間の学生派遣/受入れを平成29年10月から開始予定
・短期留学プログラム
［特別推薦学生等ペナン研修］
学部３年生をマレーシア教育拠点に約15名を派遣し，マレーシア科学大学の学生とのワークショップ・ディスカッション，企業見学等を実施（平成30年３月実施予定）
［グローバルサマースクール］
マレーシアで平成29年９月に実施予定。

④海外事務所における取組の充実
・マレーシア教育拠点，海外事務所（タイ，メキシコ）につき，拠点を活用したプログラム等の継続・展開を含め，平成30年度以降の在り方を具体化する。

⑤海外インターンシップの実施
・学部４年生を対象とした２ヶ月・６ヶ月の海外実務訓練及び６ヶ月の課題解決型長期インターンシップの実施。

③FD活動・人事交流の一層の充実
・アクティブラーニングトレーナー研修会を実施した。（平成27年度：参加者104名，平成28年度：参加者51校89名）
・FD研修プログラムを国立高等専門学校機構の協力を得て開発（９月８～９日/２日間：北九州工業高等専門学校）。GI-netにて，21高等専門学校に配信した。
・FD派遣者
-平成26年度：国立高等専門学校機構教員10名，豊橋技術科学大学教員１名
-平成27年度：国立高等専門学校機構教員８名，豊橋技術科学大学教員２名
-平成28年度：国立高等専門学校機構５名，豊橋技術科学大学１名，長岡技術科学大学１名
-平成29年度９月時点：国立高等専門学校機構３名

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成）
①共同教育コースの開講・充実
・両技術科学大学の修士課程（博士前期課程）学生を対象として，世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者を育成することを目的に大学院で開発・整備し
てきた教育資源を相互提供し，共同実施する「グローバルイノベーション共同教育プログラム」に係る，検討・整備を行い，平成28年度に開講。
-平成28年度：長岡技術科学大学２名，豊橋技術科学大学17名が参加
　　　　　　　　　グローバルイノベーション特論のコンテンツ数（11コンテンツ）
-平成29年度９月時点：長岡技術科学大学６名，豊橋技術科学大学18名が参加
　　　　　　　　　グローバルイノベーション特論のコンテンツ数（11コンテンツ）
-両技術科学大学で共同教育プログラム合同運営委員会を設置した。

②共同独立専攻の検討
・グローバルイノベーション共同教育プログラムの開始とともに，共同大学院設置を検討する共同の委員会等を設置する。なお，未来投資戦略2017-Society5.0の実
現に向けた改革-や経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～に記述された高等専門学校と両技術科学大学が連携して共同教
育課程を設置することの可能性の検討が進んでおり，実質的な三機関連携の共同教育プログラムと位置づけ，具体化への検討を優先して進める。

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実
・海外教育拠点を活用したグローバルセミナーについて，海外のマネジメントをテーマにするなど，大学院学生が興味をもつコンテンツを選び，両技術科学大学の海
外教育拠点から両技術科学大学に向けて，平成29年度から実施することとしている。

5．今後の予定

②接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善
・モデルコアカリキュラム取組状況調査を10月に実施。各高等専門学校における導入状況を確認。
・カリキュラム接続点検DBへの全高等専門学校データの登録（９月末）。DBの利用講習会（10月）。
・アドバンストコースの協働本部が主体となり，アドバンストコースを平成28年度より全国高等専門学校に展開。
・技大－高専連携教育プログラムの開発において，専攻科教育における先導科目を３科目（プロジェクトマネジメント，環境マネジメント，コンプライアンス）開発。



④バーチャルミュージアム（GI-netミュージアム）の改善
・高専フォーラム録画（可能なものから現地にてアーカイブ用に録画。アーカイブ化：３コンテンツ）（平成30年３月まで）
・高等専門学校・技術科学大学に実在するミュージアムのうち，モデル例を選定し，アーカイブ化を行う。さらに，バーチャルミュージアムのモデル例を長岡に構築
（レクチャーシリーズのアーカイブ化：３コンテンツ）（平成30年３月まで）

⑤地域新技術モデルの推進・改善
・地域企業と連携した，共同研究等への学生の参画の拡充・充実
-高等専門学校の夏季休業期間等を利用して，高等専門学生に産学官連携担当教員を中心に，プロジェクト研究を実施（５回）（平成30年３月まで）
・高専・技科大連携プロジェクト公募型研究事業
-５つの領域毎に実施
-領域内でのチーム構築
-シーズプッシュ型課題に加えて，先取り型課題の設定
-外部資金獲得も含めて，柔軟に適切なチームを作り，事業を実施
-対象は，地域と国内外の課題
-PBL実践の場としての課題の整理，イノベーション教育環境としての体制整備・実施
　（高等専門学校－技術科学大学連携研究プロジェクト等において，学生の海外派遣：13人）（平成30年３月まで）
・地域に貢献する高専連携事業
-高等専門学校・技術科学大学の学生と教員が共同でニーズ指向研究プロジェクトを実施し，両機関の学生だけでなく，教員のニーズへの指向性向上にも反映
-地域貢献プロジェクトの実施（10件）（平成30年３月まで）
・ターゲットドリブン型研究事業（３件）（平成30年３月まで）
-企業を含めて，ターゲットドリブン型課題を提案
-知財管理・活用，情報共有化のための体制の運用

（高専教育高度化推進）
①協働教育プログラムの実施
・高等専門学校におけるアクティブラーニングマニュアルを活用した授業の実施：平成30年２月末まで[各高等専門学校]
・学生の自主・能動的協働プログラム　実施：平成30年３月まで［長岡］
・高等専門学校技術科学大学共同研究　実施：平成30年３月末まで［豊橋・長岡］
・体験実習生・長期インターンシップの受け入れ・実施とアンケート調査に基づくPDCAの実施：平成30年３月まで［豊橋］

②接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善
・モデルコアカリキュラム取組状況調査を10月に実施。各高等専門学校における導入状況を確認。
・カリキュラム接続点検DBへの全高等専門学校データのチェックと更新：９月末，更新版DBの提供：平成29年10月，シラバスの点検：平成29年12月
・国立高等専門学校機構Webシラバスデータの提供によるDBの持続的更新の体制整備（平成30年３月まで）

⑦国際シンポジウムの開催
［国際技学カンファレンス］
-第６回国際技学カンファレンス(6th International GIGAKU Conference (IGCN2017))（平成29年10月５日～６日，長岡市）開催予定
［International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE)］
-第11回ISATE(11th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2017))（平成29年９月19日～22日，シンガポール）開催

【イノベーション指向人材育成】

①イノベーション教育カリキュラム（技学実践教育手法）の実施・改善
・イノベ部会とカリキュラム部会との連絡調整（平成30年３月まで）
・イノベーション教育手法のコンセプト・戦略の実施・一層の充実
-イノベーション人材が持つ各能力の達成目標に対応する科目とのマッピングに基づく共通的科目（３科目）及び領域における科目（２科目）の実施と改善（平成30年
３月まで）
-アクティブラーニング手法を活用した科目（１科目）の実施・改善（平成30年３月まで）
-領域の科目に関する教科書の作成（１科目）（平成30年３月まで）
-ファシリテーション，オープンイノベーションの理解と実施する能力をつけるモデル科目の実施（２科目）（平成30年１月まで）
・教職員の資質向上プログラムとして，技学イノベーション推進センターでは，教育方法開発センターと共同でアクティブラーニング研修会を企画・実施
-アクティブラーニング手法を活用した科目（２科目）の実施・改善（平成30年１月まで）
-領域の科目に関する教科書の作成推進（２科目）（平成30年３月まで）
・世界の数か所において実施されている，海外先進取組事例の視察・調査（教員：６名，学生：13名）（平成30年３月まで）
・国内外の企業ならびに教育機関における，PBL実践教育の推進
-共同研究等に参画している高等専門学生の技術科学大学及び技術科学大学関係開発事業への受入（随時，特に長期休暇時期）（平成30年１月まで）
-高等専門学校－技術科学大学連携研究プロジェクトを通じた，イノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活動の実施・充実（共同研究５件）（平成30年３
月まで）
-PBL実践教育を推進するため，共同研究等に参画している高等専門学生を技術科学大学及び技術科学大学関係開発事業に受け入れ，実践教育を実施（３件）
　（平成30年１月まで）
・学生育成のための研究室FDに関する，ハンドブックの改善・充実（平成30年３月まで）
・評価方法の検証を進め，評価手法開発を教員FDに展開（平成30年１月まで）

②イノベーションシーズ拠点活動の改善
・GI-net運用(GI-netを活用し，イノベーションシーズ拠点を接続し，成果報告会の開催（部門・領域で２回）)（平成30年１月まで）
・イノベーションシーズ拠点顕在化のための，ワークショップ開催（国際技学カンファレンスにて，イノベーションシーズ顕在化のためのワークショップを開催予定（30
高等専門学校，10ヶ国程度の参集を計画））（平成29年10月）
・産学連携共同研究拠点顕在化のための，ワークショップ開催（イノベーションシーズ拠点を接続し，成果報告会の開催（部門・領域で３回））
・CDならびに知財マネージャー等を配置した，拠点の運用（技術相談・知財相談：30件）（平成30年３月まで）
・CD活動，知財の活用（技術相談：30件）（平成30年３月まで）
・知財MG活動（知財の申請書類の簡素化のための様式作成と知財の活用）（平成30年３月まで）

③バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）の開催・改善
・全国規模配信（長岡計画分，豊橋計画分それぞれ実施（平成29年10月）
・レクチャーシリーズ（３回）
　教職員FD・SD研修等（５回程度）（平成30年３月まで）及び各技術科学大学・高等専門学校で独自に企画しているシンポジウムの中継（１回程度）（平成29年10月）
・FD・SD（平成30年３月まで）
-研究倫理・不正防止研修
-研究・教育・外部資金獲得等の教職員連携についての講義・講演
-研究推進・産学連携推進への取組みについての講義・講演



②共同独立専攻の検討
・グローバルイノベーション共同教育プログラムの開始とともに，共同大学院設置を検討する共同の委員会等の設置を検討する。なお，高等専門学校専攻科と両技
術科学大学が連携して共同教育課程を設置することの可能性の検討が進んでおり，実質的な三機関連携の共同教育プログラムと位置付け，具体化への検討を優
先して進める。

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実
・海外教育拠点を活用したグローバルセミナーについて，現地の企業関係等の講師の特定し，今年度中にセミナーの配信を行う（ビデオアーカイブ化したものをオン
デマンド方式で配信）

③FD活動・人事交流の一層の充実
・FD研修プログラム　技術科学大学・高等専門学校展開支援：平成29年10月末まで
・高等専門学校連携教員による教育研究活動支援：

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成）
①共同教育コースの開講・充実
-グローバルイノベーション特論のコンテンツ数・内容を見直し



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

豊橋技術科学大学

連携

全国国立高専(51校)

全国に展開するものづくり技術者教育機関

長岡技術科学大学

高専機構

教育改革実施本部（Headquarter）
(両学長・理事長・三機関理事各１名）

技術科学教育研究推進協議会
(教育改革実施本部＋産業界・地方自治体等）

産業界・金融機関
(経済団体,商工会議所,地域企業等)

地方自治体

海外の日系企業・現地企業

MEXT，JSPS，JST，JASSO etc

他大学，海外協定大学

現地企業・
日系企業と
連携した世
界の中での
ものづくり

日本文化の再認識と現地文化吸収

内向き志向と言われる学生の意識を「未来志向」
に改革
現地活動からエネルギーを吸収，現地学生とも共
学・友好

教員のグローバル教育力向上
にも寄与

共同設置する海外拠点を活用した
共同教育人材育成事業

より深化したグローバルビジネス展開力を備
えたグローバル技術者育成のための海外キャ
ンパスの共同設置とそこでの教育を実現する
。

高専教育高度化事業

グローバル工学教育推進機
構を中心に海外連携・協働
キャンパスネットワークを
構築して人材育成事業を実
施

技学イノベーション推進セン
ターを中心に産学官融合キャ
ンパスネットワークを構築し
て人材育成事業を実施

両キャンパスネットワークを融合的に活用したイノベーション
指向実践的グローバル技術者の育成（現在の教育の補完と深化）

イノベーション指向
人材育成事業

グローバル指向
人材育成事業

技科大博士後期

技科大修士
（博士前期）

高専専攻科／技科大学部

高専本科

 海外インターシップ・海外留学
 海外実務訓練
 国際シンポジウムの共同開催
 双方向ツイニングプログラム
 ダブルディグリープログラム
 教員FD等教育体制の向上
 海外事務所共同設置・運営
 海外同窓生ネットの構築

 地域企業と一体となった技
術課題の解明

→イノベーション
 企業と高専との共同研究提

案による卒業研究
 実務訓練
 全国規模での企業連携

＋高専・技科大連携
によるイノベーション

 協働教育プログラム
 接続カリキュラム
 ＦＤ活動・人事交流

世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者育成

【計画概要】

24年度事 業 25年度 26年度 27年度

共同設置する海外教
育拠点を活用した共
同教育人材育成事業

海外教育拠点を活用した共同教
育コースの検討・実現

既存カリキュラムとの整合性確
認と不足する科目等の検討

28年度 29年度

組織整備

教育改革実施本部設置 技術科学教育研究推進協議会設置

教育改革推進室設置

技学イノベーション推進センター/グローバル工学教育推進機構設置

高等専門学校教育高度化推進室設置

海外キャンパス共同設置準備室設置

高専教育高度化
推進事業

協働教育プログラムの検討・実施，接続カリキュラムの試行と検証等

人事交流の積極的推進と評価・検証，高専教員ＦＤの充実

グローバル指向
人材育成事業

教員ＦＤの充実，職員SＤの拡充

国際シンポジウムの拡充・充実，共同開催

海外インターンシップ等の拡充・充実

海外事務所の設置と充実

イノベーション指向
人材育成事業

企業連携の強化・拡充・充実

地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実

地域企業と一体となった技術課題の抽出と解決の拡充・充実

知財と技術情報を管理する人材並びにノウハウ・暗黙知を科学
の視点で解明する人材育成事業の充実

海外教育拠点を
活用した共同教
育コースの実現

【ロードマップ】
三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

予算額（千円） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30(計画) 計

事業経費(補助金分) 1,558,970 1,011,044 757,982 476,744 438,604 214,289 0 4,506,506

使途
設備備品費
人件費
事業推進費

1,506,921
1,293

50,756

165,755
97,986

747,303

7,020
91,074

659,888

0
61,000

415,744

0
61,000

415,744

0
80,979

133,310

(計画)
0
0
0

1,679,696
673,220

2,153,590

事業経費(自己負担分) 0 32,947 177,316 328,000 427,000 423,128 656,644 2,102,881

使途
設備備品費
人件費
事業推進費

0
0
0

12,532
0

20,415

24,349
33,032

119,935

24,080
102,283
201,637

24,336
155,403
247,408

(計画)
17,016

161,126
244,986

(計画)
14,336

195,962
446,346

118,969
669,778

1,314,134

【使途概要】
＜H24＞グローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）等整備
設備費： 広域連携教育研究用情報システム 504,998千円

イノベーション創出高専・技科大ネットワークシステム 200,002千円
高専教員受入用教育研究高度化設備費 147,492千円
ものづくり・イノベーション創出教育設備 494,712千円他

その他： 設備関連工事費 35,019千円
＜H25＞海外拠点整備，FD・SD制度構築のための調査・打合せ旅費等
設備費：先端的情報技術教育用コンピュータシステム，イオンビーム成膜装置･３Ｄプリンタ他 165,755千円
外国旅費：ペナン校設置準備関係，中短期FD，SD，海外インターンシップ調査費等 170,439千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等）： 139,116千円他

＜H26＞長期グローバルFDの本格実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 130,025千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 185,186千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 105,135千円他

＜H27＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 49,940千円
謝金（コーディネータ，特任教員人件費等） 184,372千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 57,885千円他

＜H28＞長期グローバルFDの実施等人材育成事業費，ネットワーク維持費
外国旅費：長期グローバルFD，海外インターンシップ等 86,350千円
人件費（Ｈ28よりコーディネータ等の謝金は人件費で整理） 162,144千円
借料・回線使用料：広域連携システム維持・保守等 55,144千円他

【事業規模】

●共同教育コースの試行・
検証

● 海外教育拠点の
プログラム検証等

共同教育人材育成

これまでに実施した（実施中の）事業概要

●協働教育プログラムの
カリキュラム検討

●接続カリキュラムの検討

● FD活動・人事交流充実に
向けた検討

グローバルFD

高専教育高度化

●グローバル教育
カリキュラムの利用

●教員ＦＤ・職員ＳＤ研修

●長期・短期留学
プログラムの強化

●海外事務所における取組
の強化

●海外インターンシップ
の充実

●合同海外同窓会の実施
●国際シンポジウムの開催

ISTS

ペナン教育拠点

グローバル指向人材育成

グローバルFD
（NYクイーンズカレッジ）

イノベーション指向人材育成

●イノベーション教育カリキュラムの開発
●GI-net/全国60地点接続ネットワーク形成
●イノベーションシーズ拠点形成(６領域)

●バーチャルシンポジウム開催／

バーチャルミュージアム、教科書作成

● 地域新技術モデルにおける人材育成

合同海外同窓会

地域課題解決型のPBL型人
材育成手法の開発。地元企

業との連携教育

バーチャルミュージア
ムとしてシンポジウム
の講演をアーカイブ化

ハノイ工科大学・THK 
MANUFACTURING OF 
VIETNAM CO.,LTD 訪問

（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞﾓﾃﾞﾙ事業）



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

グローバル指向人材育成

①グローバル教育カリキュラムの実施

クイーンズ校スタッフと

グローバルFD研修参加教員

②教員FD・職員SD研修の実施

③長期・短期留学プログラムの実施

【成果指標】
・課題解決型長期インターンシップ：
派遣学生数 計５～６名

・海外教育機関との共同教育プログラム
(DD、JD等の)設置

【成果指標】
・教員グローバルFD：参加教員数計31名

(渡航前英語研修@豊橋技大、英語教授法等
研修@QC、講義実践研修@ﾍﾟﾅﾝ)

・職員グローバルSD：参加教員数計約165名
(派遣前研修@豊橋技大、国際実務研修@ﾍﾟ
ﾅﾝ校)

【進捗状況】
・課題解決型長期インターンシップ

H27：１名(フィンランド)
H28：３名(ドイツ、スペイン、イギリス)

・海外教育機関との共同教育プログラム設置
○ﾏﾚｰｼｱ科学大学［修士課程ﾂｲﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(H29.8月合意書締結)］
○Disted College(ﾏﾚｰｼｱ)［学部ﾂｲﾆﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ］
○ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ大学(ﾄﾞｲﾂ）［修士課程ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ］
○東ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ大学［詳細協議中］ 等

【今後の予定】
・課題解決型長期インターンシップ：
派遣学生数 計５～６名

・海外教育機関との共同教育プログラム
(DD、JD等の)設置

【進捗状況】
・教員グローバルFD

H26：高専教員10名、豊橋技大教員1名
H27：高専教員８名、豊橋技大教員２名
H28：高専教員５名、長岡技大教員１名、豊橋技大教員１名
H29：高専教員３名［実施中］
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ：連携教員発令、国際共同研究支援 等

・職員グローバルSD
H25：豊橋技大職員7名
H26：長岡技大職員1名、豊橋技大職員10名、高専機構職員5名
H27：長岡技大職員2名、豊橋技大職員9名、高専機構職員11名
H28：長岡技大職員2名、豊橋技大職員7名、高専機構職員11名
H29：長岡技大職員2名、豊橋技大職員2名、高専機構職員11名

【今後の予定】
・高専教員３名でのペナン英語実践研修(H30.

2～3月)、アンケート実施・分析(H30.3月)
・H29職員SD参加者15名の報告会(H29.12月

(予定))、アンケート実施・分析(H30.1月ま
で)

【成果指標】
・博士課程DDプログラム制度を通じた留学
の拡充：派遣学生数計８名

・短期留学プログラムの実施：
派遣学生数計75名以上

【進捗状況】
・博士課程DDプログラム
ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ大学(ﾄﾞｲﾂ)、ﾊﾉｲ工科大学(ﾍﾞﾄﾅﾑ)、ﾌﾟﾗﾊ・ｶﾚﾙ大学
(ﾁｪｺ)、ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ大学(ﾒｷｼｺ)：H26･3名派遣、H27･4名派遣・1名
受入、H28･2名派遣・1名受入、H29.9月時点・1名派遣・2名受入

・博士後期課程学生対象留学プログラム（約２ヶ月間）
H26・2名、H27・1名

・グローバルリーダー養成プログラム
H26・2名、H27・8名、H28・3名、H29.9月時点・3名

・短期留学プログラム
特別推薦学生等ﾍﾟﾅﾝ研修：H27・15名、H28・17名、H29.9月時
点・調整中、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾏｰｽｸｰﾙ：H27・10名、H28・8名、H29・6名

・高専学生の海外研修(ﾍﾟﾅﾝ)：H28・38名、H29・31名

【今後の予定】
・博士課程DDプログラム
ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ大学：１名派遣。現在の機械分野に
加えて、電気･電子分野に拡充するため、試行的
に１年間学生派遣/受入を10月から開始予定

・短期留学プログラム
特別推薦学生等ﾍﾟﾅﾝ研修：学部３年生をﾏﾚｰｼｱ
教育拠点に約15名派遣し、ﾏﾚｰｼｱ科学大学学生
とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、企業見学等を実施
（H30.3月実施予定）

SD研修参加職員と
USM職員との意見
交換の様子ペナンでのSD研修の様子

QCでの修了式

特別推薦学生等ペナン研修の様子

三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

グローバル指向人材育成

⑤海外インターンシップの実施

⑥合同海外同窓会の実施

【成果指標】
・学部４年生を対象とした２ヶ月・６ヶ月の海
外実務訓練及び学部・修士課程に跨がる課題
解決型長期インターンシップの実施（派遣学
生数415名以上）

【進捗状況】
・海外実務訓練及び課題解決型インターンシッ
プの実施
H26：94名，H27：107名，H28：117名，
H29.9月現在：125名程度（予定）

【今後の予定】
・引き続き実施

【成果指標】
・三機関合同同窓生会議・交流会実施
・卒業生・修了生ネットワーク構築、名簿管理
システム及びHPの構築・維持管理等の同窓会
活動支援

・海外同窓会の主体的活動継続展開のための協力

【進捗状況】
・合同同窓生会議の実施、ネットワーク構築、名簿
管理システム構築・維持管理等に関する意見交換
H26：マレーシア、ベトナム(約160名)
H27：ベトナム、タイ、ラオス、インドネシア

(約130名)
H28：ミャンマー、スリランカ、中国(２箇所：

北京・上海) (約150名)

【今後の予定】
・H30.2月までに中国・韓国・バングラデ
シュのうち１ヶ国で開催予定

④海外事務所における取組の充実

【成果指標】
・マレーシア・ペナン、タイ・バンコク、メキ
シコ・モンテレイに海外教育拠点・事務所を
設置

・教員FD・職員SD、海外実務訓練等の拠点と
してマレーシア教育拠点を活用：
利用者数延べ1,300名以上

・タイ事務所・モンテレイ事務所での活動継続
(海外実務訓練学生受入企業等との関係維持他)

【進捗状況】
・拠点・事務所の設置、グローバル人材育成に関
する組織的基盤を強化

・教員FD・SD等の拠点としてマレーシア教育拠点
を活用(H29.9現在・延べ1,500名以上)

・タイ事務所・モンテレイ事務所での海外実務訓練
学生受入企業との関係構築，実務訓練内容の充実

タイ事務所マレーシア教育拠点

【今後の予定】
・拠点・事務所を活用したプログラム等の継続・
展開を含めてH30年度以降の在り方を具体化

モンテレイ事務所

スリランカでの海外同窓生交流会
ミャンマーでの
海外同窓生交流会

海外実務訓練
の様子



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

グローバル指向人材育成

⑦国際シンポジウムの開催

【成果指標】
・三機関が共催・連携した国際会議・
シンポジウムの開催：
参加者計3,600名

【進捗状況】
・以下の国際会議を三機関が連携・協力して開催

(総参加者数：約4,500名)
①IGCN【International GIGAKU Conference(国際技学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ)】
（第2回：H25.6月・長岡(487名)、第3回：H26.6月・長岡(415名)、
第4回：H27.7月・長岡(540名)、第5回：H28.10月・長岡(243名)）

②IGNITE【International Conference of  Global Network for 
Innovative Technology 】

（第１回：H25.12月・ペナン(約170名)、第２回：H26.12月・ペナン(約
100名)、第３回：H28.1月・ペナン(252名)、第４回：H28.8月・ペナン
(145名)、第５回：H29.8月・ペナン(268名) ）

③ISATE【International Symposium on Advances in Technology
Education】
シンガポールのポリテクニック5校と共催の教員向け国際研究集会

(ISATE2013：H25.9月・奈良(152名)、ISATE2014：H26.11月・シン
ガポール(266名)、ISATE2015：H27.9月・長岡(171名)、
ISATE2016：H28.9月・仙台(196名)）

④ISTS【International Symposium on Technology for 
Sustainability】
高専機構と海外の包括協定校の共催による、コミュニケーション能力の
向上と国際感覚の涵養に貢献することを目的に実施する高専学生主体の
国際シンポジウム

（ISTS2013：H25.11月・香港(311名)、ISTS2014：H26.11月・台湾
(397名)、ISTS2015：H27.8月・ﾏﾚｰｼｱ(175名)、ISTS2016：H28.10
月・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(160名)、ISTS2017：H29.8月・ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ(74名))

○アセアン諸国大学学長会議
H28.12月に、アセアン諸国にある交流協定締結大学の学長等が参加
する「アセアン諸国大学学長会議（ASEAN University Presidents
Forum、マレーシア・ペナン）」を初めて開催し、大学のグローバル
戦略、学生及び教員の国際流動性に関しての意見交換等を行った。
（参加者：78名）

【今後の予定】
・①IGCN第５回をH29.10.5～6・

長岡にて開催予定
・③ISATE2017をH29.9.19～22・

シンガポールにて開催予定

IGCN(国際技学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ）

IGNITE

アセアン諸国大学学長会議

ISATE

ISTS

三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

イノベーション指向人材育成

①イノベーション教育カリキュラムの開発

・技学イノベーション推進センターの設置
・GI-netの整備

【進捗状況】
H25
・技学イノベーション推進センター設置
H26
・GI-net稼働
H27
・博士課程技術科学イノベーション専攻の設置
・地域連携教育研究用情報システム稼働
H28
・映像録画システムや映像伝送システム等整備
・高専連携推進センター設置

【成果目標】
・イノベーション人材教育手法のコンセプト・
戦略の実施、協働教育プログラムの実施、接
続カキュラムの実施。

・テーラメイド・バトンゾーン(TB)教育の実施。
・国内外の企業ならびに教育機関においてPBL
実践教育の実施。

・企業実習を含んだMOT教育の実施。
・イノベーション人材がもつ、各能力の達成目
標に対応する科目とのマッピングに基づく共
通的科目の実施（６科目）、領域での科目実
施（４科目）、領域の教科書作成（10科目）

・PBL実践教育を推進するための実践教育の
実施（10件以上）

【進捗状況】
H27
・領域の科目に関する教科書（５科目）を作成
H28
・領域の科目に関する教科書（３科目）を作成
・アクティブラーニングに関する教育指導書を作成
・MOT実習カリキュラムを改定
H29.９
・イノベーション人材の定義及び達成目標と科目の
マッピングの実施（共通科目、数学分野、専門）

・領域の科目に関する教科書（１科目）を作成
・MOT実習カリキュラムを改定

【今後の予定】
・イノベーション教育手法のコンセプト・戦略の実
施・一層の充実

・教職員の資質向上プログラムとして、技学イノ
ベーション推進センターでは、教育方法開発セン
ターと共同でアクティブラーニング研修会を実施

・世界の数か所において実施されている海外先進取
組事例の視察・調査（教員６名，学生13名）

・国内外の企業ならびに教育機関における、PBL実
践教育の推進

・学生育成のための研究室FDに関するハンドブッ
クの改善・充実

・評価方法の検証を進め、評価手法開発を教員FD
に展開

日本感性工学学会出版賞受賞

・三機関が連携し、アクティブラーニングによる人材育成手法と、
PBL教育手法を活かした地域課題解決型の全国的なネットワーク
を次の領域で形成できた：クリーンエネルギー、レジリエントイ
ンフラ、アグロインダストリー、アシスティブテクノロジー、プ
レミアム地域ブランド、グローバルイノベーション教育。
・Society5.0の実現に向けた、全国のものづくり地域の産業界と
連携する地域課題解決型研究開発・人材育成の領域の拠点・ネッ
トワークの形成に至っている。
・モデルコアカリキュラムを基とした専攻科カリキュラムのモデ
ル（専攻科レベル）及び５年一貫博士課程技術科学イノベーショ
ン専攻のジェネリック科目コンテンツ（大学院レベル）の構築
・ 25年度に全国59拠点を専用回線で結ぶGI-netを整備し、これ
までに21,556回の遠隔講義・会議等を開催した。大幅な移動時間
の節減や旅費節減（累計9.1億円以上）となった。

