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P.1 基準１ １－１－① 資料１－１－①－(1)－１
明石工業高等専門学校における自己点検・評価の実施方
針

P.3 基準１ １－１－① 資料１－１－①－(2)－１ 自己点検･評価の実施体制が分かる規程

P.4 基準１ １－１－① 資料１－１－①－(3)－１ 自己点検・評価の項目を決めた委員会議事要録

P.5 基準１ １－１－① 資料１－１－①－(3)－２ 自己点検・評価の基準・項目等がわかる資料

P.10 基準１ １－１－② 資料１－１－②－(1)－１ 根拠となるデータや資料の収集・蓄積状況がわかる資料

P.11 基準１ １－１－② 資料１－１－②－(1)－２
データや資料の収集・蓄積の担当組織、責任体制がわかる
資料

 

P.12 基準１ １－１－② 資料１－１－②－(2)－１ 自己点検・評価報告書等、実施状況がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/guide/evaluation

P.13 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－１ 教員の意見聴取の実施状況がわかる資料

P.14 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－２ 教員・職員の意見内容がわかる資料（授業公開の結果）

P.15 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－３ 教員・職員の意見聴取がわかる資料（研究授業の案内）

P.16 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－４ 在学生の意見内容がわかる資料（授業アンケート集計表） 一部非公表

P.17 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－５ 在学生の意見内容がわかる資料（学校に対する要望書）

P.19 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－６ 卒業時の学生のアンケート結果集計表

P.23 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－７
卒業（修了）から一定年数後の卒業（修了）生のアンケート
結果集計表

P.24 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－８ 保護者の意見内容がわかる資料（授業公開の結果）

P.26 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－９ 就職・進学先関係者のアンケート結果集計表

P.27 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－10 保護者及び就職･進学先関係者の意見内容がわかる資料 https://www.akashi.ac.jp/blog/archives/11495

P.28 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（１）－11 自己点検・評価結果報告書（平成29年3月）p.72～107 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2017/05/1c525ecd2553435e7819085efd8a11f2.pdf
自己点検・評価報告書
p. 72～107

P.64 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－1 学習環境に関する評価を踏まえていることがわかる資料

P.65 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－２
学生による教育・学習の達成度に関する評価を踏まえてい
ることがわかる資料

P.67 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－３ 学生による満足度評価を踏まえていることがわかる資料

P.69 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－４ 外部有識者懇談会実施一覧表

P.70 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－５ 外部有識者の検証がわかる資料（有識者懇談会）

P.71 基準１ １－１－③ 資料１－１－③－（２）－６ 教育活動に関する第三者評価がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/guide/evaluation

P.73 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（１）－１
実施体制がわかる資料（アクティブラーニングセンター規
則、ＦＤ部門要項）

P.75 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（１）－２ 実施体制がわかる資料（教務委員会規定）

P.76 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（１）－３ 実施体制がわかる資料（専攻科・JABEE 委員会規程）

P.77 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（１）－４
実施体制がわかる資料（教育研究活動評価等委員会規
程）

P.78 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（１）－５ 実施体制がわかる資料（外部評価実施要項）

P.79 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（２）－１
前回の機関別認証評価における評価結果について、「改善
を要する点」として指摘された事項がわかる資料

http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201203/kousen/no6_1_3_akashi_k201203.pdf
平成23年度認証評価
結果（p. 2-(4)-28～29）

P.80 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（２）－２
「改善を要する点」として指摘された事項への対応状況が
わかる資料

一部非公表

P.82 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－１ 平成28年度自己点検・評価報告書 http://www.akashi.ac.jp/guide/evaluation/h28
平成28年度自己点検・
評価報告書

P.83 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－２ 評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（目的・目標）

P.85 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－３
評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（教育体制と
教員及び支援職員）

P.86 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－４
評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（教育内容と
方法）

P.87 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－５
評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（教育の成果
及び改善システム）

一部非公表

P.88 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－６
評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（学生の受入
れ）

P.90 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－７ 評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（学生支援）

P.92 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－８
評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（研究状況及
び学外への教育サービス）

一部非公表

P.94 基準１ １－１－④ 資料１－１－④－（３）－９ 評価結果を受けた改善の取組がわかる資料（管理運営等） 一部非公表

P.97 基準１ １－２－① 資料１－２－①－(1)－１ 策定した卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー） http://www.akashi.ac.jp/guide/policy

P.98 基準１ １－２－② 資料１－２－②－(1)－１
策定した教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュ
ラム・ポリシー）

http://www.akashi.ac.jp/guide/policy

P.99 基準１ １－２－③ 資料１－２－③－(1)－１
策定した入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリ
シー）

http://www.akashi.ac.jp/guide/policy

P.100 基準１ １－２－③ 資料１－２－③－(1)－２ 策定した入学者の受入れに関する方針（選抜方針の部分） https://www.akashi.ac.jp/mechanical/policy/senbatu

P.101 基準１ １－２－④ 資料１－２－④－(1)－１ 策定した修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー） http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy

P.102 基準１ １－２－⑤ 資料１－２－⑤－(1)－１
策定した教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュ
ラム・ポリシー）

http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy

P.103 基準１ １－２－⑥ 資料１－２－⑥－(1)－１
策定した入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリ
シー）

http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy

P.104 基準１ １－２－⑥ 資料１－２－⑥－(1)－２ 策定した入学者の受入れに関する方針（選抜方針の部分） http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy/senbatu

P.105 基準１ １－３－① 資料１－３－①－(1)－１ ポリシーの点検を行う体制が分かる資料

P.106 基準１ １－３－① 資料１－３－①－(2)－１ ポリシー点検の実態が分かる議事録（教務委員会） 一部非公表

P.107 基準１ １－３－① 資料１－３－①－(2)－２ ポリシー点検の実態が分かる議事録（運営会議） 一部非公表

P.108 基準２ ２－１－① 資料２－１－①－(１)－１ 本講の目的、学科の構成、各学科の目的がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-17-1.pdf
学則第1条、7条～7条
の2、46条～47条の2

P.110 基準２ ２－１－① 資料２－１－①－(１)－２ 卒業認定に関する方針 http://www.akashi.ac.jp/mechanical/policy

P.111 基準２ ２－１－② 資料２－１－②－(１)－１ 修了の認定に関する方針 http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy

P.112 基準２ ２－１－③ 資料２－１－③－(１)－１
教育活動を有効に展開するための検討・運営体制がわか
る資料

P.113 基準２ ２－１－③ 資料２－１－③－(２)－１ 平成29年度 第1回FD会議議事要録 一部非公表

P.116 基準２ ２－２－① 資料２－２－①－(５)－１
教員の年齢構成・男女別人数・博士号、教育・実務経験の
状況

P.117 基準２ ２－２－① 資料２－２－①－(５)－２ 教員の前歴・学位・資格の状況 　

P.118 基準２ ２－２－③ 資料２－２－③－(２)－１ 教員（英語）公募要領

P.119 基準２ ２－２－③ 資料２－２－③－(３)－１ 学位取得に関する支援状況がわかる資料（規則）

P.120 基準２ ２－２－③ 資料２－２－③－(３)－２
学位取得に関する支援状況がわかる資料（職務専念義務
免除願）

一部非公表

P.121 基準２ ２－２－③ 資料２－２－③－(３)－３ 教職員の表彰について

P.122 基準２ ２－２－③ 資料２－２－③－(３)－４ 校長裁量経費：教育研究活性化経費

P.123 基準２ ２－３－① 資料２－３－①－(１)－１ 教育研究活動評価等委員会規程

P.124 基準２ ２－３－① 資料２－３－①－(１)－２ 教員評価の取り扱いについて

P.134 基準２ ２－３－② 資料２－３－②－(１)－１ 教員選考規則

P.136 基準２ ２－３－② 資料２－３－②－(１)－２ 教員選考基準

P.138 基準２ ２－３－② 資料２－３－②－(２)－１ 教員選考個人調書様式（昇任）

P.145 基準２ ２－３－② 資料２－３－②－(２)－２ 明石高専の教員が携わる校務内容の概略

P.146 基準２ ２－３－② 資料２－３－②－(４)－１ 非常勤講師等の雇用に関する取扱いについて

P.148 基準２ ２－４－① 資料２－４－①－(1)－１ FDに関係する委員会等の組織関係図

P.149 基準２ ２－４－① 資料２－４－①－(1)－２ ＦＤ関連規程
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P.152 基準３ ２－５－① 資料２－４－①－(1)－３ ＦＤの実施体制が分かる資料