全国６０拠点を結ぶGI-net
（遠隔講義、発表会、会議等で活用）

３機関の協働によるモデルコアカリ
キュラムをベースとし、アクティブ
ラーニングを取り入れた教科書シリ
ーズ

アクティブラーニ
ングに関する教育
指導書（FDにも活
用）

海外視察
（ケンブリッジ大等）

海外での実践的県境開発
（ベトナム等）

日本工学教育協会工学教育賞（著作部門）受賞

他分野・多世代
ワークショップ



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

イノベーション指向人材育成

③バーチャルシンポジウムの実施

【成果目標】
・イノベーション人材育成のための
レクチャーシリーズ(50回程度)

・教職員FD研修等(30回程度)
・シンポジウムの中継(10回程度)

【進捗状況】
・シンポジウムをGI-netで試行配信(H25)
・レクチャーシリーズ実施【49回】

H26:16回，H27:14回，H28:14回，H29.9月現在:５回
・教職員FD・SD研修実施【27回】

H26:13回，H27:９回，H28:３回，H29.9月現在:２回
・シンポジウムの中継【13回】

H27:２回，H28:６回，H29.9月現在:５回
・著作権許諾等の手続きの共通化(H26)
・Webを利用した受講者アンケートの検討(H26)

【今後の予定】
・全国規模配信（各大学：10月まで）
・レクチャーシリーズ実施(３回)
・FD・SD研修等(５回程度)
・研究倫理・不正防止研修，教育・研究・外部資
金獲得等の教職員連携，研究推進・産学連携推
進への取組 等の講演・講義

②イノベーションシーズ拠点の実施

【成果目標】
・GI-netの運用
・広域連携教育研究用情報システムの運用
・選定拠点の活動（全国高専。函館・熊本
高専でアシスティブテクノロジー分野、
鹿児島・鶴岡・長岡高専でアグロインダ
ストリー分野、等）

・イノベーション拠点の活動
（東海地区高専）
・産学連携共同研究拠点の活動
・広域技術相談・知財相談拠点の活動
・イノベーションシーズ顕在化のための
国際会議・ワークショップを開催

（８回程度）

【進捗状況】
・H26：イノベーションシーズ顕在化ワーク
ショップ開催（27高等専門学校から情報発信）

・H27：イノベーションシーズ顕在化ワーク
ショップ開催（28高等専門学校から情報発信）

・H28：イノベーションシーズ顕在化ワーク
ショップを３回開催（51高等専門学校から情報発信）

・国際会議の開催（２回）
H29.9：

・イノベーションシーズ顕在化ワークショップを
２回開催（51高等専門学校から情報発信）

・国際会議の開催（１回）

【今後の予定】
・イノベーションシーズ拠点顕在化のためのワー
クショップ開催（国際技学カンファレンスにて、
イノベーションシーズ顕在化のためのワーク
ショップを開催予定。30高等専門学校、10ヶ国
程度の参集を計画。平成29年10月）

・産学連携共同研究拠点顕在化のための、ワーク
ショップ開催（イノベーションシーズ拠点を接
続し、成果報告会の開催。部門・領域で３回）

学生が主体となって運営する
国際会議 STI-Gigaku の実施

（合同ワークショップの発表会）

鹿児島にて食料とエネルギーに関する国際会議を開催

高齢化社会対応の
農漁業作業用アシスト

スーツ開発等の
PBL教育

アシスティブテクノロジー領域
（高齢者支援、インターフェース開発、
技術者育成支援のネットワーク形成）

三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

イノベーション指向人材育成

④バーチャルミュージアムの実施

⑤地域新技術モデル

【成果目標】
・バーチャルシンポジウムを録画・アー
カイブ化し，三機関で利用できる体制
を構築

・録画・アーカイブ化70コンテンツ程度

【進捗状況】
・高専フォーラムをアーカイブ化(H25)
・映像録画・映像伝送システム等の要素技術検討(H26)
・教職員FD・SD研修実施

H26：13回，H27：９回，H28：３回，
H29.9月現在：２回

・シンポジウムの中継
H27：２回，H28：６回，H29.9月現在：５回

・著作権許諾等の手続きの共通化(H26)
・Webを利用した受講者アンケートの検討(H26)

【今後の予定】
・高専フォーラム録画３コンテンツ
（H30.3月まで）
・高専・大学に実在するミュージアムのうちモデル
例を選定しアーカイブ化

・バーチャルミュージアム
のモデル例を長岡に構築
（レクチャーシリーズの
アーカイブ化３コンテン
ツ。H30.3月まで）

【成果目標】
・地域企業との共同開発事業及び学生の
参画実施

・学生と地域企業との共同開発事業実施
・高専・技科大連携プロジェクト公募型
研究事業の実施（30課題）

・高等専門学校・技術科学大学の学生と
教員が共同でニーズ指向研究プロジェ
クトを実施し、両機関の学生だけでな
く、教員のニーズへの指向性向上につ
なげる。

・ターゲットドリブン型研究事業の実施。
・コンテストへの応募（10件）
・地域貢献する新技術モデルの提案
（10件）

・夏季休業期間等を利用したプロジェク
ト研究を実施（20回）

【進捗状況】
H26
・イノベーション研究活動の展開により，外部資金の獲得，
論文発表，知的財産の取得

H27
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント実施（高等
専門学生24名，技術科学大学生11名参加）

・高等専門学生向けプロジェクト研究実施、４回
H28
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント２回実施
（高等専門学生74名，技術科学大学生54名参加）
・高等専門学生向けプロジェクト研究実施、４回
H29.９
・高等専門学生，技術科学大学生合同イベント２回実施
（高等専門学生10名，技術科学大学生９名参加）
・高等専門学生向けプロジェクト研究実施（２回）

【今後の予定】
・地域企業と連携した，共同研究等への学生の参画
の拡充・充実

・高専・技科大連携プロジェクト公募型研究事業
・地域に貢献する高専連携事業として、高等専門学
校・技術科学大学の学生と教員が共同でニーズ指
向研究プロジェクトを実施し、両機関の学生だけ
でなく、教員のニーズへの指向性向上にも反映地
域貢献プロジェクトの実施（10件）（平成30年
３月まで）

・ターゲットドリブン型研究事業（３件）
（平成30年３月まで）

地域新技術モデル（奄美大島地域のバイ
オマスを活用したキクラゲ製造、等。特

許出願、PBL教育の実施）

簡易栽培施設(キクラゲの生産)

キクラゲ栽培工場

シンポジウムのアーカイブ化

専攻科学生等を対象に
長期休暇を利用したイ

ンターンシップ

日経新聞主催
PIONEERS ASIAのコン
ペにへ応募（世界の上
位200者に５件選定）

他分野・多世代・複数国籍チーム
でコンテストに向け事業アイデア
作成（90秒ピッチプレゼン）

ジャガイモ産地を対象
とした革新的種苗栽培

技術



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

高専教育高度化

①協働教育プログラムの実施
【進捗状況】
高専・技科大が連携して、高専生に質の高い協

働教育プログラムを提供するプログラムを拡大し
た。
・H28年度にアクティブラーニング活用のための
マニュアルを作成

・協働教育プログラムを継続的に実施
＜受講生数＞
H24：120名，H25：146名，H26：153名，
H27：156名，H28：125名，
H29.9月現在：93名

②接続カリキュラムの実施と検証に
基づく改善

③FD活動・人事交流の一層の充実

【成果目標】
・協働教育に係るマニュアルを活用し、
導入している協働教育プログラムを
継続的に実施する（受講生850名以
上）

【今後の予定】
・アクティブラーニングマニュアルを活用した授業の実
施（各高専：H30.２月まで）

・学生の自主的・能動的な協働プログラム実施
（長岡：H30.3月まで）
・高専－技科大共同研究実施（両大学：H30.3月まで）
・体験実習生・長期インターンシップの受入実施とアン
ケート調査に基づくPDCAの実施（豊橋：H30.3月ま
で）

【成果目標】
・各高専のモデルコアカリキュラム
（試案及び改定案）の導入状況を継
続的に把握（51高専）

・連携教育プログラムの実施拡大と継
続的な運用に関して検討，改善

【進捗状況】
接続改善の観点から、技科大が高専生向けに

講義を配信し、単位認定可能とした（H27,28
計65人）
・アドバンストコースの協働本部主体でH28よ
り全国高専に展開

・技大－高専連携教育プログラムの開発におい
て，専攻科教育における先導科目３科目開発
（プロジェクトマネジメント，環境マネジメ
ント，コンプライアンス）

【今後の予定】
モデルコアカリキュラム試案を技科大の協力も得て

ブラッシュアップし、H29.４月に改訂版を作成
・モデルコアカリキュラム取組状況調査を10月に実
施し，各高専における導入状況を確認

・カリキュラム接続点検DBへの全高専データの登
録・チェック・更新（9月末），更新版DBの提供と
利用講習会開催（10月），シラバス点検（12月）

・高専機構Webシラバスデータの提供によるDBの持
続的更新体制整備（H30.3月まで）

・アクティブラーニングによる授業、CBTによる到達
度確認を本格実施し、PDCAサイクルを実践。技科
大での教育改善につなげる

【成果目標】
・各高専のモデルコアカリキュラム
（試案及び改定案）の導入状況を継
続的に把握（51高専）

・連携教育プログラムの実施拡大と継
続的な運用に関して検討，改善

【進捗状況】
・アクティブラーニングトレーナー研修会実施
（H27：104名，H28：89名・51校）

・FD研修プログラムを高専機構の協力を得て開
発・実施（H28.9.8～9/北九州高専）GI-net
にて21高専に配信

・グローバルFD派遣（技科大での研修＋海外派
遣）

H26：高専教員10名，豊橋教員１名
H27：高専教員10名，豊橋教員１名
H28：高専教員５名，豊橋・長岡教員各１名
H29：高専教員３名 高専教員英語講義実践研修の様子

【今後の予定】
・FD研修プログラム 技科大・高専展開支援(10月まで)
・高専連携教員による教育研究活動支援(H30.3月まで)

三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

共同教育人材育成
①共同教育コースの開講・充実
【成果目標】
両技科大修士課程(博士前期課程)学生を対象
に，教育資源を相互提供し,共同実施する｢グ
ローバルイノベーション共同教育プログラ
ム｣を平成28年度開講。充実させる（受講生
数H28年度の10%増，コンテンツ数10%
増）。

②共同独立専攻の検討

③海外教育拠点を活用したプログラムの
開講・充実

【進捗状況】
・H28：長岡・２名，豊橋・17名
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ特論のコンテンツ数：11

・H29：長岡・６名，豊橋・27名
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ特論のコンテンツ数：13

・両技科大共同教育プログラム合同運営委員会を
設置

【進捗状況】
・共同の委員会を設置する計画としているが，未
来投資戦略2017，経済財政運営と改革の基本方
針2017に記述された高専と両技術科学大学が連
携して共同教育課程を設置することについて，実
質的な三機関連携の共同教育プログラムと位置づ
け，動向を注視しながら検討を進めている。

【今後の予定】
・グローバルイノベーション特論のコンテンツ
数・内容を見直し

【成果目標】
・共同教育プログラムの実施状況等を踏まえ，
共同独立専攻設置について検討。
・平成29年度に合同委員会等の設置を検討。

【今後の予定】
・左記プログラム検討を優先して進める。

【成果目標】

・海外教育拠点を活用したインターンシップ
及びグローバルセミナー等の実施。

【進捗状況】
・グローバルセミナーについて，両大学の海外
教育拠点の立地する国の企業マネジメントを
テーマにするなど，大学院生が興味を持つコン
テンツを選定し，29年度に開講することとして
いる。

【今後の予定】
・グローバルセミナーについて，今年度中に現地
の企業関係者等を講師としたセミナーを実施し，
ビデオアーカイブ化し，平成30年度オンデマンド
配信の準備を行う。



三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

今後の予定（まとめ）

グローバル指向人材育成

①グローバル教育カリキュラムの実施
事業期間中に新設した「課題解決型長期ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ(6ヶ月)」を引き続き実施するとともに、「海
外高等教育機関との共同教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(TP/DD/
JD)」については、新設・拡充の上、継続する。

②教員FD・職員SD研修の実施
【教員FD】
ﾆｭｰﾖｰｸ市立大学QC校での英語研修(海外研修期間
の短縮、6週間)及びTUT「連携教員制度」を活用
し、高専・技科大連携活動を強化する。

【職員SD】
派遣前研修のGI-net活用、英語ﾚﾍﾞﾙに応じた研修
ﾒﾆｭｰを増やすこと等、見直しの上、継続して実施
する。

③長期・短期留学プログラムの実施
DDﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして継続して
実施する。

④海外事務所における取組の充実
海外教育拠点・事務所の活用実績、必要軽費等を
踏まえ、今後のあり方を具体にする。

⑤海外インターンシップの実施
引き続き実施する。

⑥合同海外同窓会の実施
同窓会組織と連携し、立ち上げた海外同窓会の活
動支援策を具体にする。

⑦国際シンポジウムの開催
主要な国際会議として継続して実施する方向で検
討を行っている。

共同教育人材育成

①共同教育コースの開講・充実
引き続き「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共同教育

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を実施。

②共同独立専攻の検討
高専と両技科大が連携した共同教育課

程設置の可能性についての検討を優先的
に進める。

③海外教育拠点を活用したプログラ
ムの開講・充実
海外教育拠点の将来的なあり方を踏ま

えつつ、海外実務訓練、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを継
続する。また、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾐﾅｰのｺﾝﾃﾝﾂ利用
を進める。

イノベーション指向人材育成

① 技科大・高専協働によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材育成
・ 高専と技科大で相互の協働教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施し、
高専学生の学位取得支援方策を検討するとともに
、これに伴って本学・高専教員の技学教育能力の
向上を図る。

・ 高専専攻科生および技科大大学院生に対する高専
・技科大の共同指導実績を増やし、ﾈｯﾄﾜｰｸを活用
した指導実績を積むとともに、FD/SD活動の方法
を検討する。

・ 高専・技科大・地域企業の共創的連携を通じた教
育・研究により各ものづくり地域で継続的に活躍
するﾘｰﾀﾞｰ的技術者を育成し、地域産業の活性化に
貢献する。

・ 地域新技術ﾓﾃﾞﾙの推進・改善を図り、“産”と“学生
”が連携して地域の活性化を進めるとともに、学生
（人材）ﾄﾞﾘﾌﾞﾝ型の新しい産学連携手法のFSを行
う。

・ GI-netを活用したﾊﾞｰﾁｬﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑを実施し、ｱｰｶｲﾌﾞ化を進める。

② 海外教育拠点等を活用したｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
人材育成
・ ﾂｲﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおけるﾈｯﾄﾜｰｸ利用教育をより充
実し、GI-net授業を有効に取り入れたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの確
立を目指す。

・ 実務訓練・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟにおいて国内と海外を組合せ
た研修内容などを検討する。複数のﾂｲﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ実施校に同時配信するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開校GI-net授業を
実施する。

・ 学生が主体となるJSTS、ISTS、STI_GIGAKUな
ど、高専と技科大の学生が連携した国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
を開催する

・ 高専-技科大の教育ｼｽﾃﾑを、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾒｷｼｺ、ﾍﾞﾄﾅﾑに
加え、他のｱｼﾞｱ、ｱﾌﾘｶ諸国へ展開されることが期
待されている。世界の高専-技科大の教育ｼｽﾃﾑの制
度設計と実践を行う組織整備の設立を推進する。

・ﾓﾃﾞﾙｺｱｶﾘｷｭﾗﾑ（平成29年4月改定）に
基づいたｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞによる授業を
実施する。

高専教育高度化

三機関連携・協働教育改革構想（文部科学省 国立大学改革強化推進事業）

－世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成－

長岡・豊橋両技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革

最終成果報告会

平成30年

２月１日(木)
14:15～17:35
(受付開始13:45)

＜会場＞

KKRホテル東京
11階 孔雀
東京都千代田区大手町1-4-1

これまでに技術科学教育研究推進協議会外部委員より得た主な意見

(株)三菱総合研究所 大石善啓常務研究理事

(株)セルバンク 前田裕子取締役

豊田工業大学 榊 裕之学長

トヨタ自動車九州(株) 二橋岩雄代表取締役会長

高エネルギー加速器研究機構 小林 誠特別栄誉教授

東京工業大学 三島良直学長

マレーシア科学大学 Asma Ismail学長

H29.2.24第３回会議での発言より

多くの教員が英語で授業できるようになるのは素晴らしいことであるが，そう
いう能力を生かすには学生が英語での講義を受講したときの理解力が必要
であり，チューニングが要るのではないか。イノベーションの取組として教科
書の作成は大変期待できる。英語にしても世界に通用するような無いように
していただきたい。

全体として具体的で実践的なよい取組を行っていると思う。グローバルな実
務の研究や体験をした人が帰国後にいかに共有して組織的に展開するか
が重要である。

いろんなことをやってこられて最終年度を迎えるにあたり，その後どのように
これらを続けていくか，具体的な方針を立てていかないといけない。数字，
いろんなことをやったとの実績だけでなく，それをやったおかげで何か変わ
ったかを見せていくことも必要である。

グローバル人材育成プログラムで海外経験を重視しているのは素晴らしい。
ただ，留学生を受け入れる方がコミュニケーション機会という意味ではコスト
パフォーマンスがいいのではないか。

能動的に学生が企画・運営を行う学生主体での国際会議，シンポジウムの
開催は非常によい取組である。これらの取組をいかに継続実施するかが重
要であり，来年１年掛けて，その事業は残して，どれは減額してでもやるとい
った具体的な計画を立てていただきたい。

シンポジウム開催数や論文発行数といった指標，KPIはプロセス指標であり，

最終的にはどれだけベンチャーが創出されたか，それが上場に至ったかと
いう結果が重要ではないか。工学の目指す姿として，産業振興につながるシ
ーズの発掘する，そういう社会を目指すとの踏み込みを期待したい。

産官学だけでなく地域社会も加えた４者を交えた形での活動をしていただき
たい。留学生の数を増やすことについては，単位の互換性などがネックであ
り，グローバルに整合性のある学位，資格，認定制度をつくることが必要で
ある。
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平成２４年度国立大学改革強化推進補助金 実績報告書 
 

 事 業 名 称 

三機関（長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構）

が連携・協働した教育改革 ～世界で活躍し，イノベーションを起こす

実践的技術者の育成～ 

 
 補 助 事 業 の 実 績 等  別紙のとおり 

 補 助 事 業 実 施 期 間  平成２５年２月２１日 ～ 平成２６年３月３１日 

 事業推進担当者      氏 名  所 属・職 名 

 事業推進代表者 新原 晧一 国立大学法人長岡技術科学大学・学長 

 事業推進責任者 大西  隆 国立大学法人豊橋技術科学大学・学長 

会計事務担当者名     所属・職名    連絡先(電話番号、FAX番号、e-mailアドレス) 

石川 高史 総務部・財務課長 電話 0258-47-9210、FAX 0258-47-9040、 

e-mail kaikacho@jcom.nagaokaut.ac.jp 

 

 



様式６（第１２条第１項関係）                                         （別紙１）  
 

 補助事業の実績   

本事業を企画・実施するための三機関協働・連携組織として，①教育改革実施本部、②教育

改革推進室を設置するとともに、事業に係る事前調査や三機関連携活動の基盤となるネットワ

ークシステム、教育改革推進高度化設備、高専FD教員受入用教育研究高度化設備、ものづくり・

イノベーション創出教育設備等の調達を行った。 

 

 補助事業に係る具体的な成果   

・本事業を企画・実施するための三機関協働・連携組織として、教育改革実施本部、教育改革

推進室を設置し、平成25年度においては各２回，11回の会議を実施し、事業の円滑な実施、

また、その企画立案や連絡調整に機能した。 

・三機関連携活動の基盤となるグローバル・イノベーション・ネットワーク（GI-net）の整備

により、三機関及び全国国立高専51校の計59拠点が高速通信専用回線で遠隔講義・会議シス

テムで結ばれた。これにより、平成26年度以降多地点接続及び双方向での講義・会議等が可

能となり、キャンパス間の移動に要する時間や距離の問題を解消し、三機関の有する教育・

研究の膨大なリソースを共有して活用できる体制が構築され、質の高い教育・研究の進展に

向けての準備が整った。 

・教育戦略及び学習・研究指導への活用を図るため、長期的教育学習情報を蓄積する学習ポー

トフォリオ開発及び高専との協働・連携科目を充実するe-learningコンテンツ開発等の教育

改革推進高度化設備を整備した。 

・平成26年度高専グローバルFD(長期)教員10名を決定するとともに、ニューヨーク市立大学ク

イーンズ校にて７月から開始するFDに係る、４月から豊橋技術科学大学での事前研修におい

て使用する高専FD教員受入用教育高度化設備を整備した。 

・両技術科学大学において，ものづくり・イノベーション創出教育設備を整備した。この設備

を活用することで，学生のものづくりマインド，イノベーション指向を身につける教育の高

度化が可能となった。 

 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」、「本年度の補助事業実施計画」と対応  

  させて分かり易く記入すること。 

 

 



様式６（第１２条第１項関係） 
 

長技大総第２８号 

平成27年４月10日 

   文部科学大臣 殿 

  

(所 在 地) 

     (大 学 名) 

      

     (代表者名) 

 

新潟県長岡市上富岡町１６０３－１ 

国立大学法人長岡技術科学大学 

 

学長 新 原 晧 一 

 
               

 

 

 

 

 

平成２５年度国立大学改革強化推進補助金 実績報告書 
 

 事 業 名 称 

三機関（長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構）

が連携・協働した教育改革 ～世界で活躍し，イノベーションを起こす実

践的技術者の育成～ 

 
 補 助 事 業 の 実 績 等  別紙のとおり 

 補 助 事 業 実 施 期 間  平成２５年４月１日 ～ 平成２７年３月３１日 

 事業推進担当者      氏 名  所 属・職 名 

 事業推進代表者 新原 晧一 国立大学法人長岡技術科学大学・学長 

 事業推進責任者 大西  隆 国立大学法人豊橋技術科学大学・学長 

会計事務担当者名     所属・職名    連絡先(電話番号、FAX番号、e-mailアドレス) 

石川 高史 総務部・財務課長 電話 0258-47-9210、FAX 0258-47-9040、 

e-mail kaikacho@jcom.nagaokaut.ac.jp 

 

 

 



様式６（第１２条第１項関係）                                         （別紙１）  

補助事業の実績  
 

（三機関の体制） 

・本事業実施のため、三機関で設置した教育改革推進室の下で、カリキュラム検討部会、FD 等検

討部会、海外展開部会、イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会、高等専門学校教

育高度化推進室及び海外キャンパス共同設置準備室を設置し、グローバル指向人材育成及びイ

ノベーション指向人材育成関連事業に関する三機関の連携・調整に関する体制を整備した。 

・本事業の目的である「三機関が連携・協働することにより、教育機能をさらに進化させ、世界

で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者育成」を広く社会に公表するため、平成25年

10月17日(木)に三機関連携・協働教育改革事業シンポジウム「グローバル化時代に求められる実

践的技術者像」と題してシンポジウムを開催した。 

・本事業に対する助言・提言を行うため、三機関の長及び外部有識者を構成員とする技術科学教

育研究推進協議会を設置し、平成26年３月19日(水)に開催した。 

（グローバル指向人材育成） 

① グローバル先端技術科学教育推進センターの設置 

・グローバル指向人材育成事業の実施の中心となる「グローバル工学教育推進機構」を豊橋技術

科学大学に設置（平成25年10月１日）し、本機構を構成する２つのセンター（国際協力センタ

ー、国際教育センター）の運営協議会に、国立高等専門学校機構及び長岡技術科学大学のメン

バーが参画する体制を整えた。 

・グローバル工学教育推進機構の設置に併せ，最先端の情報処理技術を備えた教育研究環境を効

率的に学生や教員に提供するための高度情報教育用端末システムや３Ｄプリンタを始めとした

教育用設備等国立大学改革強化に連動した環境整備を行った。 

 

② 教員 FD・職員 SD 研修の事前調査 

・次年度の教員 FD 事業本格実施に向け、派遣先大学（ニューヨーク市立大学クィーズ校）との協

議、教員の先行派遣及び短期（１週間）・中期（４週間）の高等専門学校教員海外派遣、研修調

査等を実施した。これらの活動を踏まえ、派遣教員の教育研究能力の向上とともに、三機関が

連携した長期教員グローバル FD 事業のプログラム設計を行った。 

・豊橋技術科学大学では、職員 SD 事業として、マレーシア・ペナンへ若手職員を試行的に短期間

（平成26年１－２月、８日間）派遣した。 

・長岡技術科学大学では、大学の国際化への対応のため、国際的業務を経験することに重点を置

き、OJT として実質的な海外業務経験を積むことを目的として、若手職員をベトナム、マレー

シア、タイ、イギリスに短期間（平成26年１－３月、１週間程度）派遣し、次年度以降の SD 事

業の事前調査を行った。 

 

③ 海外インターンシップ先の調査 

・海外実務訓練として、豊橋技術科学大学の学部学生をマレーシア・ペナンに派遣（平成26年１

－２月）した。多国籍企業、現地企業における海外での実務訓練を通じ、今後の教育研究プロ

グラムとして実務訓練事業を展開していく上での課題を抽出した。 

 

④ 海外事務所設置準備 

・マレーシア（ペナン・豊橋技術科学大学、平成25年12月）、タイ（バンコク・長岡技術科学大

学、平成26年１月）に海外教育拠点、海外事務所を新たに設置し、既存の三機関が設置する海

外事務所と合わせ、海外におけるグローバル事業展開における三機関連携の基盤を整えた。新

たに設置した海外拠点・事務所等を活用したグローバル事業を展開していくため、現地大学等

との連携・協力事業を進めた。 

 

⑤ 合同同窓会の実施 



・マレーシア・ペナンでの海外拠点の開設の機会を利用して、豊橋技術科学大学に留学した卒業

生の会合を開催するとともに、次年度以降の三機関合同の同窓会実施に向けた準備を行った。 

・マレーシアにおいて長岡技術科学大学に留学した卒業生の同窓会を開催するとともに、次年度

以降の三機関合同の同窓会の実施に向けた準備を行った。 

 

⑥ 国際シンポジウム開催 

・技学カンファレンス（平成25年6月21－23日、長岡市）、ISATE International Symposium on 

Advanced Technology（平成25年9月25－27日、奈良市）、ISTS: International Symposium on 

Technology for Sustainability（平成25年11月20－22日、 香港）、IGNITE:ペナンカンファレンス：

International Conference of Global Network for Innovative Technology（平成25年12月5日、 マレーシ

ア・ペナン)等の国際会議・国際シンポジウムを三機関が連携･協力して開催した。 

 
（共同設置する海外キャンパスを活用した共同教育人材育成） 
・マレーシア・ペナンの海外教育拠点（豊橋技術科学大学）、タイ・バンコク海外事務所（長岡
技術科学大学）を新たに設置した。今後、これら海外における拠点・事務所での活動を通じた
知見を共有し、三機関が連携・協力した人材育成事業の具体的な展開、方策等についての検討
を行う基盤を整えた。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

① イノベーション指向人材育成の実施体制を整備すべく、産学官融合技術科学教育推進センター

設置準備室（平成25年７月１日）を設置、検討の上、技学実践教育・基幹ネットワーク運用部

門、融合キャンパス推進部門及び技学イノベーション・産業創出実践部門からなる技学イノベ

ーション推進センターを長岡技術科学大学に設置（平成25年９月１日）するとともに、専任教

職員や産学官連携コーディネーター等を配置し、イノベーション創出を目指す産学官融合研究

を通した教育を推進する三機関協働の教育研究体制を整えた。 

 

② 年度内７回のイノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会を開催し、三機関連携による

１）イノベーション教育カリキュラムの検討、２）イノベーションシーズ拠点の検討、３）バ

ーチャルシンポジウムの検討、４）バーチャルミュージアムの検討及び５）地域新技術モデル

の検討を行った。 

 

③ 三機関に導入したグローバル・イノベーション・ネットワークシステム（以下「GI-net」とい

う。）の運用方針等を定め、円滑な運用を図る体制を整備した。 

 

（カリキュラム検討部会） 

① 英語能力向上プログラムの開発 

・修士課程１年生全員に TOEIC を受験させ、その成績によるクラス分けした集中講義（12クラ

ス、各15コマ）を実施し、さらにその効果を見るために TOEIC を受験させた。また、集中講義

には高等専門学校の英語教員にも参加してもらい、高等専門学校での英語教育との連携につい

ても検討した。 

 

② 高等専門学校－技術科学大学間連携教育プログラムの開発 

・三機関のカリキュラム検討部会を４回開催し、高専コアカリキュラムとの接続性等について検

討を行った。また、技術科学大学の科目を高等専門学校で先取りするプログラムや高等専門学

校・技術科学大学教員の協働による授業科目開設等によるプログラムを実施する対象高等専門

学校の拡大を検討した。 

 

③ 技学教育の質保証と教育戦略支援に資するポートフォリオシステムの構築 

・教育戦略及び学習・研究指導への活用を図るため、長期的教育学習情報を蓄積する学習ポート

フォリオの開発を推進し、平成25年12月に試行運用版の作成を完了した。 

 

④ E-Learning コンテンツの開発等 



・学内科目（地球環境学Ⅱなど）、高等専門学校との協働科目（福井工業高等専門学校）及び高

等専門学校からの提案科目（岐阜工業高等専門学校、鈴鹿工業高等専門学校）について、コン

テンツ開発を進めた。また、ILIAS の認証機能拡充を図り、全学への開放を開始した。 

 

（高専教育高度化推進） 

・高等専門学校教育高度化推進室を14名の委員で発足した。平成25年度は６月、10月、１月、３

月の計４回の会議を開催し、１）協働教育に係るアクティブラーニング導入の課題整理とマニ

ュアル作成の検討、２）高専モデルコアカリキュラム導入状況の調査（８月、２月）と情報共

有、３）高等専門学校におけるグローバル人材育成のための教員 FD の実施状況の把握等を進め

た。 

 

補助事業に係る具体的な成果 
 

（三機関の体制） 

・教育改革推進室会議を毎月開催し、また、カリキュラム検討部会、FD 等検討部会、海外展開部

会、イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会、高等専門学校教育高度化推進室会議

及び海外キャンパス共同設置準備室会議を定期的に開催し、グローバル指向人材育成及びイノ

ベーション指向人材育成関係諸活動の連絡・調整、情報の共有を三機関の間で緊密に行うこと

ができた。 

・平成25年10月17日(木)に三機関連携・協働教育改革事業シンポジウムでは、本事業の紹介、特別

講演及び「グローバル化時代に求められる実践的技術者像」と題してパネルディスカッション

が行われ、研究マネージャの育成に力を入れてほしい、また、世界レベルまで研究を高めるこ

とが大事等の意見を踏まえ、イノベーションを創出し、加速的・効果的にグローバル化に対応

できる世界で活躍する実践的・創造的技術者の育成に向けた教育改革に連携・協働して取り組

むことを、両技術科学大学・高等専門学校教員全員で共有することができた。 

・平成26年３月19日(水)に開催した技術科学教育研究推進協議会では、本事業の概要、グローバル

指向人材育成及びイノベーション指向人材育成の事業展開の説明の後、意見交換があり、今

後、加速するグローバル社会に対する目標を定め事業を展開する、世界的なモデルとしてのグ

ローバルエンジニアの育成に力を入れる等、今後、事業を進めるうえで貴重な助言を得ること

ができた。 

 
（グローバル指向人材育成） 

① グローバル先端技術科学教育推進センターの設置 

・豊橋技術科学大学内にグローバル工学教育推進機構及び同機構国際教育センターの設置（専任

教員２人、兼任教員５人）により、グローバル関連事業を推進する体制を強化できた。また，

グローバル工学教育推進機構の設置に併せ，必要な環境整備を行った。 

 

② 教員 FD･職員 SD 研修の事前調査 

・教員 FD の事前調査、試行活動として、派遣先大学（ニューヨーク市立大学クィーズ校）へ教員

１名（豊橋技術科学大学教員）を先行派遣した他、世界的な教育研究拠点での研修及び教育研

究調査に高等専門学校教員等を短期（１週間程度）・中期（１か月程度）合わせて71名を派遣し

た。これらの活動を通じ、派遣教員の教育研究能力の向上、教授手法改善等が図られたととも

に、平成26年度から実施する長期教員グローバル FD 事業における具体的な制度設計を行うこと

ができた。 

・マレーシア・ペナンへ豊橋技術科学大学の若手事務職員７名を各８日間派遣し、事前英語研修

成果の実践、海外における事務実務を通じた能力向上を図り、次年度以降の職員 SD 事業実施に

向けた課題を抽出することができた。 

・長岡技術科学大学では、若手事務職員16名をベトナム、マレーシア、タイ、イギリス等に短期

間（平成26年１－３月、１週間程度）派遣し、海外での国際関係実務を経験させることで、毎

年実施している語学研修の成果の実践、さらに課題解決能力、コミュニケーション能力等の資

質向上を図ることができた。 

 



③ 海外インターンシップ先の調査 

・豊橋技術科学大学の学部学生21名をマレーシア・ペナンでの海外実務訓練に派遣し、多国籍企

業、現地企業での実務訓練を行い、参加学生の異文化理解の向上、外国語でのコミュニュケー

ション能力、グローバル人材への意識向上等を図ることができた。また、実務訓練期間、実務

訓練内容等、平成26年度以降実施するプログラムの制度設計に際しての知見を得ることができ

た。 

 

④ 海外事務所設置準備 

・マレーシア（ペナン・豊橋技術科学大学）、タイ（バンコク・長岡技術科学大学）に海外教育拠

点、海外事務所を新たに設置したことにより、三機関のグローバル人材育成に関する組織的基

盤を強化することができた。特に、マレーシア・ペナンにおける教育拠点設置に際しての開所

式には、両国政府関係者、地元及びアセアン諸国大学等からの参加者も含めて、約300人が参加

し、広報活動も積極的に行い、本事業の情報発信にもつなげることができた。海外教育拠点・

海外事務所設置を通じ、教育プログラムを海外展開する際の相手国政府の許認可、現地拠点の

法人格取得等、制度面での課題を特定できた。また、海外大学等と連携した海外短期留学・研

修事業による学生派遣31名、受入18名を行った。 

・タイ事務所（バンコク・長岡技術科学大学）には連携教育コーディネーターを常駐させ、高等専門

学校学生のインターンシップ開拓の支援活動を開始した。（長野工業高等専門学校、富山高等専門学

校） 

 

⑤ 合同同窓会の実施 

・マレーシア・ペナンでの開催した豊橋技術科学大学に留学した卒業生の会合、及びマレーシ

ア・サイバージャヤで開催した長岡技術科学大学の同窓会では、今後の三機関合同同窓会活動

について具体的アイディアの共有ができた。 

 

⑥ 国際シンポジウム開催 

・以下の国際会議・国際シンポジウムを開催し、国内外からの参加者を集め、技術教育、技術科

学の成果共有・普及、グローバルな視点での教育・研究力向上が図られた。 

・技学カンファレンス（平成25年6月21－23日、長岡市）、参加者487名 

・ISATE: International Symposium on Advanced Technology（平成25年9月25－27日、奈良市）、参加

者152名 

・ISTS: International Symposium on Technology for Sustainability（平成25年11月20－22日、香港）参

加者311名 

・IGNITE:ペナンカンファレンス：International Conference of Global Network for Innovative 

Technology（平成25年12月５日、マレーシア・ペナン）参加者170名 

・タイシンポジウム（平成25年9月23んち、タイ・バンコク）参加者70名 

 

（共同設置する海外キャンパスを活用した共同教育人材育成） 

・上記、海外拠点・海外事務所での各機関の海外実務訓練・インターンシップ実施などの教育プ

ログラムの試行的な実施等を踏まえ、次年度のグローバル教育カリキュラム検討の上での知見

を得ることができた。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

①  技学イノベーション推進センターにおいて、イノベーション指向人材育成のため、まず長岡

技術科学大学内で教育研究協力者を募集するとともに、事業推進計画を検討し、２分野（技

学実践教育分野、技学イノベーション分野）５テーマ（クリーンエネルギー、レジリエント

インフラ、アグロインダストリー、プレミアム地域ブランド、アシスティブテクノロジー）

について、高等専門学校及び豊橋技術科学大学に教育研究メンバーの公募を行い２大学・48

高等専門学校延べ431名の高等専門学校－技術科学大学連携による拠点を形成した。この三機

関協働ネットワーク構築の下、５テーマについては、さらに23のサブテーマを設けた。平成

26年２月７日(金)から８日(土)の二日間にわたり、「技学イノベーション推進センターキック



オフミーティング」を開催し、参加した197名（２日間で延べ435名）で協働体制の確認と今

後の活動計画等について協議し、教育研究活動を開始することができた。 

 

② －１ イノベーション教育カリキュラム（技学実践教育手法）の検討 

・技学実践教育分野の中心拠点である明石工業高等専門学校、仙台高等専門学校、岐阜工業高等

専門学校及び国立高等専門学校機構とともに教育手法と評価方法のコンセプトと戦略作りに着

手し、検討会・勉強会を開催した。また、ICT を活用したアクテイィブラーニングを試行し、

平成26年度に本格実施する体制を整えることができた。 

・イノベーション人材育成においては、アクティブラーニングを用いた授業の実施がその重要な

ひとつの教育方法であることから、その確立を目指し、仙台高等専門学校、明石工業高等専門

学校を対象にアクティブラーニングの概要と位置付けの整理、教育体制調査と課題抽出、アク

ティブラーニング適用に関する分析、アクティブラーニング授業の指針作成を行った。 

・イノベーション力向上を目的に、平成26年度から「技学イノベーション特別講義１・２」を開

講することとした。 

・海外先進取組事例として、ICT 活用及びアクティブラーニングの調査のためシンガポール

(Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic)へ９名の教職員を派遣し、来年度の検討・実施に向け

た貴重な知見を得ることができた。 

・学生の海外におけるイノベーションに繋がる教育や研究の活動の促進のため、イノベーション

先進教育事例海外研修を計画し、６か国（タイ、英国、米国、ミヤンマー、独国、韓国）に12

名の学生を派遣した。 

・先駆的に教育改革を進める米国の大学等との教育・研究交流の推進を目的に、５大学等(MIT,  

Columbia University, Queens College, The City University of New York, Columbia Secondary School for 

Math. Science and Engineering, Olin College of Engineering)に教職員及び学生を８名派遣した。継

続的な学生交流等について協議し、平成26年度においても教育研究交流を図ること等を合意す

ることができた。 

・イノベーション指向人材育成の海外先進取組事例を調査するため、英国の産業事情等調査

に９名の教職員を派遣した。  

 

③ －２ イノベーションシーズ拠点の検討 

・技学イノベーション推進センターの技学イノベーション・産業創出実践部門を中心に多

くの分科会等を開催し、イノベーションシーズ拠点を検討・確定し、次年度からの活発

な拠点活動の準備を完了することができた。 

・三機関が連携した教育研究活動で生じる知的財産権等の取扱いに対応するため、三機関

において合意書を締結した。 

 

②－３ バーチャルシンポジウムの検討 

・平成25年10月17日、東京丸の内 MY PLAZA ホールにおいて、世界で活躍し、イノベーシ

ョンを起こす実践的技術者の育成に向け、連携・協働して実施する教育改革の取り組み

を広く周知するための教育改革シンポジウム「グローバル化時代に求められる実践的技

術者像」を開催し、その模様を GI-net の平成26年度本格実施に向けた試行として、両技

術科学大学・全高等専門学校に動画配信し、意識の共有化を図ることができた。  

 

②－４ バーチャルミュージアムの検討 

・平成25年８月21日から23日に開催された「全国高専教育フォーラム」の模様を撮影、ア

ーカイブ化し、GI-net の平成26年度本格実施に向け準備を行った。  

・香川高等専門学校詫間キャンパス及び弓削商船高等専門学校の資料館等を調査し、バー

チャルミュージアム構築に向けた検討を行った。  

 

②－５ 地域新技術モデルの検討 

・技学イノベーション推進センターの技学イノベーション・産業創出実践部門を中心に分

科会を開催し、高等専門学校・技術科学大学連携研究による学生と地域企業との共同開発事

業の検討・準備を進めた。 



 

③三機関によるネットワーク設備運用方針等ワーキンググループを立ち上げ、GI-net 運用

方針及び配信コンテンツ等の検討し、来年度実施の準備を整えることができた。 

 

（カリキュラム検討部会） 

① 英語能力向上プログラムの開発 

・英語集中講義の前後に行った TOEIC の成績比較では、少人数クラス編成を行った成績下位のク

ラスで TOEIC 点数の上昇が認められた。また、集中講義を担当された高等専門学校教員と技術

科学大学教員の間で高等専門学校・技術科学大学での英語教育のあり方、教育方法等について

検討の場を持つことができた。 

 

② 高等専門学校－技術科学大学間連携教育プログラムの開発 

・カリキュラム検討部会で検討課題の摺り合わせ等を行い、高等専門学校－技術科学大学カリキ

ュラムの接続性、アクティブラーニングの積極的導入等の準備ができた。また、高等専門学校

生の長岡技術科学大学での先取り科目受講や高等専門学校・技術科学大学教員の協働科目の開

設プログラムの対象高等専門学校を拡大することができた。 

 

③ 技学教育の質保証と教育戦略支援に資するポートフォリオシステムの構築 

・本学入学前の履修状況、入学時成績評価、在学中学習履歴・教育評価及び卒業後の経歴等の情

報を逐次入力し、入力データの統合・分析・評価を試行的に実施し、本格運用版を完成させる

ことができた。既に、特待生の成績と一般学生の成績の比較など、試行版を用いて教育戦略へ

の活用を図ることを試み始めた。 

 

④ E-Learning コンテンツの開発等 

・三機関のカリキュラム検討部会で E-Learning コンテンツ開発や連携教育に対する高等専門学校

の要望や活用方法等について複数回にわたり検討を行い、平成25年度は10科目のコンテンツ開

発を進め、次年度以降の教材としての使用が可能となった。 

 

（高専教育高度化推進） 

① 科目の内容や特性に応じてアクティブラーニングの手法を適宜選択して導入できるようなマ

ニュアル「技術者教育のためのアクティブラーニング活用法（案）」の目次を検討し、導入

部分の内容について案を作成した。 

 

② 全高等専門学校に対しモデルコアカリキュラム（試案）の取組状況に関するアンケートを実

施し、各高等専門学校における導入状況を把握し、次年度以降の詳細な検討の準備ができ

た。 

 

③ 高等専門学校におけるグローバル化対応プログラム（英語による講義力強化のための高等専

門学校教員FDなど）の実施状況について把握するとともに、次年度の実施内容について検討

した。 

 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」、「本年度の補助事業実施計画」と対応

   させて分かり易く記入すること。 

 



様式６（第１２条第１項関係） 
 

長技大総第２８号 

                                  平成27年4月10日 

   文部科学大臣 殿 

  

(所 在 地) 

     (大 学 名) 

      

     (代表者名) 

 

 新潟県長岡市上富岡町1603-1 

 国立大学法人長岡技術科学大学 

 

 学長 新 原 晧 一 
               (記名押印又は署名) 

 

 

 

 

 

平成26年度国立大学改革強化推進補助金 実績報告書 
 

 事 業 名 称 

三機関（長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構）

が連携・協働した教育改革 ～世界で活躍し、イノベーションを起こす実

践的技術者の育成～ 

 
 補 助 事 業 の 実 績 等  別紙のとおり 

 補 助 事 業 実 施 期 間  平成２６年４月１日 ～ 平成２７年３月３１日 

 事業推進担当者      氏 名  所 属・職 名 

 事業推進代表者 新原 晧一 国立大学法人長岡技術科学大学・学長 

 事業推進責任者 大西 隆 国立大学法人豊橋技術科学大学・学長 

会計事務担当者名     所属・職名    連絡先(電話番号、FAX番号、e-mailアドレス) 

石川 高史 総務部・財務課長  電話 0258-47-9210、FAX 0258-47-9040 

 e-mail kaikacho@jcom.nagaokaut.ac.jp 

 

 



様式６（第１２条第１項関係）                                                 （別紙１）  
 

 補助事業の実績   

（三機関の体制） 

・三機関で設置した教育改革推進室の下で、カリキュラム検討部会、FD等検討部会、海外展開

部会、イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会、高等専門学校教育高度化推進室

及び海外キャンパス共同設置準備室において、グローバル指向人材育成及びイノベーション

指向人材育成関連事業を推進した。 

・本事業に対する助言・提言を得るため、三機関の長及び外部有識者を構成員とする技術科学

教育研究推進協議会に外部委員２名を追加し、平成27年２月24日(火)に開催した。 

 

（グローバル指向人材育成） 

① グローバル教育カリキュラムについて 

・豊橋技術科学大学において、海外実務訓練の制度を拡充し、新たに長期間（６ヶ月）の海外

実務訓練の制度を策定した。 

 

② 教員FD・職員SD研修について 

・豊橋技術科学大学及び国立高等専門学校機構教員による、教員 FD プログラムとして、豊橋

技術科学大学での英語研修、ニューヨーク市立大学クイーンズ校（以下、「QC」という。）へ

の派遣後、マレーシア・ペナンへ移り、英語講義実践を行った。現地では、研修者は英語講

義のマニュアルを作成した。 

・職員 SD プログラムとして、事務職員による渡航前の英語研修、マレーシア教育拠点への派

遣、現地で英語を用いた実務研修を行った。また、三機関の事務職員をマレーシア教育拠点

へ派遣し、実務研修のほか、英語によりマレーシア科学大学（以下、「USM」という。）事務

職員との意見交換を行った。 

 

③ 長期留学プログラムについて 

・博士後期課程の学生を対象とした留学プログラムを策定し、当該学生を海外の研究機関へ長

期間の派遣を行った。 

・豊橋技術科学大学の協定校であるドイツのシュトゥットガルト大学と博士前期課程で、また、

長岡技術科学大学の協定校であるベトナムのハノイ工科大学、チェコのプラハ・カレル大学

と博士後期課程でダブルディグリープログラム制度を構築した。 

・豊橋技術科学大学では、ドイツのシュトゥットガルト大学との博士前期課程のダブルディグ

リープログラム制度にて、また、長岡技術科学大学ではメキシコのグアナファト大学との博

士後期課程のダブルディグリープログラム制度にて、学生が１年間留学することとなった。 

・次世代グローバルリーダーの養成の実現に向けて、多くの学生に海外経験を積み、外国語に

よるコミュニケーション能力・異文化適応力の向上、海外へのチャレンジ精神等グローバル

人材に求められる素質・能力の強化を目指すためのグローバルリーダー養成プログラムを試

行した。 

 

④ 海外事務所について 

・マレーシア教育拠点を活用し、現地大学等と連携した学生交流プログラムを数多く展開した。

また、三機関に導入したグローバル・イノベーション・ネットワークシステム（以下「GI-net」

という。）をマレーシア教育拠点にも設置した。 

・平成26年１月に設置したタイ事務所を中心に、実務訓練生を受け入れてくれる新たな企業を

開拓するため、常駐する連携コーディネーターが、タイ・インドネシア等の企業を訪問し、

調査・調整を実施した。 

・平成26年６月にメキシコ・モンテレイへ事務所を新たに設置し、プログラムコーディネータ

ーを配置することにより、北・中米におけるグローバル事業展開における三機関連携の基盤

を整備した。また、新たに設置した海外事務所を中心にグローバル事業を展開していくため、

現地企業等との連携のための調査を開始した。 



 

⑤ 海外インターンシップについて 

・豊橋技術科学大学において、学部学生をマレーシア教育拠点に派遣し、現地企業における２

ヶ月間の実務訓練とともに、本年度は新たに長期間（６ヶ月間）の実務訓練も開始した。 

・長岡技術科学大学においては、学部４年生を対象に海外実務訓練（約６ヶ月間の長期インタ

ーンシップ）を実施しており、タイ、メキシコをはじめとしてアジア、欧米等の諸外国に派

遣した。 

 

⑥ 合同海外同窓会について 

・三機関の留学した卒業生による三機関合同の同窓生交流会をマレーシア・ペナンにて、国際

シンポジウム IGNITE2014に合わせて開催した。 

・ベトナム・ハノイにて、三機関の卒業生並びに各機関に在籍する教職員及び学生の一層の連

携強化を図ることを目的として三機関合同の交流会を実施した。また、次年度以降の開催に

向け、準備を開始した。 

 

⑦ 国際シンポジウムについて 

・第３回国際技学カンファレンス in 長岡（平成26年６月20－22日、長岡市）、ISATE2014: 

International Symposium on Advances in Technology Education 2014（平成26年９月24－26日、シ

ンガポール）、ISTS2014: The Fourth International Symposium on Technology for Sustainability 

2014（平成26年11月19－21日、 台湾)、IGNITE2014:ペナンカンファレンス：International 

Conference of Global Network for Innovative Technology（平成26年12月14－16日、 マレーシア）

等の国際会議・国際シンポジウムを三機関が連携･協力して開催した。 

 

（共同設置する海外キャンパスを活用した共同教育人材育成） 

① 共同教育コースについて 

・豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学において、シミュレーション教育を柱とする共同教育

コースの設計に着手した。 
 

② 共同海外キャンパスについて 

・マレーシア・ペナンの海外教育拠点、タイ・バンコクとメキシコ・モンテレイの海外事務所

において、海外実務訓練の実施などの活動実績を着実に積み上げた。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

技学イノベーション推進センターの活動について協議するため、学外委員を含む技学イノベ

ーション推進協議会を開催し活動に関する助言・提言を得た。GI-net の運用を開始し、三機関

における講演会、遠隔授業、説明会、大規模会議、共同教育打合せ及び共同研究打合せ等に活

用した。 

 

①イノベーション教育カリュキュラム（技学実践教育手法）試行・検証 

・本事業において育成すべきイノベーション人材の定義、イノベーション人材が持つべき能力

の規定、三機関のポジション調査、各能力の達成目標の定義及び達成目標と科目とのマッピ

ングについて検討し試行した。 

・平成26年４月ロボコン海外派遣・交流事業を北米（MIT、コロンビア大学）において実施し、

教育研究交流を図った。また、平成27年３月グローバル・イノベーティブモデル構築事業と

して学生・教員をイギリスに派遣した。 

・平成26年11月ベトナム、12月タイに学生・教員を派遣し実践教育を実施した。また、アクテ

ィブラーニング実践演習を実施し、受講学生の中から海外論文発表の機会を与えた。 

 

②イノベーションシーズ拠点の発掘・整備 

・GIGAKU カンファレンスにおいて、イノベーションシーズ顕在化のためのワークショップを

開催した。 

・高専－技科大新技術説明会、全国高専テクノフォーラム等を開催し、イノベーションシーズ



の情報発信を実施した。 

・豊橋技術科学大学に導入した「広域連携教育研究用情報システム」の運用・管理を行い三機

関での利用を可能とした。 

 

③バーチャルシンポジウム（GI-net シンポジウム）の試行・検証 

・三機関で検討し、ノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズ及び教職員 FD・SD 研

修等を実施した。 

 

④ バーチャルミュージアム（GI-net ミュージアム）の試行・検証 

・バーチャルシンポジウムで配信したコンテンツを録画し、アーカイブ化を実施した。 

 

⑤地域新技術モデルの試行・検証等 

・融合キャンパス構想の情報発信を行った。 

・高等専門学校－技術科学大学連携研究プロジェクトを通して、イノベーション研究活動及び

イノベーション人材育成活動を実施した。 

 

（カリキュラム検討部会） 

① 英語能力向上プログラムの開発 

・学部３年生全員を対象に年２回 TOEIC を受験させ、各自の英語能力状況を自覚させることが

できた。 

・修士課程１・２年生全員を対象として５月に TOEIC を受験させ、その成績によるクラス分け

した集中講義（19クラス、各15コマ）を実施、さらにその効果を見るため９月に TOEIC を受

験させた。 

・英語プレイスメントテストとして，学部生全員を対象として４月に TOEIC を受験させ、学部

３年生は TOEIC 成績の低い学生向けに英語強化クラス（英語基礎 II）を設置し、基礎力の向

上を図る制度を導入した。 

 

② イノベーション力向上に係る講義の開講 

・学部３・４年生を対象とした、学内で開催される講演会等の受講を内容とする新設教養科目

「技学イノベーション特別講義１・２」を開講した。また、GI-net での配信を行い三機関で

共有した。 

 

③ 高等専門学校－技術科学大学間連携教育プログラムの開発 

・三機関のカリキュラム検討部会を２回開催し、高等専門学校からの要望を踏まえた、協働教

育プログラム案の企画・試行を行った。また、先取り教育の推進のためカリキュラムの調査、

先導科目、協働科目実施に向けたカリキュラムの検討・調整を行った。 

 

④ 技学教育の質保証と教育戦略支援に資するポートフォリオシステムの構築 

・教育戦略及び学習・研修指導への活用を図るため、機関ポートフォリオシステムと出席管理

システムとの連携を行い成績や留年等との相関分析ができるように整備した。 

 

⑤ E－Learning コンテンツの開発等 

・学内科目、高等専門学校との協働科目及び高等専門学校からの提案科目等のコンテンツ開発

や学内科目の開発を進めた。 

・e ラーニング高等教育連携(eHELP)加入高等専門学校にコンテンツ開発支援を行ったコンテン

ツを eHELP の単位互換協定校に配信した。 

・主に７高等専門学校事業に係るアクティブラーニングに技術科学大学がステークホルダーと

して参加した。また、ILIAS の認証機能拡充を図った。 

・購入した高性能コンピュータ(HPC)を利用するためのコンテンツ、講習会プログラムを開発

した。 

 

⑥ 高等専門学校－技術科学大学間カリキュラム接続性の検証データベース開発 

・高等専門学校の講義と大学での講義の内容、レベルをチェックし、カリキュラム改訂に用い



るためのデータベースを開発し、モデル校を抽出して接続性検証を行った。国立高等専門学

校機構が開発中の web シラバスシステムからのデータ抽出ソフトを開発し、最新のカリキュ

ラムデータに基づく接続性検証のシステムを整備した。 

・高等専門学校と技術科学大学のカリキュラム内容およびレベルについて学生にアンケート調

査を実施し、データベースによる接続性検証内容とのクロスチェックを行い、接続性検証の

精度について検討した。 

 

⑦ 協働教育型インターンシップの検討 

・高等専門学校と協働したキャリア教育として、従前から実施してきた高等専門学校生体験実

習の受け入れに先立って学生の学習内容に応じた事前課題を課し、実習後に学生の状況を高

等専門学校教員へフィードバックする制度の試行を行った。 

 

⑧ グローバル教育プログラムの検討 

・海外教育拠点を活用した海外実務訓練の継続的実施に加えて、学部－大学院連続の課題解決

型長期インターンシップ制度を創設し、試行した。 

 

（高専教育高度化推進） 

① 協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施 

・協働教育に係るアクティブラーニング活用のためのテキスト案およびマニュアル案を作成し

た。 

 

② 接続カリキュラムの検討 

・高等専門学校モデルコアカリキュラムの取組状況に関する調査（10月）を実施し，その結果

を情報共有した。 

 

③ FD活動・人事交流充実に向けた検討 

・全国８か所でのアクティブラーニング研修会を実施し，総計309名の参加があった。 

 

 補助事業に係る具体的な成果   

（三機関の体制） 

・本事業の各会議を今年度導入した GI-net により、各機関を専用ネット回線で結び、定期的に

開催し、本事業関係諸活動の連絡・調整、情報の共有を三機関で緊密に行うことができ、旅

費等の経費削減に繋がった。 

・平成27年２月24日(火)に開催した技術科学教育研究推進協議会では、本事業の概要及びグロ

ーバル指向人材育成及びイノベーション指向人材育成の事業展開を説明の後、意見交換があ

り、「産業界側からすると、知的財産を取得し、プログラムの終了後も産学連携を継続して

いくなど、実用化になるように取り組んでいくことが有効であること。」、「知財に関して、

現実的なソリューションが大切であること。」、「『グローバル人材』、『イノベーション

人材』の育成のための大義や動機づけをどのように行うかについて、カリキュラムあるいは

教育の中に取り込んでいく必要があること。」、「両技術科学大学と高等専門学校が連携・

協働の体制を取ることは、現在のモビリティーという意味で、力を出し合って盛り上げ、産

業界に採り入れてもらう仕組みとしては非常によいこと。」など、外部委員等から、今後、

事業を進めるうえで貴重な助言を得ることができた。 

 

（グローバル指向人材育成） 

① グローバル教育カリキュラムについて 

・豊橋技術科学大学において、新たに長期間（６ヶ月）の海外実務訓練の制度を策定し、グロ

ーバル人材を育成するためのグローバル教育カリキュラム検討の基盤作りができた。 

 