P.153 基準２ ２－４－① 資料２－４－①－(２)－１ 教員対象のFD・研修等の実施・参加状況

P.154 基準２ ２－４－① 資料２－４－①－(２)－２ ＦＤに関する報告書等 一部非公表

P.163 基準２ ２－４－① 資料２－４－①－(３)－１ PBL”Co+work”の教育効果

P.169 基準２ ２－４－② 資料２－４－②－(1)－１ 明石高専の職員組織

P.170 基準２ ２－４－③ 資料２－４－③－(1)－１ FD研修（教員以外の職員）

P.171 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(３)－１ 運動場の設置状況がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/guide/facility

P.172 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(４)－１ 専用の施設の設置状況がわかる資料 一部非公表

P.179 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－１ 施設の概況

P.180 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－２ 実習工場の設置状況がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/techsupport/workshop/設備紹介

P.181 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－３ 施設・設備（機械工学科） http://www.akashi.ac.jp/mechanical/m_facility

P.182 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－４ 施設・設備（電気情報工学科） http://www.akashi.ac.jp/electrical/e_facility

P.183 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－５ 施設・設備（都市システム工学科） http://www.akashi.ac.jp/civil/c_facility

P.184 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(５)－６ 施設・設備（建築学科） http://www.akashi.ac.jp/architecture/a_facility

P.185 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(６)－１ 福利施設１階 自習室としての利用について

P.186 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(６)－２ 自主的学習スペースの設置状況（協同学習センター）

P.187 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(６)－３
自主的学習スペースの設置状況（協同学習センター開所
ニュース）

https://www.akashi.ac.jp/blog/archives/11161

P.188 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(６)－４ 自主的学習スペースの設置状況（グローバルテラス） http://www.akashi.ac.jp/globalterrace/facility

P.189 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(６)－５ 自主的学習スペースの設置状況（情報センター） http://www.akashi.ac.jp/informationcenter/time

P.190 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(７)－１ 厚生施設の設置状況がわかる資料 http://www.akashi.ac.jp/life/welfare

P.191 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(７)－２ コミュニケーションスペース等

P.192 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(８)－１ 安全衛生管理体制

P.193 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(８)－２ 設備使用に関する手引き等

P.197 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(８)－３ 設備使用に関する規定、設備利用の手引き等

P.199 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(９）－１
安全管理(指導)に係る講習会等が行われている実例に関す
る資料

P.201 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(10）－１ 身障者対応箇所図面

P.202 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(10）－２ 図書館バリアフリー情報 https://www.akashi.ac.jp/library

P.203 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(11）－１
教育･生活環境の利用状況や満足度を学校として把握し改善
等を行う体制

P.204 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(12）－１ 教育･生活環境の利用状況や満足度等が把握できる資料

P.208 基準3 ３－１－① 資料３－１－①－(12）－２ 教育･生活環境の改善事例

P.209 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(１)－１ ネットワーク環境整備状況

P.212 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(１)－２ 学生が利用可能なパソコン（情報センター）

P.213 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(１)－３ 情報処理センターの組織規程等

P.214 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(２)－１ セキュリティ管理に関する規程等

P.215 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(２)－２ セキュリティポリシー

P.216 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(２)－３ セキュリティシステムの概要がわかる資料

P.217 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(２)－４ ＩＣＴ環境の管理体制及び業務内容が分かる資料

P.220 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(２)－５ 情報セキュリティ講習

P.221 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(３)－１ ＩＣＴ環境の利用状況がわかる資料

P.222 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(３)－２ 情報センター利用状況 http://www.akashi.ac.jp/informationcenter/available/earlyperiod

P.223 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(４)－１
教職員のＩＣＴ環境の利用状況や満足度を把握し改善を行
う体制がわかる資料

P.224 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(５)－１
学生のＩＣＴ環境の利用状況や満足度等を把握し改善等を
行う体制が機能していることがわかる資料

P.225 基準3 ３－１－② 資料３－１－②－(５)－２ ＩＣＴ環境改善事例 一部非公表

P.226 基準3 ３－１－③ 資料３－１－③－(１)－１ 図書館設備（フロアマップ） http://www.akashi.ac.jp/library/floormap