② 教員FD・職員SD研修について 

・教員 FD プログラムとして、国立高等専門学校機構10名及び豊橋技術科学大学教員１名につ

いて、２ヶ月間の渡航前英語研修・６ヶ月間の QC での英語教授法研修・２ヶ月間のマレー



シア・ペナンでの英語講義実践研修を行った。このことにより、国立高等専門学校機構と豊

橋技術科学大学との共同研究、さらに、QC との共同研究の連携強化を実現できた。また、

教育研究能力の向上及び英語教授法の改善を図ることができた。また、派遣教員により、マ

レーシア・ペナンで英語講義実践マニュアルを作成・周知することで、他の高等専門学校教

員への波及効果を得ることができた。 

・職員 SD プログラムとして事務職員７名（英語初級レベル）を対象に、週２回の渡航前英語

研修を３ヶ月間実施し、その後、マレーシア教育拠点に１週間程度派遣し、英語を用いた国

際会議の実務対応を行うことで、コミュニケーション能力の向上を図ることができた。 

・事務職員（英語中級レベル）計６名を、マレーシア教育拠点へ２週間程度派遣し、上記国際

会議の中心的な実務対応を行うとともに、USM の事務職員とそれぞれの業務内容を意見交換

することで、海外との業務の違いを学び、国際業務の課題解決能力の向上を図ることができ

た。 

 

③ 長期留学プログラムについて 

・豊橋技術科学大学において、博士後期課程の学生を対象とした留学プログラムを策定し、学

生２名を２ヶ月程度海外の研究機関へ派遣を行うことで、海外研究者の研究の場に直接触れ

る機会を得ることができ、国際的に活躍できる博士人材の育成に資することができた。 

・豊橋技術科学大学の協定校であるドイツのシュトゥットガルト大学と博士前期課程で、また、

長岡技術科学大学の協定校であるベトナムのハノイ工科大学、チェコのプラハ・カレル大学

と博士後期課程でダブルディグリープログラム制度を構築することができた。 

・豊橋技術科学大学ではドイツのシュトゥットガルト大学との博士前期課程のダブルディグリ

ープログラム制度にて学生２名を留学させ、長岡技術科学大学ではメキシコのグアナファト

大学との博士後期課程のダブルディグリープログラム制度にて学生１名を留学させることが

できた。 

・長岡技術科学大学において、グローバルリーダー養成プログラムとして、博士後期学生を２

名アメリカの大学に派遣し、先端的研究に触れる機会を得ることができ、グローバル人材に

求められる素質・能力の強化に資することができた。 

 

④ 海外事務所について 

・マレーシア教育拠点を活用した学生交流プログラムを数多く展開するとともに、教員ＦＤプ

ログラムにおけるマレーシア・ペナンでの英語講義実践の活動拠点としての利用及び国際シ

ンポジウム IGNITE2014の会場としての活用などにより、本年度はおよそ500名（延べ数）の

来訪者があった。また、同拠点に設置した GI-net の利用により、英語講義実践の様子をペナ

ンから各機関へ同時配信することにより、今後、同拠点にて教育プログラムを活用していく

可能性が広がった。 

・４月にグローバル実務訓練セミナーを開催し、地元企業、在タイ日系企業及び政府機関関係

者等に長岡技術科学大学の実務訓練制度をアピールする等の取り組みを通じ、タイ事務所に

常駐している連携教育コーディネーターが実務訓練生を受入れてもらえる企業を開拓したと

ころ、タイにおいて５社新規に受入れ可能となり、国立高等専門学校機構（長野工業高等専

門学校、長岡工業高等専門学校）から４人の学生を派遣、長岡技術科学大学から４人の学生

を派遣することができ、高等専門学校としては初となる長期インターンシップが実現した。

また、現地にて長岡技術科学大学の学生と高等専門学校の学生が交流を深めることができ、

技術科学大学への興味増進に繋げることができた。 

・メキシコ・モンテレイに海外事務所を設置し、プログラムコーディネーターを配置すること

により、三機関のグローバル人材育成に関する組織的基盤を強化することができた。８月に

開催した開所式は、ヌエボレオン州の政府関係者、モンテレイの地元企業及び日系企業関係

者等から出席があり、本事業の趣旨等をご理解いただくとともに、現地日系企業・メキシコ

の現地企業を訪問し、ネットワーク構築と連携強化に向けた基礎形成を進めることができた。 

 

⑤ 海外インターンシップについて 

・豊橋技術科学大学において、学部学生12名をマレーシア・ペナンに派遣し、現地企業での２

ヶ月間の実務訓練を行うことで、異文化理解及び外国語でのコミュニュケーション能力の向



上、更にグローバル人材としての意識向上を図ることができた。また、本年度から６ヶ月間

の長期間の海外実務訓練を開始した。現地企業の技術者と連携し、課題解決能力の向上、グ

ローバル技術者としての知見を得ることが期待される。 

・長岡技術科学大学においては、学部４年生を対象に海外実務訓練（約６ヶ月間の長期インタ

ーンシップ）を実施しており、タイに14名、メキシコに６名を派遣するなど、海外全体で58

名を派遣し、国際感覚豊かな実践的グローバル技術者の育成に努めている。 

 

⑥ 合同海外同窓会について 

・マレーシア・ペナンにて、三機関合同の海外同窓生交流会を開催した。各国からおよそ100

名の参加があり、今後の機関を越えた取組への協力に関する意見交換を行うことができた。 

・ベトナム・ハノイにて、三機関合同海外同窓生交流会を開催し、およそ60名の参加があった。

この三機関合同海外同窓生交流会ではネットワーク形成に向け、ベトナム在住の OB 等と意

見交換を行うとともに、次年度以降の開催にあたり、より有意義なものとするための検討・

課題の共有ができた。 

 

⑦ 国際シンポジウムについて 

以下の国際会議・国際シンポジウムを開催し、国内外からの参加者を集め、技術教育、技術

科学の成果共有・普及、グローバルな視点での教育・研究力向上が図られた。 

・第３回国際技学カンファレンス in 長岡（平成26年6月20－22日、長岡市）、参加者415名 

・ISATE2014: International Symposium on Advances in Technology Education 2014（平成26年9月24

－26日、シンガポール）、参加者266名 

・ISTS2014: The Fourth International Symposium on Technology for Sustainability 2014（平成26年11

月19－21日、台湾）参加者397名 

・IGNITE2014:ペナンカンファレンス：International Conference of Global Network for Innovative 

Technology（平成26年12月14－16日、マレーシア・ペナン）参加者約100名 

 

（共同設置する海外キャンパスを活用した共同教育人材育成） 

① 共同教育コースについて 

・豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学において、シミュレーション教育を柱とする共同教育

コース設計に着手し、コースの検討体制を整備することができた。 

 

② 共同海外キャンパスについて 

・マレーシア教育拠点において、海外実務訓練や学生交流プログラムなどの活動実績を着実に

積み上げ、今後の海外教育拠点・事務所を活用した共同教育コースの検討の上での知見を得

ることができた。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

今年度より GI-net を本稼働させ、講演会、遠隔授業、説明会、大規模会議、共同教育打合せ

及び共同研究打合せ等、三機関における教育研究活動等を活発に実施した。 

・多地点接続会議・講義725回、のべ接続数6,233対地。このうち，技術科学大学・高等専門学

校全校の参加を前提とした大規模講義・会議は29回。 

・一対一接続会議758回。 

また、平成27年２月10日(火)に技学イノベーション推進協議会を開催し、本事業の概要、事

業展開の説明の後、意見交換があり、外部委員から、事業終了後の財源確保のための地方にお

ける事例紹介、グローバルなイノベーション人材育成への期待等、今後事業を進める上で貴重

な助言・提言を得た。 

 

① イノベーション教育カリキュラム（技学実践教育手法）の試行・検証 

・本事業において育成すべきイノベーション人材の定義（生産やサービスの現場の課題を飛躍

的に解決するイノベーション、これを着実に達成できる人材）、イノベーション人材が持つべ

き能力の規定（教育・研究を通じて従来から身につけている自然科学・数学に関する知識と

運用能力、専門分野に関する高度知識と運用能力に加え、技術科学思考能力、協調的技術開



発能力、社会との対話能力及び技術創生能力の高度化を図る）、三機関のポジション調査（仙

台高等専門学校、明石工業高等専門学校との人材育成カリュキュラム開発の基本調査及び大

学情報の利活用のあり方の戦略的調査）、各能力の達成目標の定義及び達成目標と科目とのマ

ッピングについて検討し試行した。また、アクティブラーニング手法の調査及び研修を実施

し、三機関教員の教育能力向上を図ることができた。 

・先駆的に教育計画を進めるニューヨーク市立大学、コロンビア大学、オーリン工科大学及び

マサチューセッツ工科大学に、学生・教職員を派遣し、ロボットの実演・プレゼン等を通じ

た教育研究交流を図り、今後の教育研究交流事業の検討を進めることができた。また、グロ

ーバル・イノベーティブモデル構築事業として、ブリストル大学、オックスフォード大学及

びハノイ工科大学に学生・教職員を派遣し、新学術領域の講義の受講・研究室見学等を体験

し、国際共同研究及び教育手法の伝授、学生の海外研修の手法と注意点、英語による現地教

員とのネゴシエーション力の向上が図られた。学生においては、研究に関するモティベーシ

ョンの向上、英語コミュニケーション能力の実践的研修、先端的研究の体得、グローバルに

活躍出来る研究者に必要な素養とその涵養方法について多くのことを学ぶことができた。 

・ハノイ工科大学テストプラントでの脱タンパク質化天然ゴムの試作、タイ MTEC での MST

測定実験を通して実践的人材育成を行った。また、高等専門学校生・技術科学大学生31名に

よるイノベーション人材育成を指向したグループディスカッションやビジネス現場を再現し

たアクティブラーニング実践演習を実施し、受講生の中からホーチミン工業大学、コンケー

ン大学へ派遣し、論文発表を行うとともにベトナム、タイ学生との交流、コミュニケーショ

ン、合意形成等の能力を養うことができた。 

 

② イノベーションシーズ拠点の発掘・整備 

・６月 GIGAKU カンファレンスにおいて、イノベーションシーズ顕在化のためのワークショッ

プを開催し、27高等専門学校から情報発信を行った。 

・三機関連携し高専－技科大新技術説明会、全国高専テクノフォーラム等を共催し、イノベー

ションシーズの情報発信を行い外部資金の獲得を図ることができた。 

・豊橋技術科学大学に導入した「広域連携教育研究用情報システム」の運用・管理を図るとと

もに、三機関で認証システムについて検討を行い利用可能とした。 

 

③バーチャルシンポジウム（GI-net シンポジウム）の試行・検証 

・三機関で検討し、イノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズ（16回）及び教職員

FD・SD 研修等（13回）を実施し、学生の教育及び教職員の啓発等が図れた。三機関でのコ

ンテンツ利用促進のため、講師への著作権許諾等に関する手続きを共通化した。また、来年

度に向け、Web を利用した受講者アンケート等を検討した。 

 

④バーチャルミュージアム(GI-net ミュージアム)の試行・検証 

 ・バーチャルシンポジウム（GI-net シンポジウム）を録画・アーカイブ化するとともに、三

機関で利用・提供できるよう、映像録画システムや映像伝送システム等の要素技術の検討を

行った。 

 

⑤地域新技術モデルの試行・検証等 

・産学官連携担当教員を中心に、地元の自治体、企業及び金融機関に本事業の産学官融合キャ

ンパス構想を説明し協力要請を行い、来年度に向けて企業開拓を進めている。 

・５領域（クリーンエネルギー、レジリエントインフラ、アグロインダストリー、プレミアム

地域ブランド、アシスティブテクノロジー）の高等専門学校－技術科学大学連携研究プロジ

ェクトにおいて、学生の海外派遣、留学生の受入、高等専門学校－技術科学大学間での学生

派遣、コンテストへの応募等を通じてイノベーション人材育成を図るとともに、ノベーショ

ン研究活動を展開し、外部資金への申請・獲得、論文発表、知的財産の取得等を図ることが

できた。また、今年度より新たに４領域（イノベーション教育、生命環境工学技術者育成、

次世代シミュレーション、研究推進プロジェクト）を設け、イノベーション研究活動及びイ

ノベーション人材育成活動を実施することができた。 

 



（カリキュラム検討部会） 

① 英語能力向上プログラムの開発 

・学部３年生時点から修士への進学条件のひとつである TOEIC 基準点数を意識した英語力強化

の必要性を自覚させることが出来た。 

・英語集中講義の前後に行った TOEIC の成績比較から、集中講義に10コマ（全15コマ）以上出

席した学生及び少人数クラス編成を行った成績下位のクラスで、TOEIC 点数の上昇が認めら

れた。 

・４月に全学部学生を対象に実施した英語プレイスメントテストで、TOEIC 成績が一定レベル

に達しない学部３年次編入学生には、英語力を強化する英語特別授業をカリキュラムに配置

した。この実施により受講者には正規の英語講義の成績上昇が認められた。 

 

② イノベーション力向上に係る講義の開講 

・長岡技術科学大学では、学部４年生を対象とした新設教養科目「技学イノベーション特別講

義１・２」を開講した（講義数21回、受講者数延べ1,169人）。また、GI-net での配信を行い

三機関で共有した（13回発信、延べ129機関）。 

 

③ 高等専門学校－技術科学大学間連携教育プログラムの開発 

・カリキュラム検討部会で検討課題摺り合わせ等を行い、先導的に進めているアドバンストコ

ースの対象11高等専門学校に対して交渉・調整を行うとともに、大学院学生を高等専門学校

に派遣した。また、現在のアドバンストコースの枠組の拡大を前提としたカリキュラムの検

討・調整を行った。 

 

④ 技学教育の質保証と教育戦略支援に資するポートフォリオシステムの構築 

・技術科学大学入学前の履修状況、入学時成績評価、在学中学習履歴・教育評価及び卒業後の

経歴等の情報蓄積を引き続き行い、平成26年８月１日から機関ポートフォリオの本格運用を

開始した。それにより、技術科学大学の教育方法、教育戦略の改善に資する利用を開始した。

また、出席管理システムとの連携を行い、今後、出欠状況データを蓄積して、成績や留年、

休学、退学との相関分析体制を整えた。これにより、学習指導、教育戦略支援への活用範囲

の拡大が期待できる。 

 

⑤ E－Learningコンテンツの開発等 

・本部会で E－Learning コンテンツ開発や連携教育に対する高等専門学校の要望や活用方法等

について複数回にわたり検討を行い、学内科目、高等専門学校との協働科目及び高等専門学

校からの提案科目等のコンテンツ開発を進めた。 

・平成26年度は６高等専門学校11科目のコンテンツ開発を進め、次年度以降の教材としての使

用が可能となった。また、学内科目（環境材料科学特論など）の開発も行った。なお、平成

25年度に e ラーニング高等教育連携(eHELP)加入の２高等専門学校にコンテンツ開発支援を

行って作成したコンテンツを eHELP の単位互換協定校に配信した。 

・購入した高性能コンピュータ(HPC)を利用するためのコンテンツ、講習会プログラムを開発

し、高等専門学校教員や学生への利用環境を構築した。 

 

⑥ 高等専門学校－技術科学大学間カリキュラム接続性の検証データベース開発 

・開発したデータベースと学生へのアンケート調査を用いて、技術科学大学への入学者の多い

高等専門学校を中心に各課程のコア科目に対する接続制検討を行った結果、講義のレベルが

大きく異なるがシラバス上の表現が類似しているものが多数存在することが判明した。一方、

学生へのアンケート調査からは、技術科学大学で受けた講義の内容・水準が高等専門学校で

受けた講義より高度であることが示された。この検討結果を踏まえて、次年度以降のシラバ

ス改定に際して全学的にシラバスの内容見直しを行う事とした。 

 

⑦ 協働教育型インターンシップの検討 

・高等専門学校と協働したキャリア教育として、高等専門学校生体験実習の受け入れに先立っ

て受講学生の学習内容を所属高等専門学校から情報を収集し、学習歴を考慮した事前課題を



課すことで、体験実習の動機づけと達成度の向上を目指す試行を行った。学生へのアンケー

トや試行の分析の結果、当初目的の受講者の実習の動機づけが明確になった事、事前課題に

よりスムーズに実習に取りかかれより高い達成度と満足度が得られたことから、平成27年度

から全学的に展開することとなった。 

 

⑧ グローバル教育プログラムの検討 

・マレーシア教育拠点を活用したサマースクール等の短期教育プログラムを実施 

・USM 等の現地教育機関との連係により、教員の英語 FD 受講内容の実践講義を実施 

・ペナン地区の企業における海外実務訓練を継続して実施（派遣者12名） 

・学部（２ヶ月）、大学院博士前期課程（３ヶ月）の連続した課題解決型長期インターンシップ

を試行（１名） 

 

（高専教育高度化推進） 

① 各高等専門学校においてアクティブラーニング導入の手助けとなるようなマニュアル「技

術者教育のためのアクティブラーニング活用法（案）」の内容について検討し、案を作成

した。今後、内容を精査して完成し、各高等専門学校への展開を検討する。 

 

② 高等専門学校に対しモデルコアカリキュラム（試案）の取組状況に関するアンケートを実

施し、各高等専門学校における導入状況を把握した。学校全体で適合度を確認した高等専

門学校は85%（昨年度は73%）まで、モデルコアカリキュラム導入の目安となるルーブリッ

ク作成まで至った高等専門学校は10%（７%）まで向上した。 

 

③ 下記のアクティブラーニング研修会を実施した。 

（１） AL 研修会（仙台高等専門学校）（11月28―29日）、参加者42名 

（２） AL 研修会（明石工業高等専門学校）（12月１日）、参加者62名 

（３） AL 研修会（函館工業高等専門学校）（１月９－10日）、参加者16名 

（４） AL 研修会（富山高等専門学校）（１月23日）、参加者31名 

（５） AL 研修会（東京工業高等専門学校）（１月23－24日）、参加者28名 

（６） AL 研修会（香川高等専門学校）（２月６日）、参加者44名 

（７） AL 研修会（豊橋技術科学大学）（２月23日）、参加者49名 

（８） AL 研修会（長岡技術科学大学）（３月12－13日）、参加者37名 
 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」、「本年度の補助事業実施計画」と対応  

  させて分かり易く記入すること。  
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                                 長技大総第10号 

                                  平成28年4月８日 

   文部科学大臣 殿 

  

(所 在 地) 

     (大 学 名) 

      

     (代表者名) 

 

新潟県長岡市上富岡町1603-1 

 国立大学法人長岡技術科学大学 

 

 学長 東 信彦 
               (記名押印又は署名) 

 

 

 

 

 

平成27年度国立大学改革強化推進補助金 実績報告書 
 

 事 業 名 称 

三機関（長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機構）

が連携・協働した教育改革 ～世界で活躍し，イノベーションを起こす実

践的技術者の育成～ 

 
 補 助 事 業 の 実 績 等  別紙のとおり 

 補 助 事 業 実 施 期 間  平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 

 事業推進担当者      氏 名  所 属・職 名 

 事業推進代表者 東 信彦 国立大学法人長岡技術科学大学・学長 

 事業推進責任者 大西 隆 国立大学法人豊橋技術科学大学・学長 

会計事務担当者名     所属・職名    連絡先(電話番号，FAX番号，e-mailアドレス) 

渡邊 信也 総務部・財務課長 電話 0258-47-9210，FAX 0258-47-9040 

 e-mail kaikacho@jcom.nagaokaut.ac.jp 

 

 



 

様式６（第１２条第１項関係）                                                 （別紙１）  
 

 補助事業の実績   

（三機関の体制） 

・三機関で設置した教育改革推進室の下で，カリキュラム検討部会，FD等検討部会，海外展開

検討部会，イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会及び高等専門学校教育高度化

推進室において，グローバル指向人材育成及びイノベーション指向人材育成関連事業を推進

した。 

・これまでの取組状況及び今後の事業展開について，広く周知し，また意見を得るため，長岡・

豊橋両技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育改革中間報告会を平成28年1月14日(木)

に開催し，産業界・学術界より110名が出席した他，GI-netにより全国高等専門学校に配信を

行った。 

・本事業に対する助言・提言を得るため，三機関の長及び外部有識者を構成員とする技術科学

教育研究推進協議会を平成28年2月22日(月)に開催した。 

 

（グローバル指向人材育成） 

①グローバル教育カリキュラムの試行検証 

・海外実務訓練について，学生受入先企業の新規開拓を進め，学部4年生の海外派遣（2ヶ月及

び約6ヶ月）を実施したほか，課題解決型長期インターンシップ（豊橋技術科学大学，約6ヶ

月）での派遣を開始した。 

・三機関合同の海外同窓生会議・交流会を開催し，三機関の卒業生が在籍するタイ・マレーシ

アを中心とした大学を訪問し，卒業生との連携に向けた活動を進めた。 

 

②教員 FD・職員 SD 研修の実施 

・グローバル FD プログラムとして（豊橋技術科学大学及び高等専門学校の教員が参加），3ヶ

月間の豊橋技術科学大学での事前英語研修，6ヶ月間のニューヨーク市立大学クイーンズ校

（以下 「QC」）での英語による講義方法の習得，そして2ヶ月間のマレーシア・ペナンでの

英語講義実践研修を行った。加えて，研修先機関の教員との研究交流を通じて，教育研究力

の向上も図った。なお，FD プログラムの実施にあたっては，昨年度の成果や課題を踏まえ，

研修内容・プログラム実施活動の改善を行った。マレーシア・ペナンでの英語講義実践にあ

たっては，マレーシア科学大学（以下「USM」）に加え，Politeknik Seberang Perai (PSP)（い

わゆる技術工芸短期大学），Penang Skills Development Centre (PSDC)（いわゆる技術者育成セ

ンター），DISTED College（私立短期大学）との連携を深めた。 

・職員 SD として，三機関の事務職員を対象とした研修を実施した。研修では，国際業務に必要

な知識習得（国際会議運営，国際儀礼，英文書簡，英語契約書，実践英語）を目的とした国

内研修（4～6日間）を行った後，マレーシア・ペナンで，現地の高等教育機関教員による実

践英語研修，国際会議である3rd IGNITE (2016)の開催支援及び USM 事務職員との大学業務に

関する意見交換・情報収集等の活動を行った（2週間）。また，国内での国際法務研修を実施

した。 

 

③長期・短期留学プログラムの実施 

・博士後期課程の学生を対象に，1～2ヶ月の長期留学プログラムを実施した他，協定大学との

ダブルディグリープログラム（修士・博士課程）による留学派遣・留学生受入を実施した。

また，海外大学の学生，企業の若手技術者の交流等の活動を通して，世界に通用する人材を

育成するため，短期留学プログラムとして1～2週間の海外派遣（豊橋技術科学大学の特別推

薦入学者等のマレーシア・ペナン派遣等）を行った。 

・次世代グローバルリーダーの養成の実現に向けて，多くの学生に対して海外経験を積み，外

国語によるコミュニケーション能力・ 異文化適応力の向上，海外へのチャレンジ精神等グロ

ーバル人材に求められる素質・能力の強化を目指すためのグローバルリーダー養成プログラ

ムを実施した。 

 

④海外事務所における取組の充実 



 

・高等専門学校長（国立高等専門学校機構理事）経験者を，マレーシア教育拠点に常駐する特

任教授として配置することにより，三機関の連携を強化し，高等専門学校生派遣プログラム

の具体化の検討を開始した。また，マレーシア教育拠点にローカルスタッフを2名配置した。 

・タイ事務所及びマレーシア教育拠点を中心に，実務訓練生の受入れ可能な新たな企業を開拓

するため，海外事務所に常駐している連携コーディネーターと海外教育拠点に常駐している

特任教授を中心に，タイ，インドネシア，マレーシア等の企業を訪問し，調査・調整を実施

した。 

・モンテレイ事務所を中心に，グローバル事業展開における三機関連携の基盤を整備するため，

プログラムコーディネーターがモンテレイ地区を中心に現地企業等との連携のための調査を

実施した。 

 

⑤海外インターンシップの実施 

学部4年生を対象に海外実務訓練（2ヶ月及び約6ヶ月）を実施しており，マレーシア・タイ・

メキシコをはじめとしてアジア，欧米等の諸外国に派遣した。 

 

⑥合同海外同窓会の実施                                                                   

平成27年10月30日～11月1日にタイ（バンコク），ラオス（ビエンチャン）及びベトナム（ハ

ノイ）において三機関合同の海外同窓生会議・交流会を開催し，平成28年2月27日にインドネシ

ア（バンドン）においては，「豊橋技術科学大学・国立高等専門学校機構」海外同窓生会議・交

流会を開催した。 

 

⑦国際シンポジウムの開催 

第4回国際技学カンファレンス（4th International GIGAKU Conference(IGCN2015)，長岡市），

第5回 ISTS（5th International Symposium on Technology for Sustainability(ISTS2015)，マレーシア・

シャーラム他），第9回 ISATE（9th International Symposium on Advances in Technology Education 

(ISATE2015)，長岡市），第3回 IGNITE（3rd International Conference of Global Network for 

Innovative Technology(IGNITE2016)，マレーシア・ペナン）を三機関が連携・協力して開催した。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

技学イノベーション推進センターの各部門，各領域活動の内容及び成果報告を目的とした中

間報告会を開催した。また，引続き今後の取組みについて，外部教員等を交え意見交換会を行

った。 

 

①イノベーション教育カリュキュラム（技学実践教育手法）の改善・実施・検証 

・本事業において育成すべきイノベーション人材の定義，イノベーション人材が持つべき能力

の規定，三機関のポジション調査，各能力の達成目標の定義及び達成目標と科目とのマッピ

ングについて検討，改善した。また，マッピングに基づき，それぞれの育成活動を実施した。 

・平成27年9月に技学実践教育手法発展のため米国へ教員を派遣した。また，平成28年3月にベ

トナムへ学生・教員を派遣し実践教育を実施した。 

・PBL実践教育を推進するため，共同研究等を行っている高等専門学校生を技術科学大学およ

び技術科学大学関係開発事業に受け入れ実践教育を実施した。 

 

②イノベーションシーズ拠点の改善・実施・検証 

・平成26年度よりGI-netを本格稼働させ，講演会，遠隔授業，説明会，大規模会議，共同教育

打合せ及び共同研究打合せ等，三機関における教育研究活動等に活発に活用した。 

・国際技学カンファレンスにおいて，イノベーションシーズ顕在化のためのワークショップを

開催した。 

・高専－技科大新技術説明会，全国高専フォーラム等を開催し，イノベーションシーズの情報

発信を実施した。 

・全国ICT農業研究会を立ち上げ，「食・農・環境研究プロジェクト」を組織した。 

・平成26年度に導入し，三機関での利用が可能となった「広域連携教育研究情報システム」を

今年度から本格稼働した。 

 



 

③バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）の改善・実施・検証 

平成26年度より本格稼働した GI-net を利用し，学生向けイノベーション教育プログラムとし

て GI-net レクチャーシリーズ，教職員の資質向上プログラム及び研究倫理・不正防止研修等を

三機関に26回発信した。 

 

④バーチャルミュージアム（GI-netミュージアム）の改善・実施・検証 

バーチャルシンポジウムで配信したコンテンツを録画し，アーカイブ化を実施した。 

 

⑤地域新技術モデルの改善・実施・検証 

・融合キャンパス構想の情報発信を行った。 

・高専－技科大連携研究プロジェクトを通して，イノベーション研究活動及びイノベーション人

材育成活動を実施した。 

 

（高専教育高度化推進） 

①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施 

・協働教育に係るアクティブラーニング活用のためのマニュアル案を本案化した。 

・高等専門学校生体験実習への事前課題の全学展開と追跡調査を行った。 

・高等専門学校からの要望を踏まえた，協働教育プログラムの企画や協働教育プログラムを実施

した。 

 

②接続カリキュラムの検討 

・モデルコアカリキュラム（以下，「MCC」という。）の取組状況に関するアンケートを10月に

実施し，各高等専門学校における導入状況を確認した。 

・カリキュラム検討データベースを用いた，全学的なシラバスの内容見直しを行った。 

・技術科学大学と高専連携教育プログラムを開発（先取り教育の推進）した。 

 

③FD活動・人事交流充実に向けた検討 

・アクティブラーニング研修会を全国高等専門学校のブロック単位で実施した。 

・三機関連携教員 FD ネットワーク構築にむけた具体案を検討した。 

・高専連携教育研究プロジェクトの合同研究会などで GI-net 利用の拡大を図った。 

・高等専門学校教員のグローバル力向上のため教員海外 FD 研修を実施した。 

 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

① 共同教育コースの試行・検証 

両技術科学大学の修士課程（博士前期課程）学生を対象として，両技術科学大学の大学院で

開発・整備してきた教育資源を相互提供し共同実施する「グローバルイノベーション共同教育

プログラム」の平成28年度からの開講を決定し，必要な整備を行った。 

 

② 海外教育拠点のプログラムの検証等 

マレーシア教育拠点の通信環境を整備し，GI-net の利用が可能となり，両技術科学大学及び全

国国立高等専門学校との双方向通信が可能となった。また，共同教育プログラムには，海外教

育拠点を活用したインターンシップを必修科目の要素とする他，コンテンツに海外教育拠点を

活用したグローバルセミナーを含めるなど，グローバル指向人材の育成に海外教育拠点を十分

に活用することとしている。 

 補助事業に係る具体的な成果   

（三機関の体制） 

・教育改革推進室会議ほか各会議を GI-net により定期的に開催し，本事業関係諸活動の連絡・

調整，情報の共有を三機関で緊密に行うことができた。 

・平成28年1月14日(木)に開催した長岡・豊橋両技術科学大学と高専機構が連携・協働した教育

改革中間報告会で，これまでの事業報告及び「世界で活躍し，イノベーションを起こす実践

的技術者育成に向けて」をテーマとしたパネルディスカッションを行ない，「グローバル人

材として必要なのは，異文化・多様性を前提としたコミュニケーション能力，チームで働く



 

力等の素養をもった人材。」，「多国籍な環境でいかにリーダーシップを取れるかが重要。」，

「産業界の変化はとても早い。将来10年，15年後がどう変革していくかを踏まえて教育する

ことが非常に重要。」，「産業界の変化は速いが，教育界は安定性も大事で，ある程度長期

的な観点でのプログラム作りが必要。」など，これまでの活動及び今後の課題等に関し活発

な意見交換を行い，今後求められる技術者像並びにその育成方策について貴重な意見を得る

ことができた。 

・平成28年2月22日(月)に開催した技術科学教育研究推進協議会では，本事業の概要及びグロー

バル指向人材育成及びイノベーション指向人材育成の事業展開を説明の後，意見交換があり， 

〇「企業の中でも，どういうレベルで何ができるか，いわゆる KPI（重要業績評価指標）をど

のように設計するかを重要視されており，「結果として何を達成するか」という辺りを，より

具体化すれば，活動の目的がより明確になるのではないか。」， 

〇「全般としては，非常にプラクティカルな目的のはっきりした取り組みをしており，大学の

役割として一番重要な人材育成に非常に明確なポリシーで取り組まれ，あるいは高専の人材

育成ということで非常に明確なポリシー取り組まれていることを共通して感じた。」， 

〇「いわゆるプロジェクトマネジメントの能力をいかに高めるかは，企業でも，大きな課題と

認識しており，高専や大学の段階からこういうことを意識して教育しているのは非常にあり

がたく，是非，企業も参加して，「プロジェクトマネジメントというのは，どこまでがマネジ

メントなのか」という辺りをディスカッションさせてもらいたい。また，時間のマネジメン

トが一番難しいと感じており，教育に本当の模擬のプロジェクトを設定して，スケジュール

をいかに守って正当化していくかという取り組みも面白いのではないか。」， 

〇「技科大なり，高専では，工学系，フットワークの良さといった強みを生かして，産業界と

オープンイノベーションのパートナーとして付き合っていただきたい。」， 

〇「事務職員にいろいろな手続きを取るので，新しいアイデアを持ってもらわないといけない

ので，事務職員の教育にきちんと取り組んでいるのは素晴らしい。」， 

〇「高専，技術科学大学の先生は，産業界により役に立つ，産業界に近い仕事をしている人が

すごく多い。また，産学連携の組織があると思うので，もう少し産学連携の組織の人も巻き

込んで，どういう企業に持っていくといいかとか，どうやって特許を生み出すかとかいうと

ころも学生に学ばせて，一緒に考えるようにすると，より実学，実践に近い教育ができるの

ではないか。」 

〇「この3年間で本当に素晴らしい取り組みをしていると思っている。とりわけ，グローバル人

材育成に関して，優秀な学生が産業界にたくさん輩出されることについて，ものすごく期待

が持てると感じた。若手教員を派遣して，英語で講義を行うような体験を通じて育成してい

るということが素晴らしい。一旦企業に入ってからの教育というのはものすごく大切であり，

これは産にしても官にしても学にしても同じことであり，社会に出てからもう一度勉強する

チャンスが与えられる。それによって，今度は，それを教えられる人もそのように育ってい

く。この循環に取り組んでいるのは素晴らしい成果だと思っており，是非，これを三機関連

携のプログラムが終了した以降についても継続できるような仕組みなり態勢を作り，もう10

年間，これを20年やったら，ものすごくレベルの高い教育機関になるのではないかという期

待が持てた。」， 

〇「産官学連携のイノベーティブな教育をして，そういう人材が育ってくることが期待できる

なと感じた。グローバル人材育成は，このプログラムを通してもう突破口ができたと思うの

で，是非，イノベーション人材育成についても，こういう従来の組織や既存の大学の連携の

中では見られないような，画期的な突破口を見いだしていただきたい。」， 

〇「会社の売上の大半が海外での売上という状況になっており，英語で自由に議論できないと

いけない時代になっている。学生にもその旨肝に銘じて英語を勉強していただきたい。」 

など，外部委員等から，今後，事業を進めるうえで貴重な助言を得ることができた。 

 

（グローバル指向人材育成） 

①グローバル教育カリキュラムについて 

・グローバル人材を育成するためのグローバル教育カリキュラムの一つとして，学生1名を課題

解決型長期インターンシップ制度（約6ヶ月）によりフィンランドに派遣し（平成28年1月派

遣開始），昨年度に策定した本制度の試行を開始した。 



 

・技術科学大学を卒業・修了して現地で活躍する卒業生との連携，ネットワーク形成を図るた

め，タイ，ラオス，ベトナム，インドネシアにおける海外同窓生交流会を開催し（参加者合

計125名），意見交換を行った。また，タイ及びマレーシアにおいて，卒業生が所属する大学

等を訪問し，今後の連携・支援方策等について検討を進めることができた。 

 

②教員FD，職員SD研修について 

・教員 FD プログラムとして，国立高等専門学校機構教員8名が，2ヶ月間の渡航前事前研修及び

6ヶ月間の QC での英語教授法研修（豊橋技大学教員2名参加）の後，2ヶ月間のマレーシア・

ペナンでの英語講義実践研修を行った。加えて，研修先機関の教員との研究交流の活動も実

施した。このことにより，派遣教員の教育研究能力及び英語教授法の向上を図った。また，

派遣教員により作成された「英語で授業をするための Web 教材」について，三機関関係者の

みならず全国の大学・高等専門学校教員が利用可能としており，波及効果が期待される。 

・職員 SD プログラムとして，事務職員22名（長岡技術科学大学2名，豊橋技術科学大学9名及び

国立高専11名）を対象に，派遣前研修（国際会議運営，国際儀礼，英文書簡，英語契約書，

実践英語の講義等）を実施した。国内研修の後，平成28年1月に英語初級レベルの職員15名，

及び平成28年2月に英語中級レベルの職員7名をマレーシア・ペナンにそれぞれ2週間派遣し，

現地の DISTED College における実践英語研修，国際会議 IGNITE2016の実務対応，事前に設

定した調査テーマに関連して USM の事務職員と各人の業務内容に関する意見交換，マレーシ

ア教育拠点での講義受講・グループワーク等の活動を行った。研修活動を通じ，参加者の英

語コミュニュケーション・国際業務知識の向上を図ることができた。また，国際法務を専門

とする弁護士を講師に招き，計4日間の国際法務研修を実施した。本研修には，三機関の教職

員約90名が参加し，国際法務及び法律英語の基礎知識を習得することができた。 

 

③長期・短期留学プログラムについて 

・昨年度に引き続き，博士後期課程の学生を対象とした留学プログラムを実施し，学生1名を約

2ヶ月，オランダ及びカナダの大学へ派遣した。このことにより，海外大学での研究の場に直

接触れる機会を得ることができ，国際的に活躍できる博士・研究人材の育成に資することが

できた。 

・ドイツのシュトゥットガルト大学との博士前期課程のダブルディグリープログラム制度にお

いて，日本人学生2名を，また，メキシコのグアナファト大学との博士後期課程のダブルディ

グリープログラム制度において，日本人学生1名を留学させ，双方の大学のカリキュラムで修

学することを通じて，専門知識を高度化・重層化し，海外大学での長期の修学・生活体験を

得ることで，グローバル素養を持つ高度上級技術者養成に資することができた。 

・短期留学プログラムとして，豊橋技術科学大学の特別推薦入学者等の学部3年生15名をマレー

シア教育拠点に派遣し，USM の学生とのワークショップ・ディスカッション及び企業見学等

を実施し，国内外で活躍できるエンジニア・技術者となり得る人材育成に資することができ

た。また，グローバルサマースクールとして，豊橋技術科学大学博士課程学生10名をマレー

シアに派遣し，USM の学生とともに，フィールドワークやグループディスカッション等を行

うことで，国際的な視野の涵養と，異文化環境の中で議論と課題解決できる能力の習得をす

ることができた。 

・グローバルリーダー養成プログラムでは，長岡技術科学大学の博士後期課程学生3名，修士課

程学生5名をスタンフォード大学等の海外大学・研究機関に派遣し，先端的研究に触れ，グロ

ーバル人材に求められる素質・能力の強化とともに，海外とのネットワークの構築等に寄与

し，国際化を一層推進した。 

 

④海外事務所における取組の充実 

・教員 FD・職員 SD プログラムにおける研修拠点，海外実務訓練他の短期学生派遣事業及び国

際会議実施等，諸活動の活動拠点としてマレーシア教育拠点を活用した。同拠点では，現地

高等教育機関・地元企業等との連携拠点として，三機関以外の大学等関係者の利用・訪問も

増加し，本年度は300名（延べ数）の利用者があった。 

・タイ事務所に常駐している連携教育コーディネーターにより，実務訓練生の新規受入企業を

開拓し，タイにおいて6社新規に受入れ可能となり，学生6名（長岡工業高等専門学校，香川



 

高等専門学校及び長岡技術科学大学）を派遣することができた。 

・モンテレイ事務所に配置しているプログラムコーディネーターにより，実務訓練生の新規受

入企業を開拓し，モンテレイにおいて2社新規に受入れ可能となり，学生を平成28年度から派

遣する予定である。また，地元企業及び日系企業を訪問し，本事業の説明をするとともに，

ネットワーク構築と連携強化等に向けて基礎形成を進めることができた。 

 

⑤海外インターンシップについて 

学部4年生を対象に，2ヶ月・6ヶ月の海外実務訓練及び6ヶ月の課題解決型長期インターンシ

ップを実施し，タイに17名，メキシコに4名，ベトナムに8名，インドに7名，マレーシアに13名

等を派遣し，海外全体で16ヵ国76名を派遣し，国際感覚豊かな実践的グローバル技術者の育成

を推進した。 

 

⑥合同海外同窓会の実施 

平成27年10月30日～11月1日に，タイ（バンコク），ラオス（ビエンチャン）及びベトナム（

ハノイ）において，3ヵ国で約100名の卒業・修了生・三機関関係者の出席のもと，三機関合同

海外同窓生会議・交流会を開催した。また，平成28年2月27日に，インドネシア（バンドン）に

おいて，「豊橋技術科学大学・国立高等専門学校機構」海外同窓生会議・交流会を開催し，26名

の卒業・修了生・三機関関係者が集まった。本会議・交流会において，卒業・修了生ネットワ

ークの構築，名簿管理システム構築・維持管理及びホームページの構築・維持管理等について

意見交換を行い，今後の課題等が明確となった。 

 

⑦国際シンポジウム開催 

・以下の国際会議・ 国際シンポジウムを開催し，国内外からの参加者を集め，技術教育，技術

科学の成果共有・普及及びグローバルな視点での教育・研究力向上が図られた。 

・第4回国際技学カンファレンス（4th International GIGAKU Conference(IGCN2015)（平成27年6

月19-21日，長岡市） ，参加者540名 

・第5回 ISTS（5th International Symposium on Technology for Sustainability(ISTS2015)（平成27年8

月4日－11日，マレーシア・シャーラム他），参加者175名 

・第9回 ISATE（9th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2015)（平

成27年9月16－18日，長岡市）参加者171名 

・第3回 IGNITE2016（International Conference of Global Network for Innovative Technology(3rd 

IGNITE)（平成28年1月27日〜29日，マレーシア・ペナン），参加者252名 

 

（イノベーション指向人材育成） 

平成28年1月14日(木)に技学イノベーション推進センター中間報告会を開催し，センター事業

の概要説明，各部門・各領域の内容及び成果報告の後，センターに関する今後の取組みについ

て意見交換があり，グローバルなイノベーション人材育成への取組み等，今後事業を進める上

で貴重な情報を交換した。 
 

①イノベーション教育カリキュラム（技学実践教育手法）の改善・実施・検証 

・本事業において育成すべきイノベーション人材の定義（生産やサービスの現場の課題を飛躍

的に解決するイノベーション，これを着実に達成できる人材），イノベーション人材が持つべ

き能力の規定（教育・研究を通じて従来から身につけている自然科学・数学に関する知識と

運用能力，専門分野に関する高度知識と運用能力に加え，技術科学思考能力，協調的技術開

発能力，社会との対話能力及び技術創生能力の高度化を図る），三機関のポジション，各能力

の達成目標の定義及び達成目標と科目とのマッピングについて改善・実施した。また，アク

ティブラーニング手法の研修を実施し，三機関教員の教育能力向上を図ることができた。 

・技学実践教育手法発展のため米国で開催のイノベーション オン キャンパス カンファレ

ンスに教員を派遣し，今後の教育研究交流事業の検証を進めることができた。また，グロー

バル・イノベーティブモデル構築事業として，ハノイ工科大学に学生・教職員を派遣し，新

学術領域の講義の受講・研究室見学等を体験し，国際共同研究と教育手法の伝授，学生の海

外研修の手法と注意点及び英語による現地教員とのネゴシエーション力の向上が図られた。

学生においては，研究に関するモティベーションの向上，英語コミュニケーション能力の実



 

践的研修，先端的研究の体得及びグローバルに活躍出来る研究者に必要な素養とその涵養方

法について多くのことを学ぶことができた。 

・イノベーション指向人材育成のための実践授業を富山，長野，北九州，阿南及び苫小牧の各

高等専門学校で実施した。 

・クリーンエネルギーイノベーションのためのリスクアセスメント入門教育教材を開発した。 

 

②イノベーションシーズ拠点の改善・実施・検証 

・平成26年度より GI-net を本格稼働させ，講演会，遠隔授業，説明会，大規模会議，共同教育・

研究打合せ及び三機関における教育研究活動等で活発に実施した。 

平成27年度 GI-net 利用実績→会議・講義1,842回，のべ接続数9,244対地（平成26年度比，実

績，会議・講義1,862回，1.1％の減，のべ接続数8,507対地，8.7％の増）。このうち，技術科

学大学・全国立高等専門学校の参加を前提とした大規模講義・会議は29回（平成26年度29

回）。 

・平成27年6月開催の国際技学カンファレンスにおいて，イノベーションシーズ顕在化のための

ワークショップを開催し，28高等専門学校から情報発信を行った。 

・高専－技科大新技術説明会，全国高専フォーラム等を三機関で共催し，イノベーションシー

ズの情報発信を行い，外部資金の獲得を図ることができた。 

・エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同演習を実施し，イノベーティブに活躍出来る研究

者に必要な素養とその涵養方法について多くのことを学ぶことができた。 

・ICT 農業研究会において，各種低価格センサーを開発し，組織した「食・農・環境研究プロ

ジェクト」の各グループにおいては，外部資金獲得に向け参画している。 

・平成27年度から広域連携教育研究情報システムを本格稼働させ，年度を通して，特に高等専

門学校からの利用を促進するため，5月1日に広域連携教育用公開計算機システム利用者講習

会を GI-net により開催（受講機関：17高等専門学校）の上，利用者講習会録画データをオン

デマンド公開し，イノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活動に資することが

できた。 

 

③ バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）の改善・実施・検証 

三機関で検討し，イノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズ（14回），教職員 FD・

SD 研修（9回）及び各大学・高等専門学校で独自に企画しているシンポジウムの中継（2回）等

を実施し，学生の教育及び教職員の啓発等が図れた。 

 

④ バーチャルミュージアム(GI-netミュージアム)の改善・実施・検証 

バーチャルシンポジウム（GI-net シンポジウム）を録画・アーカイブ化するとともに，三機関

で利用・提供できるよう，映像録画システムや映像伝送システム等を構築した。 
 

⑤地域新技術モデルの改善・実施・検証等 

・産学官連携担当教員を中心に，地元の自治体，企業及び金融機関に本事業の産学官融合キャ

ンパス構想を説明し協力要請を行うなど，企業開拓を進めている。 

・6領域（クリーンエネルギー，レジリエントインフラ，アグロインダストリー，プレミアム地

域ブランド，アシスティブテクノロジー，グローバルイノベーション教育）の次の高専－技

科大連携研究プロジェクト等において，学生の海外派遣，留学生の受入及びコンテストへの

応募等を通じ，イノベーション人材育成を図るとともに，イノベーション研究活動を展開し，

外部資金への申請・獲得，論文発表及び知的財産の取得等を図ることができた。 

・高等専門学校生・技術科学大学生合同イベント「第3回エンジニアリングデザイン力を伸ばす

合同演習」に高等専門学校生24名，長岡技術科学大学生11名が参加し，人材育成活動を実施

することができた。 

・高等専門学校の夏季休業期間等を利用して産学官連携担当教員を中心に高等専門学校生に向

けたプロジェクト研究を4回実施し，技術モデル等のイノベーション研究活動及びイノベーシ

ョン人材育成活動を実施することができた。 

 

（高専教育高度化推進） 

①協働教育プログラムのカリキュラム検討・実施 



 

・昨年度作成したアクティブラーニング導入のためのマニュアル「技術者教育のためのアクテ

ィブラーニング活用法（案）」の内容を整理し，本案とした。著作権の問題などもあり，さ

らに修正するとともに，今後，アクティブラーニング授業実践のための授業設計や研修実施

のためのマニュアルなどを包含したものに著作権などを明確にして更新することとした。 

・高等専門学校生体験実習への事前課題の全学展開と追跡調査を行った。昨年度は試行（10研

究室参加）であったが，本年度は研究室からコースに拡大し，各高等専門学校から受講者約

180名が参加した。結果として，(a)実習内容に関連する背景や関連座学の復習課題を課し，初

日から深い理解の下で実習を行い，短期であっても成度と受講者への満足感を向上させるこ

と，(b)座学で学ぶ内容と現場での実践例を結びつける事で，学習の動機を強化することがで

きた。 

・協働教育プログラム対象の11高等専門学校に対して交渉，調整を行うとともに，大学院学生1

名を高等専門学校へ派遣した。また，高等専門学校生と技術科学大学生とが協働して地域イ

ノベーションを推進する教育プログラムを実施した。 

 

②接続カリキュラムの検討 

・MCC の取組状況に関するアンケートを平成27年11月に実施し，各高等専門学校における導入

状況を確認した。全体のカリキュラムと MCC の適合度を確認した高等専門学校は全高等専門

学校の99%（昨年度85%，一昨年度73%），学科での授業内容を見直した高等専門学校は同75%

（38%，27%），MCC 導入に不可欠なルーブリック作成まで至った高等専門学校は同24%（10%，

7%）まで，着実に各高等専門学校への MCC 導入が進んでいる。 

・カリキュラム検討データベースを用いた，全学的なシラバスの内容見直しを行うために，高

等専門学校の教育内容と大学での教育内容・到達度を確認し，各担当教員の講義改善に資す

るツールを提供した。現状は，データ取得フィルタソフトのデバッグを行った。 

・協働教育としてのアドバンストコースの枠組の拡大を前提として，カリキュラムの検討・調

整を継続して行った。例えば，数学を軸とした機械系専門能力の育成方法について，その「教

授法とカリキュラムのあり方」を検討した。 

 

③FD活動・人事交流充実に向けた検討 

・三機関雇用特命教員（明石工業高等専門学校配置）の担当により，各高等専門学校のアクテ

ィブラーニング担当責任者・教員対象に，アクティブラーニングトレーナー研修をブロック

単位で実施した。内容は，アクティブラーニング教授技法，アクティブラーニングとは，授

業設計，模擬授業，教員研修実施企画である。 

  平成27年12月2日－3日 第3ブロック（京都）22名 

  平成27年12月17日－18日 第4ブロック（岡山）25名 

 平成27年12月21日－22日 第1ブロック（東京）18名 

 平成28年1月7日－8日 第2ブロック（東京）21名 

  平成28年1月14日－15日 第5ブロック（福岡）18名 

・これまで三機関でそれぞれ個別に実施している各種 FD／SD 研修の昨年度の取りまとめを受

けて，三機関連携教員 FD ネットワーク構築に向け，個別研修，E-learning・GI-net での新任研

修及び若手・中堅研修等について，共同実施や個別実施など三機関での実施の方向を検討し

た。 

・高専連携教育研究プロジェクト合同研究会などでの GI-net 利用の拡大を図るために，高専連

携教育研究プロジェクトを通じた研究支援を行った。本事業で設置した計算機システムを広

域連携教育用に公開し，利用者実績は4高等専門学校であった。また，利用希望者への講習会

を実施し，全国立高等専門学校および両技術科学大学へ GI-net により配信した（計10校，録

画視聴数6校）。 

・高等専門学校教員のグローバル力向上のため，豊橋技術科学大学での英語事前研修，ニュー

ヨーク市立大での語学力向上及び英語教授法の講座受講，ペナン校に於ける講義実践，英語

教授法に関する FD 教材の作成などを昨年度に継続して実施した。高等専門学校教員8名，豊

橋技術科学大学教員2名（昨年度は同10名，同1名）が参加した。また，その成果を平成27年8

月の全国高専フォーラムでセッション発表を行い，受講した高等専門学校教員間のネットワ

ーク構築を図った。さらに，職員のグローバル SD を進める目的で，両技術科学大学職員（豊



 

橋技術科学大学9名，長岡技術科学大学2名）と高等専門学校職員（11名）の計22名を海外派

遣し，海外機関等との連携用務への対応力強化を図った。また，高等専門学校生のグローバ

ル化を目指して，ペナン校常駐教員として前国立高等専門学校機構国際担当理事を採用し，

高等専門学校生派遣先開拓を支援することで，国際会議を用いた学生グローバル化企画への

参画や ISTS，ISATE における教育プログラムの協同企画・実施を行った。 

 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

① 共同教育コースの試行・検証 

当初計画は平成28年度「共同教育コースの試行・検証」だったが，今年度，見直し・検証し

た結果，「GI 共同教育プログラム各大学指定科目」の範囲を広げたことにより，平成28年度開

講実施することが可能となった。 

 

②海外教育拠点のプログラムの検証等 

マレーシア教育拠点の通信環境を整備し，GI-net の利用が可能となり，両技術科学大学及び全

国立高等専門学校との双方向通信が可能となった。共同教育プログラムには，海外教育拠点を

活用したインターンシップを必修科目の要素とする他，コンテンツに海外教育拠点を活用した

グローバルセミナーを含めるなど，グローバル指向人材の育成に海外教育拠点を十分に活用す

ることとしている。 

 
 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」，「本年度の補助事業実施計画」と対応 

  させて分かり易く記入すること。  
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三機関（長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校機

構）が連携・協働した教育改革 
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様式６（第１２条第１項関係）                                                 （別紙１）  
 

 補助事業の実績   

（グローバル指向人材育成） 

①グローバル教育カリキュラムの実施 

・海外実務訓練について，学生受入企業の開拓を進め，マレーシア教育拠点を活用した海外実

務訓練の継続的実施に加えて，学部－大学院連続の課題解決型長期インターンシップを実施

し，派遣学生数の拡大（平成27年度：1名→平成28年度：3名）を図った。また，海外実務訓

練の拡充を図るため，学部3年次を対象とした海外実務訓練説明会を実施した。 

・海外高等教育機関との共同教育プログラムについては，ダブルディグリー・プログラムとし

て，ハノイ工科大学博士後期課程（ベトナム）及びシュトゥットガルト大学大学院修士課程

（ドイツ）へそれぞれ1名の学生を派遣した。拡充のための取組としては，マレーシア科学大

学（マレーシア）（以下「USM」）やDISTED College（マレーシア）との協議を行い，DISTED 

Collegeについては，学部ツイニング・プログラムを実施することで合意した。USMについて

は，博士前期課程のツイニング・プログラムのカリキュラムマッチング等，具体化を進める

とともに，博士後期課程のジョイントディグリー・プログラムの実施に向けた協議を開始し

た。また，東フィンランド大学（フィンランド）等との共同教育プログラムについても協議

を進めている。 

②教員 FD・職員 SD 研修の実施 

・グローバル FD プログラム（豊橋技術科学大学，長岡技術科学大学及び国立高等専門学校の教

員が参加）として，3ヶ月間の豊橋技術科学大学での事前英語研修，6ヶ月間のニューヨーク

市立大学クイーンズ校（以下「QC」）での英語による講義方法の習得，そして2ヶ月間のマレ

ーシア・ペナンでの英語講義実践研修を行った。加えて，研修先機関の教員との研究交流を

通じて，教育研究力の向上も図った。なお，FD プログラムの実施にあたっては，マレーシア・

ペナンでの英語講義実践において，USM に加え，Politeknik Seberang Perai(PSP)及び Politeknik 

Tuanku Sultanah Bahiyah(PTSB)（いわゆる技術工芸短期大学）との連携を拡充したこと等，研

修内容・プログラム実施活動の改善を行った。さらに本プログラム修了者へのフォローアッ

プ活動として，グローバル FD プログラムに参加した高等専門学校教員を豊橋技術科学大学の

連携教員として発令し，豊橋技術科学大学において英語講義を行うことによる実践力の向上

を図ったほか，高専連携教育研究プロジェクト（国際共同研究支援）を実施した。 

・職員 SD プログラムとして，三機関の事務職員及び技術職員を対象とした研修を実施した。研

修では，国際業務に必要な知識習得（英文書簡，英語契約書・通知書，実践英語）を目的と

した国内研修（3日間）を行った後，マレーシア・ペナンで DISTED College における実践英語

研修，国際会議（4th IGNITE2016及びアセアン諸国大学学長会議）の開催支援，在ペナン日本

国総領事館等の訪問及び USM 事務職員との大学業務に関する意見交換・情報収集等の活動を

行った（2週間）。 

③長期・短期留学プログラムの実施 

・博士前期課程学生を対象に，協定大学（シュトゥットガルト大学（ドイツ），ハノイ工科大

学（ベトナム））とのダブルディグリー・プログラムによる学生派遣を行った。参加学生は，

相手先大学と構築した相補的なカリキュラム科目の履修，指導による学修ができた。 

・海外大学の学生，企業の若手技術者の交流等の活動を通して，次世代をリードし，高いコミ

ュニケーション能力を備え，国際社会で活躍するグローバル人材の育成に資することを目的

に，短期留学プログラムとして1～2週間の海外派遣（特別推薦入学者等のマレーシア・ペナ

ン派遣，グローバルサマースクール）を行った。 

・イノベーションを牽引できる次世代グローバルリーダーの養成の実現に向けて，多くの学生

に対して海外経験を積み，外国語によるコミュニケーション能力・異文化適応力の向上，海

外へのチャレンジ精神等グローバル人材に求められる素質・能力の強化を目指すため，修士

以上の学生を対象とする「グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラム」を実

施し，3名の学生を派遣した。 

④海外事務所における取組の充実 

・マレーシア教育拠点の常駐スタッフとして，高等専門学校長（国立高等専門学校機構理事）



経験者及びローカルスタッフ2名に加え，特任教授（前豊橋技術科学大学教授）1名を新たに

配置することにより，現地日系企業，ローカル企業との協力を強化し，海外実務訓練生の受

入先開拓，学生短期海外派遣研修における訪問学習の機会拡充を図った。また，マレーシア

教育拠点，企業，現地高校・高等教育機関，科学技術団体等と協力して，平成28年8月～9月

に，国立高等専門学校生の短期海外研修（英語研修，現地企業・学校等訪問，現地の学生と

の交流，企業でのインターンシップ等）を新たに実施した。 

・タイ事務所に配置している，連携教育コーディネーターにより実務訓練期間中のサポート及

び受入れ企業開拓の拡充を行い，平成28年度は22名の学生をタイに派遣することができた。 

・メキシコ・モンテレイ事務所に配置している，プログラムコーディネーターにより実務訓練

生の新規受入れ企業を開拓し，モンテレイにおいて新規に1社受入可能となり，平成29年度か

ら派遣する予定である。 

⑤海外インターンシップの実施 

・英語ネイティブ教員による英語研修，担当教員による英語での面談等の派遣前教育を強化し，

学部4年生を対象に海外実務訓練（2ヶ月及び約6ヶ月）を実施し，マレーシア・ベトナム・タ

イ・アメリカ・カナダをはじめとしてアジア・欧米等の諸外国に派遣した。 

・学部－大学院連続の課題解決型長期インターンシップ制度を整備し，学生をドイツ，スペイ

ン及びイギリスに派遣した。 

・海外実務訓練に関する問題点及び課題について検討するための海外実務訓練 WG を学内に設

置した。（平成28年4月） 

・実務訓練生を受け入れている企業等，学外関係者と国内・海外実務訓練のプログラム内容・

期間等について意見交換する場を設けた。（平成29年3月） 

⑥合同海外同窓会の実施 

・平成28年10月22日にミャンマー（ヤンゴン）において，平成28年12月17日にスリランカ（コ

ロンボ）において，また平成29年3月11日～3月12日に中国（北京及び上海）において，三機

関合同の海外同窓生会議・交流会を開催し，海外における三機関関係者のネットワーク構築

を図った。海外同窓生会議・交流会を通じ，三機関の教育研究活動等の共有，留学生獲得等

グローバル活動等への協力依頼を行った。 

⑦国際シンポジウムの開催 

・第5回国際技学カンファレンス（5th International GIGAKU Conference(IGCN2016)，長岡市），

第6回 ISTS（International Symposium on Technology for Sustainability(ISTS2016)，インドネシア），