P.227 基準3 ３－１－③ 資料３－１－③－(２)－１ 図書等の整備方針

P.228 基準3 ３－１－③ 資料３－１－③－(２)－２ 図書等の整備状況

P.229 基準3 ３－１－③ 資料３－１－③－(３)－１ 図書館利用統計

P.230 基準3 ３－１－③ 資料３－１－③－(４)－１ 図書館利用案内

P.231 基準3 ３－２－① 資料３－２－①－(１)－１ 教育ガイダンス実施状況

P.236 基準3 ３－２－① 資料３－２－①－(１)－２ 教育ガイダンスに利用している刊行物（学生生活のてびき） http://www.akashi.ac.jp/life/handbook

P.240 基準3 ３－２－① 資料３－２－①－(１)－３ 教育ガイダンスに使用している配布資料（履修の手引き）

P.242 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－１ 担任制の整備

P.244 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－２ 専攻科指導教員体制

P.245 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－３ オフィスアワー一覧

P.246 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－４ 対面型及び電子メールによる相談受付体制がわかる資料

P.248 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－５ 資格試験・検定試験等支援体制

http://www.akashi.ac.jp/global/gec
http://www.akashi.ac.jp/global/pathway

P.251 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(２)－１ 学生相談室利用状況

P.253 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(３)－１ 学習支援に係る担任体制がわかる資料

P.254 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(３)－２ 学生ニーズを把握する制度：授業アンケート 一部非公表

P.256 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(４)－１ 意見投書箱の機能状況がわかる資料

P.258 基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(４)－２ 授業アンケートの機能状況がわかる資料 一部非公表

P.259 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(１)－１ 外国人留学生規程

P.260 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(１)－２ チューター制度実施要項

P.262 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(２)－１ 留学生指導教員・チューター一覧 一部非公表

P.263 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(２)－２ 留学生支援の実施状況がわかる資料 一部非公表

P.264 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(４)－１ 編入学生支援の実施例

P.265 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(４)－２ 編入学生への入学前指導がわかる資料

P.266 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(７)－１ 障害のある学生の支援体制

P.267 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(８)－１ 障害のある学生の支援要領

P.271 基準3 ３－２－③ 資料３－２－③－(９)－１ 障害者差別解消法対応状況

P.272 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－１ 学生相談室、相談員、カウンセラーの配置 http://www.akashi.ac.jp/counseling

P.274 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－２ 保健室の状況 http://www.akashi.ac.jp/nurse/

P.275 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－３ 学生に対する相談案内

P.276 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－４ 学生相談室規程

P.277 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－５ ハラスメント等の相談体制に関連する規程

P.278 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－６ 奨学金整備状況

P.279 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(１)－７ 授業料減免に関連する規程

P.280 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(２)－１ 健康診断等実施状況

P.281 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(３)－１ 学生相談室利用状況

P.283 基準3 ３－２－④ 資料３－２－④－(３)－２ 奨学金の状況がわかる資料

P.284 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(１)－１ キャリア教育体制整備状況（進路指導委員会）

P.285 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(１)－２ キャリア教育体制整備状況（進路指導計画）

P.286 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(１)－３ キャリア教育体制整備状況（学生相談室）

基準3 ３－２－② 資料３－２－②－(１)－６ グローバルエデュケーションセンターによる留学支援体制P.250
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P.287 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(１)－４ キャリア教育体制整備状況（修学支援体制）

P.288 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(２)－１
キャリア教育に関する研修会・講演会、進路指導ガイダン
ス及び進学･就職に関する説明会実施状況がわかる資料

P.289 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(２)－２ 進路指導用マニュアルの作成状況がわかる資料

P.291 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(２)－３
資格試験や検定試験のための補習授業や学習相談の取
組状況がわかる資料

P.292 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(２)－４ 資格取得による単位認定科目

http://www.akashi.ac.jp/global/gec
http://www.akashi.ac.jp/globalterrace/
http://www.akashi.ac.jp/partnership-and-contribution/overseas