第10回 ISATE（10th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2016)，

仙台市），第4回 IGNITE（4th International Conference of Global Network for Innovative 

Technology(IGNITE2016)，マレーシア・ペナン）を三機関が連携・協力して開催した。また，

アセアン諸国にある交流協定締結大学の学長等が参加する「アセアン諸国大学学長会議

（ASEAN University Presidents Forum，マレーシア・ペナン）を初めて開催し，大学のグロー

バル戦略，学生及び教員の国際流動性に関しての意見交換等を行った。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

技学イノベーション推進センターの各部門，各領域活動の内容及び成果報告を目的とした中

間報告会を平成29年1月6日に開催した。また，技学イノベーション推進センターの活動につい

て協議するため，学外委員を含む技学イノベーション推進協議会を平成29年1月23日に開催し活

動に関する助言・提言を得た。 

 

①イノベーション教育カリュキュラム（技学実践教育手法）の実施・一層の充実 

・本事業において，育成すべきイノベーション人材が持つ各能力の達成目標と科目とのマッピ

ングについて，共通科目を整備し，達成目標と科目とのマッピングについて拡充・実施，さ

らに，マッピングに基づき，それぞれの育成活動を実施した。 

・イノベーティブに活躍出来る研究者に必要な素養と，その涵養方法について修得させるため，

エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同演習を実施した。 

・企業実習技学イノベーション推進センターの各部門，各領域活動の内容及び成果報告を目的

とした中間報告会を平成29年1月6日に開催した。また，技学イノベーション推進センターの

活動について協議するため，学外委員を含む技学イノベーション推進協議会を平成29年1月23



日に開催し活動を含んだ MOT 教育の実施・一層の充実を図るため，博士前期課程の MOT 実

習について，前・後期いずれにおいても履修可能な様にカリキュラムを改訂した。 

②イノベーションシーズ拠点活動の実施・一層の充実 

・国際技学カンファレンス等において，イノベーションシーズ顕在化のためのポスターセッシ

ョン等を開催した。 

・高専－技科大新技術説明会，全国高専フォーラム等を開催し，イノベーションシーズの情報

を発信した。 

・平成26年度より GI-net を本格稼働させ，講演会，遠隔授業，説明会，大規模会議，共同教育

打合せ及び共同研究打合せ等，三機関における教育研究活動等に活発に活用した。 

・平成27年度までのイノベーションシーズ共同研究拠点活動を三機関連携のネットワークに教

育研究成果書として情報発信した。 

・平成27年度に組織を立ち上げた全国 ICT 農業研究会において，「食・農・環境研究プロジェク

ト」により各種低価格センター開発活動を行った。 

・平成26年度に導入し平成27年度より本格稼働させた「地域連携教育研究用情報システム」を

活用し三機関における教育研究活動等に活発に活用した。 

③バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）の実施・一層の充実 

・平成26年度より本格稼働した GI-net を利用し，学生向けイノベーション教育プログラムとし

て GI-net レクチャーシリーズ，教職員の資質向上プログラム及び各種シンポジウム等を三機

関に23回発信した。 

④バーチャルミュージアム（GI-netミュージアム）の実施・一層の充実 

・バーチャルシンポジウムで配信したコンテンツを録画し，19件のアーカイブ化を実施した。 

・映像録画システムや映像伝送システム等を整備し，三機関で利用・提供できる環境を整えた。 

⑤地域新技術モデルの実施・一層の充実 

・融合キャンパス構想の情報発信を行った。 

・高専－技科大連携研究プロジェクトを通して，イノベーション研究活動及びイノベーション

人材育成活動を実施した。 

・平成29年1月にグローバル・イノベーティブ事業として学生・教員をアメリカに派遣した。ま

た，平成29年3月タイに学生・教員を派遣し実践教育を実施した。 

・高専－技科大連携研究プロジェクトを通して，イノベーション研究活動及びイノベーション人

材育成活動を実施した。 

 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

①共同教育コースの開講・充実 

・両技術科学大学の連携・協力により，世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者を

育成することを目的に，両技術科学大学の大学院生（修士課程）を対象とした「グローバル

イノベーション共同教育プログラム」を開始した。 

②共同独立専攻の検討 

・グローバルイノベーション共同教育プログラムの開始とともに，共同大学院設置を検討する

共同の委員会等を設置することを第3期中期計画として定めた。 

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実 

・海外教育拠点を活用したグローバルセミナーの開講は，海外のマネジメントをテーマにする

など，大学院生が興味を持つコンテンツを選び，両技術科学大学に向けて配信することを検

討した。 

 

（高専教育高度化推進） 

①  ①協働教育プログラムの実施 

・平成27年度までに導入した協働教育プログラムを継続的に実施した。 

②  ②協働教育プログラムの充実・検証 

・協働教育に係るアクティブラーニング活用のためのマニュアルを体系的に整備した。 

・プレFD研修プログラム，および学生の自主・能動的協働プログラムを企画，実施した。 

・事前課題型体験自習，グローバルリーダー教育に関わる長期インターンシップ，高専連携プ

ロジェクトイノベーション教育支援を実施した。 



・高等専門学校からの要望を踏まえた，協働教育プログラムの企画，協働教育プログラムを実

施した。 

③  ③接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善 

・各高等専門学校におけるモデルコアカリキュラム（試案）の導入状況を把握するために，そ

の取組状況調査を実施した。 

・カリキュラム接続点検DBの作成と利用講習会を実施した。 

・技大－高専連携教育プログラムの開発－先取り教育を推進した。 

④  ④FD活動・人事交流の一層の充実 

・アクティブラーニングトレーナー研修会を全国高等専門学校のブロック単位で実施した。 

・三機関連携教員FD ネットワーク構築にむけた具体案を検討し，できるものから実施した。 

・高等専門学校教職員のグローバル力向上のため，海外FDおよびSDを実施した。 

 

 補助事業に係る具体的な成果   

（グローバル指向人材育成） 

①グローバル教育カリキュラムの実施 

・グローバル教育カリキュラムの一つとして実施した課題解決型長期インターンシップ（約6ヶ
月）制度で派遣された学生報告会の実施や海外実務訓練WGによる周知により，本制度を利用
した派遣学生数が増加した。 

・新規のツイニング・プログラムの合意(USM，DISTED College)及びジョイントディグリー・プ
ログラムの協議開始(USM)を通じ，海外大学との連携によるグローバル教育プログラムの拡充
を図った。 

・博士後期課程ダブルディグリー・プログラム制度により学生の派遣及び受入を行い，グロー
バル素養を持つ高度上級技術者養成に資することができた。（派遣：2名，受入：3名） 

②教員 FD・職員 SD 研修の実施 

・教員グローバル FD プログラムとして，国立高等専門学校機構教員5名が，2ヶ月間の渡航前事

前研修及び6ヶ月間の QC での英語教授法研修の後，2ヶ月間のマレーシア・ペナンでの英語講

義実践研修を行った。また，豊橋技術科学大学教員1名が，2ヶ月間の渡航前事前研修及び6ヶ

月間の QC での英語教授法研修を，長岡技術科学大学教員1名が，6ヶ月間の QC での英語教授

法研修を行った。加えて，研修先機関の教員との研究交流の活動も実施した。このことによ

り，派遣教員の教育研究能力及び英語教授法の向上を図った。また，派遣教員により作成さ

れた「英語で授業をするための Web 教材」について，三機関関係者のみならず全国の大学・

高等専門学校教員が利用可能としており，波及効果が期待される。さらに本プログラム修了

者へのフォローアップ活動では，国立高等専門学校機構教員18名（グローバル FD 修了者）を

豊橋技術科学大学連携教員として発令し，豊橋技術科学大学における英語講義の実践を行っ

たほか，2名による高専連携教育研究プロジェクト（国際共同研究支援）を実施した。これら

により，研修成果である英語教授法の向上と海外での教育研究能力の向上を図った。なお，

プログラム終了の際の報告会の実施や参加者へのアンケートを実施し，プログラム改善につ

なげている。 

・職員グローバル SD プログラムとして，事務職員及び技術職員19名（長岡技術科学大学2名，

豊橋技術科学大学6名，国立高等専門学校機構11名）を対象に，豊橋技術科学大学での派遣前

研修（英文書簡，英語契約書・通知書，実践英語の講義等）を実施した。国内研修の後，平

成28年8月に英語初級レベルの職員13名，及び平成28年12月に英語中級レベルの職員6名をマ

レーシア・ペナンにそれぞれ2週間派遣し，現地の DISTED College における実践英語研修，国

際会議4th IGNITE2016及びアセアン諸国大学学長会議の実務対応，在ペナン日本国総領事館等

の訪問，事前に設定した調査テーマに関連した USM 事務職員と各人の業務内容に関する意見

交換，マレーシア教育拠点での講義受講・グループワーク等の活動を行った。研修活動を通

じ，参加者の英語コミュニケーション・国際業務知識等の向上を図ることができた。プログ

ラム終了後には，報告会の実施及び参加者へのアンケートを実施し，プログラム改善につな

げている。また，平成29年3月に事務職員1名をマレーシア・ペナンに派遣し，大学間交流協

定締結先である USM の訪問等，海外の大学における業務の状況等の調査を行った。SD 参加

による波及効果として，研修成果の所属機関職員への共有，参加した高等専門学校職員間で

の研修後の業務上の情報共有等の実践も行われた。 



③長期・短期留学プログラムの実施 

・ドイツのシュトゥットガルト大学との博士前期課程のダブルディグリー・プログラム制度に

おいて，日本人学生1名，ベトナムのハノイ工科大学との博士後期課程のダブルディグリー・

プログラム制度において，日本人学生1名を留学及びベトナム人学生1名を受け入れし，双方

の大学のカリキュラムで修学することを通じて，専門知識を高度化・重層化し，海外大学で

の長期の修学・生活体験を得ることで，グローバル素養を持つ高度上級技術者養成に資する

ことができた。 

・短期留学プログラムとして，豊橋技術科学大学の特別推薦入学者等の学部3年生17名をマレー

シア教育拠点に派遣し，USM の学生とのワークショップ・ディスカッション及び企業見学等

を実施し，国内外で活躍できるエンジニア・技術者となり得る人材育成に資することができ

た。また，グローバルサマースクールとして，豊橋技術科学大学博士課程学生8名をマレーシ

アに派遣し，USM の学生とともに，フィールドワークやグループディスカッション等を行う

ことで，国際的な視野の涵養と，異文化環境の中で議論と課題解決できる能力の習得をする

ことができた。 

・グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラムでは，長岡技術科学大学博士後期

課程学生2名及び修士課程学生1名をドイツのデュースブルク・エッセン大学等の海外大学に

派遣し，先端的研究に触れ，グローバル人材に求められる素質・能力の強化とともに海外と

のネットワークの構築等に寄与し，国際化を一層推進した。 

④海外事務所における取組の充実 

・昨年度に引き続き，教員 FD・職員 SD プログラムにおける研修拠点，海外実務訓練他の短期

学生派遣事業及び国際会議実施等，諸活動の活動拠点としてマレーシア教育拠点を活用した。

同拠点では，現地高等教育機関・地元企業等との連携拠点として，三機関以外の大学等関係

者の利用・訪問もあり，本年度は300名（延べ数）の利用者があった。 

・6国立高等専門学校38名の学生が，マレーシア・ペナンで実施された研修（英語研修，現地企

業・学校等訪問，現地の学生との交流，企業でのインターンシップ等）に参加した。（徳山工

業高等専門学校：平成28年8月20日～9月4日，参加学生6名，明石工業高等専門学校：平成28

年8月28日～9月9日，参加学生12名，鶴岡工業高等専門学校：平成28年8月28日～9月1日，参

加学生16名，長野工業高等専門学校：平成28年9月5日～9月16日，参加学生1名，北九州工業

高等専門学校・有明工業高等専門学校：平成28年9月5日～9月16日，参加学生3名） 

・タイ事務所に配置している，連携教育コーディネーターにより実務訓練期間中のサポート及

び受入れ企業開拓の拡充を行い，平成27年度は14名，平成28年度は22名の学生をタイに派遣

することができ，前年度比+58％となった。 

・メキシコ・モンテレイ事務所に配置している，プログラムコーディネーターにより実務訓練

生の新規受入れ企業を開拓し，モンテレイにおいて新規に1社受入可能となり，平成29年度か

ら派遣する予定である。また，地元企業及び日系企業を訪問し，本事業の説明をするととも

に，ネットワーク構築と連携強化等に取り組むことができた。 

⑤海外インターンシップの実施 

・両技術科学大学において，学部4年生の海外実務訓練（2ヶ月及び6ヶ月）に114名を，課題解

決型長期インターンシップ（約6ヶ月）に3名の学生を派遣した。 

・海外実務訓練の学生は海外実務訓練終了後，実務訓練報告会を実施し，海外実務訓練を通じ，

品質管理，分析，組立等の実践的な業務知識・スキルの向上，海外適応能力，英語能力の向

上等を図れたことを確認することができた。 

⑥合同海外同窓会の実施 

・平成28年10月22日にミャンマー（ヤンゴン）において，34名の卒業・修了生，三機関関係者

の出席のもと，三機関合同海外同窓生会議交流会を実施した。また，平成28年12月17日にス

リランカ（コロンボ）において，27名の卒業・修了生，三機関関係者の出席のもと，三機関

合同海外同窓生会議交流会を実施した。平成29年3月11日には中国（北京）において，38名の

卒業・修了生，三機関関係者の出席のもと，また，3月12日には中国（上海）において，53名

の卒業・修了生，三機関関係者の出席のもと，三機関合同海外同窓生会議交流会を実施した。

本会議・交流会において，卒業・修了生ネットワークの構築，名簿管理システム構築・維持

管理及びホームページの構築・維持管理等について意見交換を行い，同窓会活動支援方策（卒

業生情報の共有等）の具体化に向けた検討を進めている。 



⑦国際シンポジウムの開催 

・以下の国際会議・ 国際シンポジウムを開催し，国内外からの参加者を集め，技術教育，技術

科学の成果共有・普及及びグローバルな視点での教育・研究力向上が図られた。 

・第5回国際技学カンファレンス(5th International GIGAKU Conference(IGCN2016))（平成28年

10月6日～7日，長岡市），参加者243名 

・第6回 ISTS(International Symposium on Technology for Sustainability(ISTS2016))（平成28年10

月4日～12日，インドネシア），参加者160名 

・第10回 ISATE(10th International Symposium on Advances in Technology Education(ISATE2016))

（平成28年9月13日～16日，仙台市），参加者196名 

・第4回 IGNITE(4th International Conference of Global Network for Innovative Technology(4th 

IGNITE2016))（平成28年8月17日～18日，マレーシア・ペナン），参加者145名 

・アセアン諸国大学学長会議(ASEAN University Presidents Forum)（平成28年12月18日～19日，

マレーシア・ペナン），参加者78名（アセアン10ヵ国のうち，フィリピン，ブルネイを除く

8ヵ国から22大学の学長等が参加） 

 

（イノベーション指向人材育成） 

平成29年1月6日に技学イノベーション推進センター中間報告会を開催し，センター事業の概

要説明，各部門・各領域の内容及び成果報告の後，センターに関する今後の取組みについて意

見交換があり，グローバルなイノベーション人材育成への取組み等，今後事業を進める上で貴

重な情報を交換した。また，平成29年1月23日に技学イノベーション推進協議会を開催し，本事

業の概要，事業展開の説明の後，意見交換があり，外部委員から，事業終了後の財源確保のた

めの地方における事例紹介，グローバルなイノベーション人材育成への期待等，今後事業を進

める上で貴重な助言・提言を得た。 

 

①イノベーション教育カリキュラム（技学実践教育手法）の実施・一層の充実 

・本事業において育成すべきイノベーション人材の定義（生産やサービスの現場の課題を飛躍

的に解決するイノベーション，これを着実に達成できる人材），イノベーション人材が持つべ

き能力の規定（教育・研究を通じて従来から身につけている自然科学・数学に関する知識と

運用能力，専門分野に関する高度知識と運用能力に加え，技術科学思考能力，協調的技術開

発能力，社会との対話能力及び技術創生能力の高度化を図る），三機関のポジション，各能力

の達成目標の定義及び達成目標と科目とのマッピングについて実施した。 

・イノベーション指向人材育成のため教育手法開発として，ワークショップ形式での課題抽出

や課題解決手法の立案，及び実習を伴った教育手法の開発を進めて，実践した。 

・教育手法開発として，イノベーション人材育成に着目したアクティブラーニング手法に関す

る教授法のテキスト1冊を作成し，研修を実施して，三機関教員の教育能力向上を図った。 

・両技術科学大学および高等専門学校においてイノベーション人材育成に活用できる新しい領

域の科目に関する教科書3科目を作成した。 

・平成28年8月28日～30日，平成29年1月6日～8日にエンジニアリングデザイン力を伸ばす合同

演習を実施し，高等専門学校生・長岡技術科学大学生延べ91名が参加し，イノベーティブに

活躍出来る研究者に必要な素養を修得することができた。 

・MOT 実習について，学内競争的資金である教育研究活性化経費も活用し，受入実績企業との

意見交換会を開催することで，望むべき人材像及び今後の MOT 実習の改善すべき事項等につ

いて検討することができた。 

②イノベーションシーズ拠点活動の実施・一層の充実 

・平成28年10月開催の国際技学カンファレンスにおいて，イノベーションシーズ顕在化のため

のワークショップを開催し，13高等専門学校から情報発信を行った。 

・平成29年1月開催の技術科学イノベーションに関する国際会議において，イノベーションシー

ズ顕在化のためのワークショップを開催し，31高等専門学校から情報発信を行った。 

・平成29年3月開催の地方活性化に関する国際会議 (ISLife2017) において，イノベーションシー

ズ顕在化のためのワークショップを開催し，7高等専門学校から情報発信を行った。 

・高専－技科大新技術説明会，全国高専フォーラム等を三機関で共催し，イノベーションシー

ズの情報発信を行い，外部資金の獲得を図ることができた。 



・両技術科学大学および高等専門学校の学生が，長岡技術科学大学の産学融合キャンパスにお

いて，異分野・異世代のチームによるオープンイノベーション形式の研究開発を実施し，研

究開発を推進する能力を習得した。 

・平成26年度より GI-net を本格稼働させ，講演会，遠隔授業，説明会，大規模会議，共同教育・

研究打合せ及び三機関における教育研究活動等で活発に実施した。 

平成28年度 GI-net 利用実績。 

GI-net の活用実績 

年度 双方向接続 
多地点接続 

計 10地点未満 10～39地点 40地点以上 接続拠点数 

平成 26 年度 1,137 回 725 回 545 回 151 回 29 回 6,233 拠点 

平成 27 年度 836 回 1,006 回 795 回 182 回 29 回 7,572 拠点 

平成 28 年度 806 回 1,001 回 859 回 121 回 21 回 6,770 拠点 

・三機関連携のネットワークに教育研究成果書として情報発信したことによりイノベーション

シーズの利活用のためのアイデアが集積され，教育研究活動に活発に活用した。 

・ICT 農業研究会において，各種低価格センサーを開発し，組織した「食・農・環境研究プロジ

ェクト」の各グループにおいては，外部資金獲得に向け参画し，外部資金を獲得した。 

・平成27年度より本格稼働させた地域連携教育研究用情報システムを三機関における教育研究

活動等に活発に活用した。利用者講習会録画データをオンデマンド公開するなど，年度を通

して，特に高等専門学校からの利用を促進したことにより，高等専門学校及び長岡技術科学

大学のアカウントは，208アカウントに達している。多くの学生・研究者に活用されており，

イノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活動に資することができた。 

③バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）の実施・一層の充実 

・三機関で企画し，イノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズ（14回），教職員FD・

SD研修（3回），及び両技術科学大学・高等専門学校で独自に企画しているシンポジウムの中

継（6回）等を実施し，学生の教育及び教職員の啓発等が図れた。 

④バーチャルミュージアム（GI-netミュージアム）の実施・一層の充実 

・バーチャルシンポジウム（GI-net シンポジウム）を録画・アーカイブ化（19コンテンツ）する

とともに，三機関で利用・提供できるよう，映像録画システムや映像伝送システム等に49コ

ンテンツを整備した。 

・オンデマンド公開し，イノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活動に資するこ

とができた。 

⑤地域新技術モデルの実施・一層の充実等 

・産学官連携担当教員を中心に，地元の自治体，企業及び金融機関に本事業の産学融合キャン

パス構想を説明し協力要請を行うなど，企業開拓を進めている。 

・両技術科学大学および高等専門学校の学生が，異分野・異世代のチームによるオープンイノ

ベーション形式の実験・実習，研究開発を通して研究を推進する能力を修得した。 

・6領域（クリーンエネルギー，レジリエントインフラ，アグロインダストリー，プレミアム地

域ブランド，アシスティブテクノロジー，グローバルイノベーション教育）の次の高専－技

科大連携研究プロジェクト等において，プロジェクトの課題を基にした実習（PBL 実践教育），

地域貢献を指向した学生の研究開発，学生の海外派遣，留学生の受入及びコンテストへの応

募等を通じ，イノベーション人材育成を図るとともに，イノベーション研究活動を展開し，

外部資金への申請・獲得，論文発表及び知的財産の取得等を図ることができた。 

・ハーバード大学（アメリカ）に高等専門学校生4名を派遣し，国際学会及び海外大学を視察し，

グローバル・イノベーション教育研究活動に資することができた。 

・コンケーン大学（タイ）での高等専門学校生，技術科学大学生17名による，持続可能な開発

目標を基に現在実施している取り組み・アイデアに関して英語プレゼンテーションを実施し，

タイ学生との交流，コミュニケーション，合意形成等の能力を養うことができた。 

・高等専門学校生・技術科学大学生合同イベント「エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同

演習（全国高専コラボプロジェクト）」に高等専門学校生延50名，長岡技術科学大学生延43名

が参加し，人材育成活動を実施することができた。 

・高等専門学校生・技術科学大学生合同イベント「エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同

演習」に高等専門学校生24名，長岡技術科学大学生11名が参加し，人材育成活動を実施する



ことができた。 

・高等専門学校の夏季休業期間等を利用して産学官連携担当教員を中心に高等専門学校生に向

けたプロジェクト研究を4回実施し，技術モデル等のイノベーション研究活動及びイノベーシ

ョン人材育成活動を実施することができた。 

 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

①共同教育コースの開講・充実 

長岡技術科学大学2名，豊橋技術科学大学17名，計19名が本プログラムに参加した。本プログ

ラム科目等は，オムニバス形式の教育資源，授業科目等を本プログラム科目としてe-Learning化

し，順次コンテンツ化し配信した。次年度の実施に向けた改善点やプログラム学生を増やすた

めの方策等を両技術科学大学で行い，長岡技術科学大学では修士課程修了要件単位に算入する

ことを決定し，共同の学生募集パンフレットやPR用のHPの作成，遠隔講義の受講を推奨する方

法等を検討した。また，本事業終了後の本プログラムを推進する体制を検討し，長岡・豊橋合

同運営委員会（仮称）を設置することを決定した。 

②共同独立専攻の検討 

上記の合同運営委員会により，本プログラムを推進する体制を整備し，全学的な展開を海外

での活動も含めて充実を図ることとした。プログラムの実施状況を踏まえつつ，共同大学院設

置を検討する共同委員会等を次年度以降に設置することとした。 

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実 

海外教育拠点を活用したグローバルセミナーは，両技術科学大学の海外教育拠点から両技術

科学大学に向けて次年度から実施することとした。 

 

（高専教育高度化推進） 

 ①協働教育プログラムの実施 

・自主・能動的協働プログラムとしてアクティブラーニング型授業であるアイデアソンに，高

等専門学校生23名 と 技術科学大学生/院生/留学生32名の合計55名が参加した。8月28日から3

日間にわたり，「長岡市へ外国人観光客誘致のためのPR資料作成」を課題に実施し，グルー

プワークを通じて成果をまとめることができた。 

・自主・能動的協働プログラムとして，国際会議 STI-Gigaku 2017を1月5日から1日間にわたり

実施した。ここでは，全国からの高等専門学校生80名，技術科学大学生/院生/留学生52名，高

等専門学校教職員41名，技術科学大学教職員65名の合計244名が参加し，グローバル課題SDG

s解決への貢献をテーマとした基調講演，ポスター発表による研究・活動報告を行ない，成果

を共有することができた。 

・自主・能動的協働プログラムとして「長島町まちおこしIoTアイデア」を課題に，1月6日から

2日間にわたり全国より高等専門学校生26名，技術科学大学生/院生/留学生14名の合計40名が

アイデアソンを実施した。アクティブラーニングのスキルを活用し，成果をまとめることが

できた。 

②協働教育プログラムの充実・検証 

・アクティブラーニング活用のためのマニュアルを作成し，授業での展開が可能となった。 

・アクティブラーニング教授法のマニュアル「授業力アップ アクティブ・ラーニング －グ

ループ学習・ICT活用・PBL－」を刊行し，各校での展開が可能となった。 

・A1用紙大でグループワークに適したアクティブラーニング用教材 LSH(Large-Sized Handout)

開発し，授業やワークショップで活用できるようにした。 

・長岡工業高等専門学校の教員・技術職員合計41名が参加し，6月1日にFD研修を実施した。こ

れにより，1日コースのFD研修プログラムを開発できた。 

・北九州工業高等専門学校の学生40名，教職員57名，他機関13名（九州・山口県内7高等専門学

校，1高等学校，1企業）が参加し，9月8日～9日の2日間にわたり北九州工業高等専門学校を

会場にFD研修を実施した。研修の模様はGI-netで21高等専門学校に配信した。これにより，F

D研修プログラム（2日間コース）を開発できた。 

・事前課題型体験実習はテーマのマッチングを5月に行い，7月～9月に体験実習生の受け入れと

実習を実施し，3月にアンケート調査に基づくPDCAを実施することにより実習の成果を明ら

かにできた。 



・グローバルリーダー教育に関わる長期インターンシップは，5 月に候補者選定を実施し，8 月

より受け入れインターンシップを実施し，海外適応能力を向上させたことを確認できた。 

・高専連携プロジェクトイノベーション教育支援については 6 月末に採択し，3 月末まで実施し，

成果向上につなぐことができた。 

③接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善 

・モデルコアカリキュラム取組状況調査を10月に実施，各高等専門学校における導入状況を確

認することができた。 

・カリキュラム接続点検 DB への全高等専門学校データの登録を9月末までに実施し,10月に DB

の利用講習会を開催し，DB を活用できるようにした。 

・技大－高専連携教育プログラムの開発において，専攻科教育における先導科目としてプロジ

ェクトマネジメント，環境マネジメント，コンプライアンスの3科目を開発できた。 

④FD活動・人事交流の一層の充実 

・アクティブラーニングトレーナー研修会をブロックごとに実施した。11月14日－15日には東

京・品川を会場に14高等専門学校25名が参加，12月8日－9日には品川を会場に14高等専門学

校23名が参加，12月14日－15日には岡山を会場に11高等専門学校20名が参加し，12月21日－

22日には京都を会場に12高等専門学校21名が参加した。これにより，各高等専門学校でのア

クティブラーニングの展開が可能となった。 

・過年度の教員グローバル FD 派遣者のフォローアップとして，豊橋技術科学大学での英語講義

実践プログラムを制度化し実施した。6月に国際共同研究支援課題を2課題採択，FD 派遣者を

高専連携教員として採用し，10月29日，12月5日，1月16日に教育研究連携活動に関する検討

会を実施できた。また，国立高等専門学校機構11名，豊橋技術科学大学6名，長岡技術科学大

学2名から成る SD 参加者を決定し SD 研修を実施した。 

 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」，「本年度の補助事業実施計画」と対応 

  させて分かり易く記入すること。  
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平成29年度国立大学改革強化推進補助金 実績報告書 
 

 事 業 名 称 

三機関（長岡技術科学大学，豊橋技術科学大学，国立高等専門学校

機構）が連携・協働した教育改革 

～世界で活躍し，イノベーションを起こす実践的技術者の育成～ 

 補 助 事 業 の 実 績 等   別紙のとおり 

 補 助 事 業 実 施 期 間   平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 

事業推進担当者 氏 名 所 属・職 名 

事業推進代表者 東 信彦 国立大学法人長岡技術科学大学・学長 

事業推進責任者 大西 隆 国立大学法人豊橋技術科学大学・学長 

会計事務担当者名 所属・職名 連絡先(電話番号，FAX番号，e-mailアドレス) 

谷口 潤 総務部財務課・課長 TEL 0258-47-9210，FAX 0258-47-9040 

E-mail kaikacho@jcom.nagaokaut.ac.jp  

 

  



様式６（第１２条第１項関係）                                               （別紙１）  
 

 補助事業の実績   

（三機関の体制） 

・三機関で設置した教育改革推進室の下で，カリキュラム検討部会，FD等検討部会，海外展開

検討部会，イノベーション産学官融合キャンパス構想検討部会及び高等専門学校教育高度化

推進室において，グローバル指向人材育成及びイノベーション指向人材育成関連事業を推進

した。 

・長岡・豊橋両技術科学大学と国立高等専門学校機構が連携・協働した教育改革事業「最終成果

報告会」を平成30年2月1日(木)に開催し，産業界・学術界から150名が出席した。第1部では，

これまでの取組状況及び今後の事業展開について，事業報告を行い，第2部では，本事業に対

する助言・提言を得るため，三機関の長及び外部有識者を構成員とする技術科学教育研究推進

協議会を開催した。 

 

（グローバル指向人材育成） 

① グローバル教育カリキュラムの実施 

・海外実務訓練について，継続して学生受入企業の開拓を進め，マレーシア教育拠点を活用し

た海外実務訓練を継続的に実施するとともに，学部－大学院連続の課題解決型長期インター

ンシップについても継続的に実施した。また，海外実務訓練の拡充を図るため，昨年度に引

き続き，学部4年次を対象とした海外実務訓練説明会を実施した。 

・海外高等教育機関との共同教育プログラムについては，ダブルディグリー・プログラムとし

て，ハノイ工科大学博士後期課程（ベトナム）及びシュトゥットガルト大学大学院修士課程

（ドイツ）へそれぞれ1名の学生を派遣した。拡充のための取組としては，マレーシア科学

大学（マレーシア）（以下「USM」）や東フィンランド大学（フィンランド）との協議を行

い，USMについては，博士前期課程のツイニング・プログラムの実施について合意するとと

もに，東フィンランド大学については，博士前期課程のダブルディグリー・プログラムを実

施することで合意した。またUSMとは，博士後期課程のジョイントディグリー・プログラム

の実施に向けた協議を継続して進めている。 

② 教員 FD・職員 SD 研修の実施 

・グローバル FD プログラム（国立高等専門学校の教員が参加）として，3ヶ月間の豊橋技術科

学大学での事前英語研修，6ヶ月間のニューヨーク市立大学クイーンズ校での英語による講

義方法の習得，そして2ヶ月間のマレーシア・ペナンでの英語講義実践研修を行った。加え

て，研修先機関の教員との研究交流を通じて，教育研究力の向上も図った。さらに本プログ

ラム修了者へのフォローアップ活動として，昨年度から引き続き，グローバル FD プログラ

ムに参加した高等専門学校教員を豊橋技術科学大学の連携教員として発令し，豊橋技術科学

大学において英語講義を行うことによる実践力の向上を図ったほか，高専連携教育研究プロ

ジェクト（国際共同研究支援）を実施した。加えて，連携教員が主体となり，高等専門学校

生向けのグローバル教育「グローバルマインド養成キャンプ in TUT」を企画し実施した。ま

た，平成29年度のプログラム実施と並行して，平成30年度以降の継続したプログラム実施の

ための方策を検討し，内容を見直した上で「英語力強化・高専－技科大連携プログラム」と

して実施することを決定した。 

・職員 SD プログラムとして，三機関の事務職員及び技術職員を対象とした研修を実施した。

研修では，国際業務に必要な知識習得（英文書簡，実践英語等）を目的とした国内研修（3

日間）を行った後，マレーシア・ペナンでの DISTED College における実践英語研修，国際会

議(5th IGNITE2017)の開催支援，USM 事務職員との大学業務に関する意見交換・情報収集等

の活動を行った（2週間）。 

③長期・短期留学プログラムの実施 

・博士課程学生を対象に，協定大学（ハノイ工科大学：博士後期課程，シュトゥットガルト大

学：博士前期課程）とのダブルディグリー・プログラムによる学生派遣を行った。参加学生

は，相手先大学と構築した相補的なカリキュラム科目の履修，指導による学修ができた。 

・海外大学の学生との交流等の活動を通して，次世代をリードし，高いコミュニケーション能

力を備え，国際社会で活躍するグローバル人材の育成に資することを目的に，短期留学プロ



グラムとして，1～2週間の海外派遣（グローバルサマースクール，特別推薦入学者等のマレ

ーシア・ペナン派遣）を行った。 

・平成28年度に試行した国立高等専門学校生の短期海外研修（英語研修，現地企業・学校等訪

問，現地の学生との交流，文化施設等訪問等）について，マレーシア教育拠点，企業，現地

高等学校・高等教育機関，科学技術団体等と協力して，全国立高等専門学校を対象に，平成

29年8月～9月に本格実施した。 

・イノベーションを牽引できる次世代グローバルリーダーの養成の実現に向けて，多くの学生

に対して海外経験を積み，外国語によるコミュニケーション能力・異文化適応力の向上，海

外へのチャレンジ精神等，グローバル人材に求められる素質・能力の強化を目指すため，修

士以上の学生を対象とする「グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラム」を

実施し，6名の学生を派遣した。 

③ 海外事務所における取組の充実 

・マレーシア教育拠点の常駐スタッフとして，特任教授（前豊橋技術科学大学教授）1名及び

ローカルスタッフ2名を配置することにより，現地日系企業，ローカル企業との協力を更に

強化し，海外実務訓練生の受入先開拓，学生短期海外派遣研修における訪問学習の機会拡充

を図った。 

・タイ事務所には経済産業大臣より「ものづくり大使」に任命された Suchai 氏（長岡技術科学

大学修士課程修了，AOTS タイ同窓会事務局長）を配置し，現地派遣企業との調整，同行な

どの海外実務訓練派遣学生のサポート，海外実務訓練派遣先開拓のための企業訪問等を実施

した。 

・モンテレイ事務所には常駐スタッフとしてコーディネーター1名を配置して派遣学生のケ

ア，安全管理，事業の紹介，学生支援の充実（現地企業による財政的サポート）等の業務を

実施した。 

④ 海外インターンシップの実施 

・昨年度に引き続き，英語ネイティブ教員による英語研修，担当教員による英語での面談等の

派遣前教育を行い，学部4年生を対象に海外実務訓練（2ヶ月及び6ヶ月）を実施し，マレー

シア・インドネシア・ベトナム・タイ・アメリカ・ドイツをはじめとして，アジア・欧米等

の諸外国に派遣した。 

・学部－大学院連続の課題解決型長期インターンシップ制度により，技術科学大学生をベトナ

ム，ドイツ及びオランダに派遣した。 

・海外実務訓練に関する問題点及び課題について，海外実務訓練 WG において検討した。 

・実務訓練生を受け入れている企業等，学外関係者と国内・海外実務訓練のプログラム内容・

期間等について意見交換する場を設けた。（平成30年3月） 

⑤ 合同海外同窓会の実施 

・平成29年8月5日にマレーシア教育拠点において，海外同窓生との交流活性化の一環として，

高等教育機関に勤務する同窓生との研究ネットワークワークショップを開催し，今後の共同

研究及び大学間交流等についての議論を行った。 

・平成30年1月22日にハノイ工科大学（ベトナム）において，ハノイ－新潟情報交換会におけ

る懇親会を，同窓会を兼ねて開催した。 

⑥ 国際シンポジウムの開催 

・第6回国際技学カンファレンス（6th International GIGAKU Conference (IGCN2017)，長岡市），

第7回 ISTS（7th International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS2017)，フィンラン

ド），第11回 ISATE（11th International Symposium on Advances in Technology Education 

(ISATE2017)，シンガポール），第5回 IGNITE（5th International Conference of Global Network 

for Innovative Technology (IGNITE2017)，マレーシア・ペナン）を三機関が連携・協力して開

催した。 

 

（イノベーション指向人材育成） 

① イノベーション教育カリキュラムの実施・改善 

・三機関の協働によるモデルコアカリキュラムをベースとし，イノベーション人材がもつ各能

力の達成目標に対応する科目とのマッピングに基づくアクティブラーニングを取り入れた教

科書シリーズの企画，活用（平成29年度2冊企画（実教出版が発行）：「構造力学」，「環境工



学」）。 

・イノベーション指向人材育成のための共通的科目として，両技術科学大学大学院共同教育コ

ースでの「技学イノベーション特別講義1・2」の実施。 

・イノベーション指向人材育成科目である「技術科学ファシリテーション」，「ベンチャー起業

実習」及び「アントレプレナー特論」等の実施。 

・高等専門学校専攻科での技術科学大学連携科目である「コンプライアンス」，「プロジェクト

マネジメント」及び「環境マネジメント」の新設準備，コンテンツ作成（平成30年度から実

施）。 

・エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同演習を実施し，イノベーティブに活躍出来る研究

者に必要な素養とその涵養方法について，修得させるモデル科目の実施。多様性の強さを引

き出す合意形成のためのファシリテーション及びオープンイノベーションの理解と実施する

能力をつけるモデル科目の実施。 

・技学イノベーション推進センターでは，教育方法開発センターと共同でアクティブラーニン

グ研修会を実施。 

・アクティブラーニング手法を活用した科目の実施・改善。都城工業高等専門学校（論理的思

考法）・呉工業高等専門学校（遠隔での異分野異文化での英語教育）と共同実施。 

・10月共同研究登録学生によるアイデアソンのワークショップ（高等専門学校生15人，技術科

学大学生15人，高等専門学校教員10人，技術科学大学教員8人） 

・高等専門学校専攻科生及び技術科学大学修士課程の学生を相互に共同指導して，イノベーシ

ョン人材を育成するモデルの拡充。 

・「日本工学教育協会年会」での発表及び評価手法に関する検証を教育論文として発表。 

・教育プログラムでは，クリーンエネルギー，レジリエントインフラ，アグロインダストリ

ー，地域ブランド及びアシスティブテクノロジー（以下，「AT」）の領域に関して，異分

野・異世代融合型の課題発見科目，エンジニアリングデザイン科目及び連携型の PBL 科目等

を実施。 

・イノベーティブモデル構築事業として，「International Conference on Intelligent Systems and 

Image Processing 2017 (ICISIP2017)」に高等専門学校生3名を含めて参加（ハワイ）。また，高

専－技科大連携研究プロジェクト等において，技術科学大学生の海外派遣（技術科学大学生

4名，高等専門学校教員1名：タイ王国） 

・高専－技科大連携研究プロジェクトを通して，イノベーション研究活動及びイノベーション

人材育成活動として，ワークショップ型モデル科目の実施（異文化，異世代学生による

SDGs17理解のための教育ツール開発課題授業）。 

・国内外の企業ならびに教育機関において，PBL 実践教育を推進。共同研究等を行っている高

等専門学校生を技術科学大学および技術科学大学関係開発事業に受入。 

・学生育成のための研究室 FD について，ハンドブックの改善・充実。 

・企業実習を含んだ MOT 実習カリキュラムを改定。 

・環境・生命工学系及び建築・都市システム学系にカリキュラム拡張。 

②イノベーションシーズ拠点の実施・改善 

・地域連携教育研究用情報システムを活用し，国際技学カンファレンスにおいて，イノベーシ

ョンシーズ顕在化のためのワークショップを開催。 

・高専－技科大新技術説明会の開催。 

・GI-net により，講演会，遠隔授業，説明会，大規模会議，共同教育打合せ及び共同研究打合

せ等の実施による，三機関における教育研究活動等の効率化と活発化。 

・平成29年8月，平成30年2月1日：イノベーションシーズ拠点における人材育成の成果報告会

の開催。 

・平成29年8月9日～10日：2ndISLife，食とエネルギーの地域課題発見の国際シンポジウム（鹿

児島）の開催。 

・平成29年8月21日～23日：全国高専フォーラム，イノベーションシーズの情報発信を実施。

WS，OS 運営。 

・平成29年9月16日～17日：第4回 Japan AT フォーラム2017 in 函館の開催。 

・平成29年10月5日～6日：国際技学カンファレンス(IGCN)の開催。 

・平成29年10月6日～7日：学生を主体とした第2回 STI-Gigaku の開催。 



・イノベーションシーズ共同研究拠点活動を実施し，三機関連携のネットワークに教育研究成

果の情報発信を常時実施し，多方面からイノベーションシーズの利活用のアイデア集積。 

・ICT 農業研究会において組織した「食・農・環境研究プロジェクト」の各グループの活動実

施。 

・「発酵を科学する」研究会の組織強化により，高等専門学校及び技術科学大学の学生を対象

として，海外関係機関，企業及び地域からの参加者も含めた PBL 活動やコンテスト開催等を

通した人材育成を推進。 

・広域連携教育研究情報システムを，イノベーション研究活動及び人材育成活動に活用した。 

・GI-net 等を活用したエンジニアリングデザイン，多様性の強さを引き出す合意形成のための

ファシリテーション及びオープンイノベーション・ステークホルダーとの共創を取り入れた

PBL 等のイノベーション指向教育プログラムの持続体制の整備。 

・企業からの技術相談に連携して対応する体制の整備と運用。 

・地域コーディネーターならびに知財マネージャー等を配置した拠点の運用。 

・知財セミナー開催。 

③バーチャルシンポジウムの実施・改善 

・三機関で企画したイノベーション人材育成のためのレクチャーシリーズの開催。 

・グローバル FD 高等専門学校教員による GI-net ミーティングの実施。 

・平成29年6月：グローバル FD 研修公開授業の実施・配信 

・平成29年7月7日：産学官連携担当教員を中心に技術開発センタープロジェクト成果報告会

「知の実践」の配信 

・平成29年7月20日：技術開発センター特別講演会の配信 

・平成29年7月26日：特別講演会（機械創造工学専攻）の配信 

・平成29年7月27日：特別講演会（原子力システム安全工学専攻）の配信 

・平成29年8月28日～30日：平成29年度西日本地域高等専門学校技術職員特別研修会の配信 

・平成29年10月6日：IGCN 開会式・講演など配信 

・各技術科学大学・高等専門学校で独自に企画しているシンポジウムの中継。 

・研究推進及び産学連携推進への取組みについての講義・講演を実施。 

・研究，教育及び外部資金獲得等の教職員連携についての講義・講演を実施。 

・GI-net ミーティングの実施。 

④バーチャルミュージアムの実施・改善 

・バーチャルシンポジウム（GI-netシンポジウム）を録画・アーカイブ化。 

・映像録画システム・映像伝送システムによりオンデマンド化。 

⑤地域新技術モデルの実施・改善 

・産学官連携担当教員を中心に，地元の自治体，企業及び金融機関に本事業の産学融合キャン

パス構想を説明し，企業開拓を進めて連携したイノベーション活動人材育成を実施。 

・6領域（クリーンエネルギー，レジリエントインフラ，アグロインダストリー，プレミアム地

域ブランド，AT，グローバルイノベーション教育）の高専－技科大連携研究プロジェクト等

において，学生の海外派遣，留学生の受入，学生派遣及びコンテストへの応募等を通じたイ

ノベーション人材育成の実施。 

・6領域毎に外部資金獲得も含めて柔軟に適切なチームを作り，事業を実施。シーズプッシュ型

課題に加えて，先取り型課題の設定。（対象は地域と国内外の課題）。PBL 実践の場としての

課題の整理，イノベーション教育環境としての体制整備・実施。 

・イノベーション研究活動を展開し，外部資金への申請・獲得，論文発表及び知的財産の取得

等を図った。 

・平成29年8月25日～26日：アドバンスト・ロボティスク・チャレンジに参加。 

・平成29年12月26日：平成29年度高専連携教育研究プロジェクト進捗状況報告会開催。 

・地域企業と連携した共同研究等への学生の参画の拡充・充実（8～9月，12月及び1～3月を活

用して実施）。 

・高等専門学校生・技術科学大学生合同イベント「エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同

演習」の開催。 

・サイエンスアゴラに企画出展：国連「持続可能な開発目標(SDGs)」解決につながる地域課題

解決の活動。 



・全国高等専門学校生「発酵を科学する」アイデアコンテスト開催。 

・高等専門学校の夏季休業期間等を利用して高等専門学校生に産学官連携担当教員を中心にプ

ロジェクト研究を実施し，技術モデル等のイノベーション研究活動及びイノベーション人材

育成活動を実施。 

・国内外における教育研究のネットワーク強化とインクルーシブ・イノベーションの推進（タ

イ，モンゴル，メキシコなど）。 

 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

①共同教育コースの開講・充実 

・両技術科学大学の連携・協力により，世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者を育

成することを目的に，大学院生（修士課程）を対象とした「グローバルイノベーション共同教

育プログラム」を平成28年度から開始し，今年度は，グローバルイノベーション特論のコンテ

ンツ数を3増加する等コース内容の整備・充実を図り，今年度の目標であった履修生数及びグ

ローバルイノベーション特論のコンテンツ数について前年度の10％増を達成した。 

②共同独立専攻の検討 

・グローバルイノベーション共同教育プログラムの整備・充実を図るとともに，共同大学院設置

を検討する共同の委員会等を設置することを第3期中期計画として定め，引き続き検討するこ

ととした。 

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実 

・海外教育拠点を活用したグローバルセミナーとして，マレーシア・ペナン地域の日系企業の経

営者を講師として，日本人が海外で事業を行う場合の留意事項についての講義コンテンツを

作成した。 

 

（高専教育高度化推進）  

①協働教育プログラムの実施 

・導入している協働教育プログラムを継続的に実施した。 

・アクティブラーニング活用のためのマニュアルに基づいて授業実践を展開した。 

②接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善 

・各高等専門学校におけるモデルコアカリキュラムの導入状況を継続的に把握した。 

・連携教育プログラムの実施拡大と継続的な運用に関して検討，改善した。 

③FD 活動・人事交流の一層の充実 

・各高等専門学校，ブロックでのアクティブラーニング推進を展開した。 

・FD 研修プログラムに基づいて，研修を実施した。 

・三機関連携教員 FD ネットワーク構築を継続した。 

・高等専門学校教職員のグローバル力向上のため実施した海外 FD および SD 受講者の追跡調

査及びフォローアップを実施した。  

 補助事業に係る具体的な成果   

（三機関の体制） 

・教育改革推進室会議ほか各会議を GI-net により定期的に開催し，本事業関係諸活動の連絡・

調整，情報の共有を三機関で緊密に行うことができた。 

・平成30年2月1日(木)に開催した長岡・豊橋両技術科学大学と国立高等専門学校機構が連携・協

働した教育改革事業「最終成果報告会」で，三機関の各事業担当者から報告があり，引き続き

行われた技術科学教育研究推進協議会の意見交換の中で，外部委員等から，事業の継続・発展

的取組に繋がる貴重な意見・助言を得ることができた。主な意見・助言は次のとおり： 

〇「目的が明確で実践的な取組をしていると感じたが，実施した中で想定していた成果がなかな

か得難かったことをまとめ，次年度以降の行動につなげていくことも必要ではないか。」， 

〇「産業界においてもグローバル化とイノベーションは経営の一番のキーワードと感じている

ので，産業界に活動をよりアピールし，産業界の取り組みと一致してさらに進化させられると

良い。」， 

〇「年々海外研修が充実したり，高等専門学校全体で使える教科書ができたり，素晴らしい事業

を行ったと感じる。素晴らしい事業を終えた後，自前でどのくらいできるのか，何とか継続し



てほしい。」， 

〇「事業に参加した教員，学生の生の声を聞き，成果を実感した。高専―技科大のシームレスな

教育が，どのように価値がある教育ができ，どのような成果が上がるのか実証いただきた

い。」， 

〇「今後，日本国内の国際化が重要となっていくと感じるのでこの事業を通じて日本で学んでい

く付加価値を高めていってほしい。」， 

〇「海外経験を積んだ学生，教員について，個人の経験レベルでとどまるのではなく，その先の

ステップ，組織的に共有をしていくことが必要ではないか。また，イノベーション指向人材育

成の実践的な学修経験は学生のモチベーションに繋がると感じている。プログラムが豊富で

あるので，学生が消化不良を起こさないようコアとなる科目とのバランスを図るべき。」， 

〇「高等専門学校全体の教員4,000人というポテンシャルと高等専門学校の置かれたユニークな

立場で国際化をリードしていってほしい。」， 

〇「真摯に取り組んだ活動を今後どのように繋げていくか，取り組みを継続し，何がどう変わっ

たかという KPI を考えていく必要があるのではないか。」， 

〇「今後取り組みをさらに発展させていくうえで，産業界がどのように協力できるか，社会に知

らせていってほしい。」 

 

 

（グローバル指向人材育成） 

① グローバル教育カリキュラムの実施 

・グローバル教育カリキュラムの一つとして実施した課題解決型長期インターンシップ（約6

ヶ月）制度について，海外実務訓練説明会の実施や海外実務訓練WGによる周知を行い，昨

年度に引き続き，3名の学生を派遣した。 

・新規のツイニング・プログラム(USM)及びダブルディグリー・プログラム（東フィンランド

大学）の合意，並びにジョイントディグリー・プログラムの協議(USM)を通じ，海外大学と

の連携によるグローバル教育プログラムの拡充を図った。 

・博士前期課程及び博士後期課程のダブルディグリー・プログラム制度により学生の派遣及び

受入を行い，グローバル素養を持つ高度上級技術者養成に資することができた。（派遣：2

名，受入：2名） 

③教員 FD・職員 SD 研修の実施 

・教員グローバル FD プログラムとして，国立高等専門学校機構教員3名が，2ヶ月間の渡航前

事前研修及び6ヶ月間のニューヨーク市立大学クイーンズ校での英語教授法研修の後，2ヶ月

間のマレーシア・ペナンでの英語講義実践研修を行った。加えて，各研修先機関の教員との

研究交流活動も実施した。このことにより，派遣教員の教育研究能力及び英語教授法の向上

を図った。また，派遣教員により作成された「英語で授業をするための Web 教材」につい

て，三機関関係者のみならず，全国の大学・高等専門学校教員が利用可能としており，波及

効果が期待される。さらに，本プログラム修了者へのフォローアップ活動では，平成28年度

より開始した連携教員制度を継続して実施し，国立高等専門学校機構教員22名（グローバル

FD 修了者）を豊橋技術科学大学連携教員として発令し，豊橋技術科学大学における英語講

義の実践を行ったほか，2名による高専連携教育研究プロジェクト（国際共同研究支援）を

実施した。これらにより，研修成果である英語教授法の向上と海外での教育研究能力の向上

を図ることができた。また，連携教員と豊橋技術科学大学教員が参加する月1回の GI-net ミ

ーティングから派生した，高等専門学校生向けのグローバル教育プログラム「グローバルマ

インド養成キャンプ in TUT」（3日間の体験学習プログラム）では，連携教員が主体となっ

て企画・実施し，高等専門学校と技術科学大学が連携した教育プログラムを実施することが

できた。（高等専門学校生19名が参加。）同プログラムは次年度以降も継続することとして

いる。なお，プログラム終了の際の報告会の実施や参加者へのアンケートを実施することに

より，プログラム改善につなげているところであるが，平成30年度以降の継続したプログラ

ム実施の方策についても検討を行い，内容を見直し，「英語力強化・高専－技科大連携プロ

グラム」として実施することを決定した。 

・職員グローバル SD プログラムとして，事務職員及び技術職員15名（長岡技術科学大学2名，

豊橋技術科学大学2名，国立高等専門学校機構11名）を対象に，豊橋技術科学大学での派遣



前研修（英文書簡，実践英語の講義等）を実施した。国内研修の後，マレーシア・ペナンに

約2週間派遣し，現地の DISTED College における実践英語研修，国際会議5th IGNITE の実務

対応，事前に設定した調査テーマに関連した USM 事務職員との業務内容に関する意見交

換，マレーシア教育拠点での講義受講・グループワーク等の活動を行った。これらの研修活

動を通じ，参加者の英語コミュニケーション能力及び国際業務に関する知識等の向上を図る

ことができた。プログラム終了後には，報告会を実施するとともに，参加者へのアンケート

を実施し，プログラム改善につなげている。なお，平成30年以降も，内容をさらに見直しの

上，三機関による職員グローバル SD を実施し，職員の能力向上に努めることとしている。 

④長期・短期留学プログラムの実施 

・ベトナムのハノイ工科大学との博士後期課程のダブルディグリー・プログラムにおいて，日

本人学生1名を派遣，タイのチュラロンコン大学との博士後期課程のダブルディグリー・プ

ログラムにおいてタイ人学生1名を派遣，メキシコのグアナファト大学との博士後期課程の

ダブルディグリー・プログラムにおいて，メキシコ人学生1名を受け入れし，シュトゥット

ガルト大学との博士前期課程のダブルディグリー・プログラム制度において，日本人学生1

名を派遣した。各プログラムにおいては，双方の大学のカリキュラムで修学することを通じ

て，専門知識を高度化・重層化し，海外大学での長期の修学・生活体験を得ることにより，

グローバル素養を持つ高度上級技術者養成に資することができた。 

・短期留学プログラムとして，豊橋技術科学大学の特別推薦入学者等の学部3年生20名をマレ

ーシア教育拠点に派遣し，USM の学生とのワークショップ・ディスカッション及び企業見学

等を実施し，国内外で活躍できるエンジニア・技術者となり得る人材育成に資することがで

きた。また，グローバルサマースクールとして，豊橋技術科学大学博士課程学生6名をマレ

ーシアに派遣し，USM の学生とともに，フィールドワークやグループディスカッション等を

行うことで，国際的な視野の涵養と，異文化環境の中で議論と問題解決できる能力を習得す

ることができた。 

・平成28年度に試行した国立高等専門学校生の短期海外研修（英語研修，現地企業・学校等訪

問，現地の学生との交流，文化施設等訪問等）について，マレーシア教育拠点を中心に，企

業，現地高校・高等教育機関，科学技術団体等と協力して，全国立高等専門学校を対象に公

募し，平成29年8月～9月に本格実施した。本プログラムには，14高等専門学校31名の学生が

参加した。（【ペナンプロジェクト体験型研修［15日間］】：参加学生12名（福島，茨城，

長野，沼津，和歌山，呉，大島商船高等専門学校，【ペナン異文化体験型研修［8日

間］】：参加学生19名（秋田，茨城，長野，明石，奈良，呉，弓削，有明，北九州，沖縄工

業高等専門学校） 

・グローバルリーダー養成のための短期海外派遣プログラムでは，修士以上の学生を対象に外

国語によるコミュニケーション能力・異文化適応力の向上，海外へのチャレンジ精神等，グ

ローバル人材に求められる素質・能力の強化を目指して，マレーシア，スイス，イギリス，

タイ（2名），オーストラリアに計6名の学生を派遣し，イノベーションを牽引できる次世代

グローバルリーダーの養成に資することができた。 

⑤海外事務所における取組の充実 

・昨年度に引き続き，教員 FD・職員 SD プログラムにおける研修拠点，海外実務訓練等の短期

学生派遣事業及び国際会議実施等，諸活動の活動拠点として，マレーシア教育拠点を活用し

た。同拠点では，現地高等教育機関・地元企業等との連携拠点として，三機関以外の大学等

関係者の利用・訪問もあり，本年度は約300名（延べ数）の利用者があった。 

・タイ事務所には，経済産業大臣より「ものづくり大使」に任命された Suchai 氏（長岡技術科

学大学修士課程修了，AOTS タイ同窓会事務局長）を配置し，現地派遣企業との調整等の海

外実務訓練派遣学生のサポート，海外実務訓練派遣先開拓のための企業訪問等を実施し，グ

ローバル化に対応できる実践的技術者育成に資することができた。 

・モンテレイ事務所には，常駐スタッフとしてコーディネーター1名を配置して，派遣学生の

ケア，安全管理及び事業の紹介等の業務を実施した。また，現地企業スポンサーを積極的に

開拓し，ツイニング・プログラムの参加学生に対し，企業が経費を支援する仕組みを構築す

ることにより学生支援の充実を図ることができた。 

⑥海外インターンシップの実施 

・両技術科学大学において，学部4年生の海外実務訓練（2ヶ月及び6ヶ月）に119名を，課題解



決型長期インターンシップ（約6ヶ月）に3名の学生を派遣した。 

・海外実務訓練終了後には，参加学生による実務訓練報告会を実施し，海外実務訓練を通じ，

品質管理，分析，組立等の実践的な業務知識・スキルの向上，海外適応能力及び英語能力の

向上等を図れたことを確認することができた。 

⑦合同海外同窓会の実施 

・平成29年8月5日にマレーシア教育拠点において，海外同窓生との交流活性化の一環として，

高等教育機関に勤務する同窓生との研究ネットワークワークショップを開催した。ワークシ

ョップには，同窓生10名及び教職員7名が参加し，今後の共同研究及び大学間交流等の一層

の活性化に向けた議論を行うことができた。 

・平成30年1月22日にハノイ工科大学（ベトナム）にて，ハノイ－新潟情報交換会における懇

親会兼同窓会を開催し，卒業生ネットワークの構築に資することができた。 

⑥国際シンポジウムの開催 

・以下の国際会議・国際シンポジウムを開催し，国内外からの参加者を集め，技術教育，技術

科学の成果共有・普及及びグローバルな視点での教育・研究力向上が図られた。 

 ・第6回国際技学カンファレンス（6th International GIGAKU Conference (IGCN2017)（平成29

年10月5日～6日，長岡市），参加者210名 

・第7回 ISTS（7th International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS2017)（平成29年 