P.300 基準3 ３－２－⑥ 資料３－２－⑥－(１)－１ 課外活動の組織・規程

P.307 基準3 ３－２－⑥ 資料３－２－⑥－(１)－２ 課外活動に供する施設

P.313 基準3 ３－２－⑥ 資料３－２－⑥－(２)－１ 課外活動指導体制

P.314 基準3 ３－２－⑥ 資料３－２－⑥－(３)－１ 課外活動に対する支援活動の内容が分かる資料 一部非公表

P.316 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(１)－１ 学生寮整備状況 http://www.akashi.ac.jp/dormitory/facility
http://www.akashi.ac.jp/dormitory/facility
http://www.akashi.ac.jp/dormitory/mens
http://www.akashi.ac.jp/dormitory/womens

P.324 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(３)－１ 学生寮学習支援状況 http://www.akashi.ac.jp/dormitory/life/dail

P.325 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(４)－１ 学生寮入寮状況

P.326 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(４)－２ 勉学の場としての機能

P.329 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(５)－１ 学寮規程

P.331 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(５)－２ 学寮細則

P.333 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－１ 貸借対照表　平成25年度

P.341 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－２ 貸借対照表　平成26年度

P.349 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－３ 貸借対照表　平成27年度

P.357 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－４ 貸借対照表　平成28年度

P.365 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－５ 貸借対照表　平成29年度

P.373 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－６ 損益計算書　平成25年度

P.382 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－７ 損益計算書　平成26年度

P.391 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－８ 損益計算書　平成27年度

P.400 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－９ 損益計算書　平成28年度

P.409 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(1)－10 損益計算書　平成29年度

P.418 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(２)－１ 団地概要

P.420 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(３)－１ 決算報告書　平成25年度

P.422 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(３)－２ 決算報告書　平成26年度

P.424 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(３)－３ 決算報告書　平成27年度

P.426 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(３)－４ 決算報告書　平成28年度

P.428 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(３)－５ 決算報告書　平成29年度

P.430 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(４)－１ 資金収支計算書及び消費収支計算書　平成25年度

P.434 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(４)－２ 資金収支計算書及び消費収支計算書　平成26年度

P.438 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(４)－３ 資金収支計算書及び消費収支計算書　平成27年度

P.442 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(４)－４ 資金収支計算書及び消費収支計算書　平成28年度

P.446 基準４ ４－１－① 資料４－１－①－(４)－５ 資金収支計算書及び消費収支計算書　平成29年度

P.450 基準４ ４－１－② 資料４－１－②－(１)－１ 学内当初予算配分方針

P.451 基準４ ４－１－② 資料４－１－②－(１)－２ 当初予算配分

P.453 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－１ 当初配分概要

P.454 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－２ 校長裁量経費等の重点配分

P.456 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－３ 教育研究活性化経費配分一覧

P.457 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－４ 運営会議議事要録 一部非公表

P.458 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－５ 設備整備マスタープラン 　 　

P.459 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－６ キャンパスマスタープラン

P.466 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(１)－７ 施設設備マネジメント委員会議事録 一部非公表

P.467 基準４ ４－1－③ 資料４－１－③－(２)－１
教職員へ明示している決算概要等（運営会議議事録ととも
に教職員へ公開）

P.473 基準４ ４－１－④ 資料４－１－④－(１)－１ 設置者の財務諸表等作成・公表状況がわかる資料 http://www.kosen-k.go.jp/disclosure.html#zaimu_shohyo
国立高等専門学校機構
ホームページ

P.474 基準４ ４－１－④ 資料４－１－④－(２)－１ 学内会計監査規程

P.475 基準４ ４－１－④ 資料４－１－④－(２)－２ 国立高等専門学校間の相互監査報告書

P.476 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(1)－１ 管理運営に関する諸規程

P.479 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(1)－２ 管理運営体制の整備状況がわかる資料（組織図） http://www.akashi.ac.jp/guide/organization

P.480 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(1)－３ 管理運営体制の整備状況がわかる資料（校務分担）

P.483 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(1)－４ 管理運営体制の整備状況がわかる資料（校務合理化） 一部非公表

P.484 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(２)－１ 委員会等諸規程

P.486 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(２)－２ 委員会等の整備状況がわかる資料（組織図）

P.487 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(３)－１ 校長、主事等の役割分担がわかる資料