8月19日～27日，フィンランド），参加者74名 

・第11回 ISATE（11th International Symposium on Advances in Technology Education 

(ISATE2017)（平成29年9月19日～22日，シンガポール），参加者287名 

・第5回 IGNITE（5th International Conference of Global Network for Innovative Technology 

(IGNITE2017)（平成29年8月8日～10日，マレーシア・ペナン），参加者268名 

 

（イノベーション指向人材育成） 

① イノベーション教育カリキュラムの実施・改善 

・教育に関して，モデルコアカリキュラムをベースとした専攻科カリキュラムのモデル（専攻

科レベル）及び5年一貫制博士課程技術科学イノベーション専攻のジェネリック科目コンテ

ンツ（大学院レベル）の構築ができ，イノベーション教育カリキュラムのモデルの実施によ

るイノベーション指向人材の育成が推進できた。 

・三機関の協働によるモデルコアカリキュラムをベースとし，アクティブラーニングを取り入

れた教科書シリーズ（実教出版が発行）10冊を企画し，講義に活用できた。これにより，教

科書8冊（10冊のうち，平成29年度発行の2冊を除く）の教科書採択校（5冊以上）は延べ数

で60高等専門学校，33大学となりコンテンツとして大きな波及効果となった。特に，大学だ

けでも両技術科学大学以外に採択校が多数あり，事業外へのアウトリーチとしての波及効果

が高い成果を得た。（第21回（2016年度）日本工学教育協会工学教育賞（著作部門）受賞）。 

・三機関が連携し，アクティブラーニングによる人材育成手法と，PBL 教育手法を活かした地

域課題解決型教育研究の全国的なネットワークを形成できた。これにより，Society5.0の実現

に向けた全国のものづくり地域の産業界と連携する，地域課題解決型研究開発・人材育成の

拠点・ネットワークの形成に至っている。 

・アクティブラーニングに関する教育指導書「アクティブラーニング」（実教出版が発行）を

企画し，教員志望学生の人材育成セミナーに活用することで，イノベーションの教育を教授

する教員及び指導者となる学生のアクティブラーニング教授能力を高めることができた。ま

た，本教授法指導書は，人材育成セミナー以外に各高等専門学校 FD 研修（実施機関：国立

高等専門学校機構，長岡技術科学大学，都城・鹿児島・岐阜・松江工業高等専門学校）で技

学イノベーション人材一貫教育を目的として活用され，アクティブラーニングによるイノベ

ーション指向人材育成の波及を高めることができた。（平成29年日本感性工学会出版賞受

賞） 

・「教員養成 SD」により，技学イノベーション人材一貫教育による教員の養成ができた（着任

地：長岡技術科学大学，金沢大学，長岡・和歌山・松江・宇部・北九州・都城工業高等専門

学校。平成30年採用内定：長野，北九州，鹿児島工業高等専門学校）。 

・イノベーション人材がもつ，各能力の達成目標に対応する科目とのマッピングに基づく，共通

的科目の作成を進めた。具体的には，専攻科向け科目として「環境マネジメント」，「コンプラ



イアンス」及び「プロジェクトマネジメント」を開設した。学部レベルでは「地域産業と国際

化」（15回），「技術科学フロンティア概論」（15回。4校で実施），「技術革新史」（8回）を実施

した。高等専門学校専攻科生及び学部生を対象として，相互に共同指導することにより，イノ

ベーション人材を育成することができた。 

・大学院向けの英語科目として，「研究者倫理」（15 回），「技術科学ファシリテーション」（15 回），

「アントレプレナー特論」（15 回），「プロジェクトリーダー実習」及び「ベンチャー起業実習」

等を新規に開始し，技術・工学等に関する専門科目に加えて，多様性の強さを引き出す合意形

成のためのファシリテーション，オープンイノベーションの理解と実施する能力を涵養する

学習・教育ができた。 

・世界で活躍しイノベーションを起こす実践的技術者を両技術科学大学で育成するため，グロ

ーバルイノベーション共同教育プログラムを平成 28 年度より実施し，具体的には，「グロー

バルイノベーション特論」，GI 指定科目である「GI 技術科学特論」を開講し，技術科学大学

修士課程の学生を相互に共同指導して，イノベーション人材を育成するモデルの実施・改善が

できた。 

・教育プログラムでは，クリーンエネルギー，レジリエントインフラ，アグロインダストリー，

地域ブランド及びアシスティブテクノロジー(AT)の領域に関して，異分野・異世代融合型の課

題発見科目，エンジニアリングデザイン科目及び連携型の PBL 科目につながるセミナーやコ

ンペなどを実施し，当該領域・分野のイノベーション指向人材の育成を図ることができた。例

えば，AT 領域での技術者育成のためのスキル標準に基づくカリキュラムの実装を推進し，こ

れにより AT 技術者育成のためのスキル標準の素案を完成させ，函館工業高等専門学校で平成

28 年度に開講したロボティクス履修コースのカリキュラムに実装できた。 

・高等専門学校“学習到達目標（モデルコアカリキュラム）”の普及促進：海外高等専門学校

（ベトナム，モンゴル，メキシコ）でのイノベーション人材育成に関して PBL 等の活動を通

して連携を深耕させることができた。 

・イノベーション海外研修“高等専門学校，技術科学大学生海外派遣”により，海外実践 PBL

を通した学習教育ができた。タイ派遣（高等専門学校生4人・技術科学大学生1人）では，環

境工学分野の新学術領域の講義の受講・研究室見学等を体験し，国際共同研究及び教育手法

の伝授，学生の海外研修の手法と注意点及び英語による現地教員とのネゴシエーション力の

向上を図った。学生においては，研究に関するモチベーションの向上，英語コミュニケーシ

ョン能力の実践的研修，先端的研究の体得及びグローバルに活躍出来る研究者に必要な素養

とその涵養方法について多くのことを学ぶことができた。平成29年度・ハワイ派遣（高等専

門学校生3人）では，AT 領域の学会等への参加を通して，グローバルに活躍出来る研究者に

必要な素養とその涵養方法について学習ができた。 

・教育効果に関する評価方法を作成し，評価手法開発を教員 FD に展開できたとともに，「工学

教育」の論文誌等で，本事業で開発した研修等により，イノベーション能力が向上する知見

をまとめて発信することができた。 

・高専－技科大連携研究プロジェクトを通して，イノベーション研究活動及びイノベーション

人材育成活動が実施できた（「AT 技術者育成のためのスキル連携による教育システムの構

築」，「ジェネリックスキルの客観的アセスメント方法の構築と学習ワークシートの作

成」，「グローバル技学教育のためのアクティブラーニング教育法とその教材開発」，「ア

クティブラーニング，ICT 利用による教育効果の可視化と効果的な教授法の開発に関する研

究」などの課題で共同研究計5件の実施）。 

・国内外の企業ならびに教育機関において，PBL 実践教育を推進するため，共同研究等を行っ

ている高等専門学校生を技術科学大学及び技術科学大学関係開発事業に受け入れ，実践教育

を実施できた（「Gigaku 教育における英語でのスピーチ及びプレゼンテーション能力向上を

目指した学習方法と CAN-DO リストの開発」，「鹿児島県長島町を舞台とした PBL 教育プ

ログラム「環境創造工学プロジェクト」による実践的技術者の育成」，「KOSEN-GIGAKU

ジョイントサミット on Science and Technology」などの課題で共同研究計10件）。 

・企業実習を含んだ MOT 教育の実施・一層の充実を図り，社会実装及びステークホルダーと

の共創によるイノベーション人材の能力の涵養ができた（10件）。 

・タイ王国コンケン大学にて，技術科学イノベーション専攻を模範とした5年一貫制博士課程

の Innovation Engineering 専攻の設置と，長岡技術科学大学とのダブルディグリーも検討に至



っている。 

② イノベーションシーズ拠点の実施・改善 

・ 平成25年度に全国60拠点を専用回線で結ぶ GI-net を整備し，これまでに7,278回の遠隔講義，

講義のアーカイブ作成，シンポジウム及び国際会議等を開催し，三機関における教育研究活

動等の効率化と活発化が推進できた。大幅な移動時間の節減や旅費節減（累計11億円以上）

となった。 

・平成29年10月5日～6日，国際技学カンファレンス(IGCN)（16か国，210名）を開催し，イノ

ベーションシーズ顕在化のためのワークショップ及び研究発表等を行い，人材育成教育に関

する教育学習ができた。 

・平成29年10月6日～7日，高等専門学校・技術科学大学の学生主体による技術科学イノベーシ

ョンに関する第2回国際会議(STI-Gigaku)を国連の持続可能な開発目標｢SDGs17｣をテーマに

し，参加者166名（高等専門学校122名，技術科学大学44名）を得て開催することにより，イ

ノベーションに関わる学習及び研究の成果を発表することができ，学生による国際会議遂行

能力の向上にも繋がった。UNESCO アカデミック・インパクトの10原則にコミットする取組

として高く評価され，平成29年9月に国連アカデミック・インパクトへの参加が承認され

た。 

・高専－技科大新技術説明会（参加者195名），全国高専フォーラム（参加者約850名）等を開

催し，イノベーションシーズの情報発信を実施できた。 

・イノベーションシーズ共同研究拠点活動を実施し，三機関連携のネットワークに教育研究成

果の情報発信を常時実施した。これにより，多方面からイノベーションシーズの利活用のア

イデア集積と実施が推進できた。下記にその具体的な事例を示す： 

○鶴岡工業高等専門学校を幹事に，ICT 農業研究会の全国ネットワークを形成できた。農林

水産省「知」の集積と活用の場として「ICT でつなげる地域共生アグリ・バリュースペー

ス研究開発プラットフォームワークショップ in 長岡」（85名参加）等を開催するに至って

いる。 

○アグロインダストリー領域のイノベーション・コンテストとして，平成29年度から全国高

等専門学校生を対象とする「発酵を科学するプロジェクト」研究会の組織強化により，高

等専門学校生，技術科学大学生及び海外関係機関・企業・地域からの参加者も含めた PBL

活動を実施した。人材育成を推進するためのコンテストを企業協賛で始動することができ

た（平成29年度は15高等専門学校39組の応募）。 

・広域連携教育研究情報システムを，イノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活

動に利用した。下記にその具体的な事例を示す： 

○高専－技科大連携による太陽電池に関する研究力・教育力強化を，19高等専門学校との連携

により推進し，毎年合同シンポジウムを年1回開催。毎年70名参加，40件以上発表。また，

太陽電池作成技術講習会を年数回実施し，設備共同利用の推進を図った（長岡工業高等専門

学校太陽電池研究センター，豊橋技術科学大学薄膜材料研究室）。 

○マイクロ風車を用いた小型風車研究会（一関，長岡，舞鶴，富山，石川工業高等専門学校と

長岡技術科学大学の学生及び教職員）が参加し，マイクロ風車を用いた小型風車コンテスト

を開催した。発電 WG では，縦渦を利用した新規風車発電システムの開発，風車研究会・

コンテストによる高専－技科大連携，風車設計教材の開発，イノベーションと安全について

の教材開発などに関する全国的なネットワークを構築した。 

・GI-net 等を活用した，エンジニアリングデザイン，多様性の強さを引き出す合意形成のため

のファシリテーション，オープンイノベーション及びステークホルダーとの共創を取り入れ

た PBL 等のイノベーション指向教育プログラムの持続体制が整備できた。下記にその具体的

な事例を示す： 

○平成24年より，高等専門学校を訪問し，豊橋技術科学大学にあるロボットの遠隔制御実験を

実施してきた。平成29年度では，12高等専門学校から自由にアクセスできるシステムを構築

し，500名以上の学生が IoT や遠隔制御実験に参加し，学習できる体制を整備できた。高等

専門学校教員と共同研究により豊橋技術科学大学のシーズを発展，顕在化できている。 

○次世代シミュレーション技術者共同教育プログラムにより，最先端企業が真に必要とする

スキルを備えた人材を教育することができるようになった（平成26年度から，185名が登録，



45名が認定）。 

○変換デバイス人材育成の体制整備と人材育成，Web 教材の整備を進めた。具体的には，デバ

イスや回路技術についての基礎や考案したサービスについてまとめてもらい，発表会を行

った。なお，発表後には Web 上に資料を揚げ，これから変換デバイスや「その場発電シス

テム」を学ぶ人向けのオンライン教科書とした（「学生が作成したエネルギー変換デバイス

の教科書」として WEB に公開。http://mtph.nagaokaut.ac.jp/ce/index.html） 

○パワーエレクトロニクスに関する高等専門学校・技術科学大学のフォーラムの開催（年に

1～2回）し，研究ネットワークの構築ができた（平成29年度は参加者：高等専門学校生8

名，技術科学大学生12名，高等専門学校教員5名，技術科学大学教員6名）。また，得られ

た研究内容を電気学会半導体電力変換研究会で発表した学生が，電気学会産業応用部門優

秀論文発表賞等を受賞した。 

○企業等と産学連携技術開発をベースとした人材育成として，天然ゴム排水処理に関する技

術について，開発を実施し，学生の特許取得も含め，実用化に向けて進めることができ

た。また，同技術は GI-net を活用して，ベトナムでの PBL 実践教育として技術導入に至

った（東京工業高等専門学校，技術科学大学）。 

○アグロインダストリー領域では，養殖，活魚輸送物流など水産業シーズ（函館，長岡工業

高等専門学校，技術科学大学），連作障害等土壌の診断，土壌改良技術（群馬，都城工業

高等専門学校，技術科学大学），国内外の都市下水，産業排水の処理及び再資源化技術

（香川，木更津工業高等専門学校，技術科学大学），革新的種苗栽培（ジャガイモなど。

鹿児島県，都城工業高等専門学校，技術科学大学）など新たなシーズに関する全国的ネッ

トワークを構築することができ，一例として「魅せる・伝える 高専・技大バイオテクノ

ロジーフォーラム長岡2018」（平成30年3月3日，高等専門学校生・技術科学大学生・教員

で25件の発表）の開催等にも至り，PBL を通した当該領域のイノベーション人材育成が推

進できた。 

③ バーチャルシンポジウムの実施・改善 

・GI-net を活用したバーチャルシンポジウム及び講演として，三機関で企画し，イノベーショ

ン人材育成のためのレクチャーシリーズ（10回，全国配信で実施），教職員 FD・SD 研修等

（10回）及び各機関で独自に企画しているシンポジウムの中継（2回）を実施し，学生の教

育及び教職員の啓発等を図ることができた。  

④ バーチャルミュージアムの実施・改善 

・GI-net を活用して，バーチャルシンポジウム及び講演を録画し，アーカイブ化して三機関で

利用できる体制を構築できた。録画・アーカイブ化したコンテンツを70作成できた。 

・支援機器を開発する全国 KOSEN ネットワークの教員が中心となり，支援学校との連携強化

等を目的とした e-AT セミナーの定期的な開催体制を構築できた（幹事：熊本高等専門学

校）。 

⑤ 地域新技術モデルの実施・改善 

・産学官連携担当教員を中心に，地元の自治体，企業及び金融機関に本事業の産学融合キャン

パス構想を説明し，協力要請を行い，企業開拓を進めて連携したイノベーション活動を通し

た人材育成を推進できた。下記にその具体的な事例を示す： 

○地域と連携した新しい教育体制の整備として，長岡工業高等専門学校，長岡技術科学大学

及び長岡市等と産官学金連携により，地域イノベーション人材育成のための「Nagaoka 

Delta Cone, NaDeC 構想」を推進する体制を整備できた。長岡市は，この人材育成のために

中心市街地にキャンパスの整備を推進する（平成30年度より実施）。 

○鹿児島工業高等専門学校，長岡技術科学大学及び鹿児島県長島町は，3者の包括的連携協

定を平成29年1月に締結し，地域課題解決のイノベーション人材育成を推進できた。鹿児

島工業高等専門学校をはじめとする九州地域の高等専門学校及び技術科学大学の長島キャ

ンパスの施設の整備を計画し，推進している。長島町での革新的種苗栽培を実施した（鹿

児島県，都城工業高等専門学校，長岡技術科学大学）。「BISTRO 下水道 in 霧島」（鹿児島

工業高等専門学校主催）などに展開を図ることができた。「国際会議 ISLife」創設・活動

（平成28年度より毎年開催）：エネルギー分野のイノベーションによる地方活性化の取組

を推進できた（平成28年度・平成29年度ともに鹿児島県にて開催）。 



○函館工業高等専門学校，長岡技術科学大学及び函館市は，人材育成・国際交流などを推進

するため，函館に連携拠点を整備する計画を策定した。 

○スマートホスピタルを目指した，コンシェルジュロボットの開発を推進した。岐阜，明

石，東京，函館工業高等専門学校と行ってきた回診ロボット“テラピオ”から，愛知県

“知の拠点”事業（平成28～30年度実施）へと発展し，岐阜工業高等専門学校を中心とし

て東海地区の地域モデルを構築した。 

○地域連携・加工技術プレミアムグループ合同研究会（技術科学大学，秋田・熊本・長岡・

福島工業高等専門学校の学生及び教職員30名が参加）。 

○新潟県作業工具組合と kawaii 理科プロジェクトを推進した。科学や技術に“kawaii”と融合

して，一般市民が持つ科学・技術へのマイナスのイメージを変えていこうというプロジェ

クトで，地域市民の協力により活動規模を拡大している。 

○高等専門学校生及び技術科学大学生と地元企業との合同研究で3D printer を利用し，複雑形

状模型の CAD からの可視化造形の有用性を企業関係者から評価された。 

 ・6領域の高専－技科大連携研究プロジェクト等において，学生の海外派遣（20人），留学生

の受入（20人），高専－技科大間での学生派遣（85人）及びコンテストへの応募（15高等専

門学校・39組）等を通じてイノベーション人材育成を図るとともに，イノベーション研究活

動を展開することができた。また，アウトリーチとして外部資金への申請，獲得，論文発表

及び知的財産の取得等を図ることができた。下記にその具体的な事例を示す： 

○奄美大島地域のバイオマスを活用したキクラゲ製造。バイオマス利活用等を推進し，モデ

ル工場を設立した（特許出願，PBL 教育の実施。鹿児島工業高等専門学校，技術科学大

学）。 

○平成26年度から平成29年度まで，「Japan AT フォーラム」を開催した。AT スーパー技術者

の定義項目として，自身の専門領域を核としながら，AT に関する幅広い見識及び教養が

あり，ユーザー（障害のある当事者）目線で，現場の観察，課題発見及び臨床試験がで

き，課題解決のために異分野の専門家と協働して，ものづくり（開発）ができる技術者を

掲げて開催した（毎年100〜150人程度の高等専門学校，技術科学大学，企業及びユーザー

を交えて開催）。パラリンピックを対象とした，競技者のトレーニング支援や障がい者の

競技観戦支援の技術を開発した。リオデジャネイロパラリンピックのテニス競技に貢献

し，引き続き，全国的なネットワークで開発を進める体制を構築した。 

・高等専門学校生と技術科学大学生合同イベント「エンジニアリングデザイン力を伸ばす合同

演習」に高等専門学校生，長岡技術科学大学生及び企業人が参加し，人材育成活動を実施す

る。これにより，各地域で貢献する新技術モデルの提案（10件）を行い，新技術に関する研

究開発による人材育成を推進することができた。一例として，鹿児島県長島町と連携した地

域課題の食とエネルギーに関する国際シンポジウム ISLife の実施（平成29年8月9日～10日）

や， 科学技術振興機構主催の「サイエンスアゴラ2017」に参加し，高等専門学校及び技術

科学大学学生合計15名で「親子でチャレンジ！ －17の世界目標を通して地域課題をクリア

しよう！－」を実践することで，教育実践の実証ができた。サイエンスアゴラ賞受賞（全出

展企画164件中4件）。 

・産学官連携担当教員を中心に高等専門学校の夏季休業期間等を利用して，高等専門学校生に

プロジェクト研究を実施した（アグロインダストリー領域の課題を主に5回）。これによ

り，技術モデル等のイノベーション研究活動及びイノベーション人材育成活動を実施でき

た。 

・国内外における教育研究のネットワーク強化とインクルーシブ・イノベーションの推進を図

り，持続可能な地域新技術創出体制の整備を推進できた。下記にその具体的な事例を示す： 

○タイ王国コンケン大学にて，技術科学イノベーション専攻を模範とした5年一貫制博士課

程のInnovation Engineering専攻の設置と，長岡技術科学大学とのダブルディグリーも検

討。 

○大学発ベンチャー創出の環境を，起業セミナー（企業経営者の講演，年に4回），ベンチャ

ーサロン（地元銀行，VCも含めた起業のための議論，年に4回），科目の整備（「ベンチャ

ー起業実習」，「アントレプレナー特論」，「起業リーダー論」他）及びベンチャーキャピタ

ルとの包括連携協定（新潟ベンチャーキャピタル株式会社，日本戦略投資株式会社））に

関して整備できた。これらの結果，平成24年度から平成29年度まで，三機関でのベンチャ



ー起業数13件を得た（平成24年度0件，平成25年度1件，平成26年度2件，平成27年度3件，

平成28年度5件，平成29年度2件）。また，平成29年9月に一般財団法人ジェームズ・ダイソ

ン財団主催の国際エンジニアリングアワード，ジェームズ・ダイソン・アワード2017にお

いて，国内最優秀作品ならびに国内審査通過作品の計5作品が発表され，長岡技術科学大

学修士課程寺嶋瑞仁らの作品が国内第3位の作品として選定された。 
 

（海外教育拠点を活用した共同教育人材育成） 

①共同教育コースの開講・充実 

・長岡技術科学大学6名，豊橋技術科学大学16名，計22名が本プログラム履修生として参加した。

本プログラム科目は，オムニバス形式の教育資源，授業科目を e‐ラーニング化し，順次配信

し，今年度の目標であった履修生数及びグローバルイノベーション特論のコンテンツ数につ

いて，前年度の10％増を達成した。次年度の実施に向けた改善点やプログラム学生を増やすた

めの方策等を両技術科学大学で行い，長岡技術科学大学では修士課程修了要件単位に算入し，

共同の学生募集パンフレットや PR 用の HP の作成，遠隔講義の受講を推奨する方法等を引き

続き検討し，豊橋技術科学大学では，プログラムのパンフレットを作成し，博士前期課程の必

修科目の時間を利用しガイダンスを実施し，対象学生に広くプログラムの趣旨等を説明し，履

修者の募集を行った。また，本事業終了後の本プログラムを推進する体制を検討し，「長岡・

豊橋 GI 共同教育プログラム合同運営委員会」を設置するとともに，次年度の実施に向けた改

善点やプログラム学生を増やすための方策等を両技術科学大学で行い，平成30年度から新た

なコースを増設することを決定した。 

②共同独立専攻の検討 

・上記の合同運営委員会により，本プログラムを推進する体制を整備し，全学的な展開を図るこ

ととした。プログラムの実施状況を踏まえつつ，次年度以降に共同大学院の設置を検討する共

同委員会等を設置し，検討を開始することとした。 

③海外教育拠点を活用したプログラムの開講・充実 

・海外教育拠点を活用したグローバルセミナーを開催するとともに，グローバルイノベーショ

ン特論のコンテンツとして活用できるよう整備した。 

 

（高専教育高度化推進） 

①協働教育プログラムの実施 

・協働教育に係るマニュアルを活用し，導入している協働教育プログラムを継続的に実施し（受

講生数：358 名），人材の育成に資することができた。 

・技術科学大学，呉工業高等専門学校及び都城工業高等専門学校が協働することで，学生の自

主・能動的協働プログラムを東京にて実施し，自主・能動的能力を涵養することができた。

JST・サイエンスアゴラ：平成 29 年 11 月 26 日開催（高等専門学校生：5 名，技術科学大学

生：10 名）。サイエンスアゴラ賞受賞（全出展企画 164 件中 4 件）。 

・事前課題型体験実習を実施（平成 29 年 7 月 25 日～9 月 8 日，受講者数 142 名）。 

・体験実習受講者の追跡調査アンケートを実施（平成 30 年 3 月），受講後の状況を把握できた。 

・研修を受けたアクティブラーニングトレーナーを中心に，アクティブラーニング活用のため

のマニュアルを利用し，平成 29 年度は各高等専門学校においてアクティブラーニング活用

を展開。取組状況を把握できた。 

②接続カリキュラムの実施と検証に基づく改善  

・先取り教育を推進するため，技術科学大学と高等専門学校連携教育プログラムを開発した。

この連携教育プログラムにおいては，専攻科教育における先導科目 3 科目（プロジェクトマ

ネジメント，環境マネジメント，コンプライアンス）を具体化した。函館工業高等専門学校

において，新専攻科の 3 科目を平成 30 年度より実施できるようにした。 

・接続改善の観点から，技術科学大学が高等専門学校生向けに講義を配信し，単位認定を可能

とした。 

・モデルコアカリキュラム試案を改訂し，平成 29 年 4 月に本案とし，Web シラバスシステム

への入力を全国立高等専門学校で実施した。 

・カリキュラム接続点検 DB への全高等専門学校データは，Web シラバスの公開ページより登

録・更新できるようになった。 



・各高等専門学校におけるモデルコアカリキュラム(MCC)取組状況調査を実施し，モデルコア

カリキュラムの導入状況を確認。平成 29 年度までの調査により，平成 30 年度のシラバスと

MCC の適合度を確認した高等専門学校は全体の 100%（当該年度シラバスとの適合：H28 年

度 99％，H27 年度 85%，H26 年度 73%），学科での授業内容を見直した高等専門学校は 90％

（平成 28 年度 75%，H27 年度 38%，H26 年度 27%），MCC 導入に不可欠なルーブリック

作成まで至った高等専門学校は平成 29 年度シラバスで 78％（平成 28 年度 24%，H27 年度

10%，H26 年度 7%）まで，着実に各高等専門学校において MCC 導入が進んだことを確認

することができた。 

③FD 活動・人事交流の一層の充実 

・FD 研修プログラムを三機関の連携により開発・実施し（平成 28 年 9 月 8 日～9 日北九州高

等専門学校），GI-net にて 21 高等専門学校に配信した。平成 29 年度は，FD 研修プログラ

ムを次の日程で実施した。（平成 29 年 9 月 13 日長岡技術科学大学，9 月 4 日～5 日鹿児島

工業高等専門学校，9 月 29 日都城工業高等専門学校，10 月 11 日岐阜工業高等専門学校，11

月 28 日松江工業高等専門学校）FD 用教材のビデオライブラリの貸出を実施し，教材利用を

充実することができた。 

・グローバル FD 派遣（技術科学大学での研修＋海外派遣）を実施し（高等専門学校教員 3 名），

グローバル人材育成を進めることができた。 

・海外 FD 経験者を豊橋技術科学大学が高専連携教員として合計 22 名採用し，高専連携教員

による教育研究活動を支援（国際共同研究支援 2 件採択）。高専連携教員による連携・交流に

ついての意見交換会を平成 29 年度計 7 回開催し，連携・交流を強化した。平成 29 年 12 月

には，連携活動をさらに機能的に運営するため連携部会（WG）を発足させ，活動内容を切り

分けポイントごとに議論できるようにした。 

・グローバル SD 研修（技術科学大学での研修＋ペナンでの研修）を実施し，研修機会を充実

した。（参加者数 15 名＜豊橋技術科学大学 2 名，長岡技術科学大学 2 名，高等専門学校機構

11 名＞） 

・グローバル FD 修了者の発案・企画により，平成 29 年 9 月 11 日～13 日に「グローバルマ

インド養成キャンプ in TUT」を豊橋技術科学大学で実施し，高等専門学校生 19 名が参加し

た。技術科学大学と高等専門学校が連携することにより，高等専門学校生のグローバル化教

育に取り組むことができた。また，グローバルリーダー教育を実施した。（大学院編入者の共

同指導開始。平成 30 年 3 月 15 日終了。） 

 （注）交付申請書の「補助事業の目的・必要性」，「本年度の補助事業実施計画」と対応 

  させて分かり易く記入すること。  
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