P.488 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(４)－１ 事務組織規程

P.490 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(５)－１ 会議･委員会等の会議開催状況

P.491 基準４ ４－２－① 資料４－２－①－(５)－２ 管理運営体制の活動状況がわかる資料（議事録） 一部非公表

P.493 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－(１)－１ 危機管理規程

P.495 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－(１)－２ 安全管理体制に関する規程等整備状況

P.497 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－（２）－１ 危機管理マニュアル

P.500 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－（２）－２
災害時における『業務対応マニュアル』及び『防災マニュア
ル』

P.503 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－（２）－３ 安全管理マニュアル

P.507 基準４ ４－２－② 資料４－２－②－(３)－１ 訓練や講習会等の実施状況がわかる資料 一部非公表

P.510 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(1)－１
外部の財務資源の受入への取組に関する資料(活性化経
費①）

P.511 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(1)－２
外部の財務資源の受入への取組に関する資料(活性化経
費②）

P.512 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(1)－３
外部の財務資源の受入への取組に関する資料(科研アドバ
イザー）

P.513 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(1)－４
外部の財務資源の受入実績に関する資料(科学研究費助
成事業）

P.514 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(1)－５
外部の財務資源の受入実績に関する資料(科学研究費助
成事業以外の外部資金）

P.515 基準４ ４－２－③ 資料４－２－③－(２)－１ 公的研究費の管理体制がわかる資料

P.517 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－１ 高等教育機関との協定（国内） http://www.akashi.ac.jp/partnership-and-contribution/affiliatedschool

P.518 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－２ 高等教育機関との協定（海外） http://www.akashi.ac.jp/partnership-and-contribution/overseas

P.519 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－３
外部の教育・研究資源の活用状況がわかる資料(共同研
究）

一部非公表

P.522 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－４
外部の教育・研究資源の活用状況がわかる資料(学外授
業）

一部非公表

P.526 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－５
外部の教育・研究資源の活用状況がわかる資料(各種講演
会）

P.293 基準3 ３－２－⑤ 資料３－２－⑤－(２)－５ 外国留学の支援状況

P.319 基準3 ３－２－⑦ 資料３－２－⑦－(２)－１ 学生寮生活支援状況
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P.527 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－６
外部の教育・研究資源の活用状況がわかる資料(外部コー
チ）

一部非公表

P.528 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－７ 地域の体育施設利用がわかる資料① http://www.akashi.ac.jp/life/activity/athletic/athletic53

P.529 基準４ ４－２－④ 資料４－２－④－(1)－８ 地域の体育施設利用がわかる資料② http://www.akashi.ac.jp/life/activity/athletic/athletic54inkinki

P.530 基準４ ４－２－⑤ 資料４－２－⑤－(1)－１ ＳＤ等実施に関係する規程等（高専機構規則）

P.532 基準４ ４－２－⑤ 資料４－２－⑤－(1)－２ ＳＤ等実施に関係する年度計画

P.533 基準４ ４－２－⑤ 資料４－２－⑤－(1)－３ ＳＤ等実施・参加状況一覧

P.534 基準４ ４－３－① 資料４－３－①－(１)－１ 教育情報の刊行物の該当箇所一覧

P.535 基準４ ４－３－① 資料４－３－①－(２)－１
教育目的及び三方針に係る学校内構成員への周知状況
がわかる資料

P.536 基準5 ５－１－① 資料５－１－①－(１)－１ 授業科目配置状況が明示されている資料

P.548 基準5 ５－１－① 資料５－１－①－(２)－１ 一般教育の充実が明示されている資料

P.553 基準5 ５－１－① 資料５－１－①－(３)－１ 進級規定の整備状況が明示されている資料

P.555 基準5 ５－１－① 資料５－１－①－(４)－１ 授業時間35週を確保している状況が確認できる資料

P.557 基準5 ５－１－① 資料５－１－①－(５)－１ 特別活動の実施状況が明示されている資料

P.564 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－１ 他学科授業科目の履修認定が明示されている資料

P.566 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－２ インターンシップによる単位認定が明示されている資料

P.569 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－３ 外国語基礎能力の育成が明示されている資料

P.577 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－４ 資格取得に関する教育が明示されている資料

P.583 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－５
他の高等教育機関との単位互換制度が明示されている資
料

P.593 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(１)－６ 個別の授業科目内での工夫が明示されている資料

P.598 基準5 ５－１－② 資料５－１－②－(２)－１
他の高等教育機関との単位互換制度の内容が明示されて
いる資料

P.599 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(１)－１ 創造力教育の工夫が明示されている資料

P.603 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(１)－２ 創造力教育の実施状況が明示されている資料

P.611 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(１)－３ 創造力教育の成果や効果が明示されている資料

P.612 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(２)－１ 実践力教育の工夫が明示されている資料

P.621 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(２)－２ 実践力教育の実施状況が明示されている資料 一部非公表

P.629 基準5 ５－１－③ 資料５－１－③－(２)－３ 実践力教育の成果や効果が明示されている資料

P.635 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(１)－１ 授業形態の開講状況が明示されている資料

P.642 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－１ 教材の工夫が明示されている資料 一部非公表

P.650 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－２ 少人数教育の実施状況が明示されている資料

P.654 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－３ 対話・討論型授業の実施状況が明示されている資料

P.660 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－４ フィールド型授業の実施状況が明示されている資料 一部非公表

P.664 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－５ 情報機器の活用状況が明示されている資料

P.665 基準5 ５－２－① 資料５－２－①－(２)－６ 一般科目と専門科目との連携が明示されている資料 一部非公表

P.669 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(１)－１
シラバスの作成要領やシラバスの各項目が明示されている
資料

P.675 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(２)－１
教員及び学生のシラバスの活用状況が明示されている資
料

一部非公表

P.678 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(２)－２ シラバスの改善状況が明示されている資料 一部非公表

P.682 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(３)－１
30単位時間授業の授業時間を確保していることが明示され
ている資料

P.684 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(４)－１
１単位時間(標準50分)に相当する教育内容を確保している
ことが明示されている資料

P.685 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(５)－１ 学修単位科目の履修時間が明示されている資料

P.687 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(６)－１ 授業外学習の必要性の周知が明示されている資料

P.689 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(６)－２ 事前学習の徹底が明示されている資料

P.690 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(６)－３ 事後展開学習の徹底が明示されている資料

P.691 基準5 ５－２－② 資料５－２－②－(６)－４ 授業外学習の時間の把握が明示されている資料

P.693 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(１)－１
成績評価や単位認定に関する規程等が明示されている資
料

P.695 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(２)－１
成績評価が適切に実施されていることが明示されている資
料

一部非公表

P.698 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(３)－１
授業時間以外の学修がシラバスどおりに評価されているこ
とが明示されている資料

一部非公表

P.703 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(４)－１
成績評価・単位認定基準の周知を図る取組が明示されて
いる資料

P.706 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(５)－１
成績評価・単位認定基準に対する学生の認知状況が明示
されている資料

P.709 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(６)－１ 追試・再試の成績評価の規程等が明示されている資料

P.714 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(７)－１
成績評価結果に関する学生からの意見申立ての機会が明
示されている資料

P.717 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－１ 成績評価の妥当性の事後チェックが明示されている資料 一部非公表

P.718 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－２ 答案の返却が明示されている資料

P.719 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－３ 模範解答や採点基準が明示されている資料

P.720 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－４ ＧＰＡの進級判定への利用が明示されている資料

P.722 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－５ 成績分布のガイドラインの設定が明示されている資料

P.723 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－６
複数年にわたり同じ試験問題が繰り返されていないことの
チェックが明示されている資料

P.724 基準5 ５－３－① 資料５－３－①－(８)－７
試験問題のレベルが適切であることのチェックが明示され
ている資料

一部非公表

P.726 基準5 ５－３－② 資料５－３－②－(１)－１ 修業年限を5年と定めている資料

P.727 基準5 ５－３－② 資料５－３－②－(２)－１
ディプロマポリシーに基づいた卒業認定基準が明示されて
いる資料

P.732 基準5 ５－３－② 資料５－３－②－(３)－１
卒業認定基準に基づいて卒業認定していることが明示され
ている資料

一部非公表

P.734 基準5 ５－３－② 資料５－３－②－(４)－１ 卒業認定基準の周知を図る取組が明示されている資料

P.736 基準5 ５－３－② 資料５－３－②－(５)－１
卒業認定基準に対する学生の認知状況が明示されている
資料

P.738 基準６ ６－１－① 資料６－１－①－(1)－１ 平成30年度学生募集要項 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2017/09/b53398e7a45e7195d6b6874ac937d947.pdf

P.749 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(1)－１
アドミッション･ポリシーに沿った学生を受け入れているかを
検証し、入学者選抜の改善に役立てる体制

P.750 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(1)－２ 教務委員会規程

P.751 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(1)－３ 入学志願者確保委員会規則

P.752 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(1)－４ 運営会議規則

P.753 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(２)－13 入試関係説明会等参加状況

P.754 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(２)－14 H29入学一ヶ月アンケート集計表

P.755 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(２)－15 H29オープンキャンパスアンケート結果集計

P.760 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(２)－16 H29PROG結果報告
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P.763 基準６ ６－１－② 資料６－１－②－(３)－１ 入学者選抜に係る変更点

P.764 基準６ ６－１－③ 資料６－１－③－(１)－１ 学則の学生定員を定めている箇所 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-17-1.pdf 学則第7条

P.765 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(1)－１
成績評価・卒業認定の結果から学習・教育の成果を把握・
評価するための体制

P.766 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－１ 5年機械工学科卒業認定会議成績資料

P.767 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－２ 5年電気情報工学科卒業認定会議成績資料

P.769 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－３ 5年都市システム工学科卒業認定会議成績資料

P.770 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－４ 5年建築学科卒業認定会議成績資料

P.771 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－５ 5年機械工学科卒業研究評価内訳表 一部非公表

P.772 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－６ 5年電気情報工学科卒業研究評価内訳表 一部非公表

P.773 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－７ 5年都市システム工学科卒業研究評価内訳表 一部非公表

P.774 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－８ 5年建築科卒業研究評価内訳表 一部非公表

P.775 基準7 ７－１－① 資料７－１－①－(２)－９
学科別第5学年課程修了卒業判定合格・不合格者数(平成
25年度～平成29年度)

P.776 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(１)－１
卒業生・進路先等からの意見聴取の結果の把握・評価の
体制

P.777 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(２)－１ 卒業生(卒業時)意見聴取の結果

P.779 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(２)－２
卒業生(卒業時)意見聴取結果からの学習・教育の成果を
把握･評価する資料

P.782 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(３)－１ 卒業生(卒業5年後以降)意見聴取の結果

P.783 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(３)－２ 卒業生(卒業5年後以降)意見聴取の結果資料

P.784 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(４)－１ 進路先関係者の意見聴取の結果資料

P.785 基準7 ７－１－② 資料７－１－②－(４)－２ 進路先関係者の意見聴取の評価結果資料

P.786 基準８ ８－１－① 資料８－１－①－(１)－１ 専攻科の三つのポリシー http://www.akashi.ac.jp/advanced/policy

P.787 基準８ ８－１－① 資料８－１－①－(１)－２ 専攻科の教育課程表（平成30年度） http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/30kyouikukateihyouAd.pdf

P.789 基準８ ８－１－② 資料８－１－②－(１)－１ 専門細目分野別系統図（機械工学科　平成30年度）

P.790 基準８ ８－１－② 資料８－１－②－(１)－２
専門細目分野別系統図（電気情報工学科電気電子工学
コース　平成30年度）

P.791 基準８ ８－１－② 資料８－１－②－(１)－３
専門細目分野別系統図（電気情報工学科情報工学コース　
平成30年度

P.792 基準８ ８－１－② 資料８－１－②－(１)－４
専門細目分野別系統図（都市システム工学科　平成30年
度）

P.793 基準８ ８－１－② 資料８－１－②－(１)－５ 専門細目分野別系統図（建築学科　平成30年度）

P.794 基準８ ８－１－③ 資料８－１－③－(１)－１
一般教養科目、専門共通科目および専門展開科目別の授
業の講義部分と実験・実習部分の割合

P.795 基準８ ８－１－③ 資料８－１－③－(１)－２
一般教養科目（経営科学・環境科学・異文化理解）のシラバ
ス

http://www.akashi.ac.jp/advanced/ad_curriculum#29-1me

P.802 基準８ ８－１－③ 資料８－１－③－(１)－３
専門共通科目（創発ゼミナール・専攻科特別講義・工業材
料）のシラバス

http://www.akashi.ac.jp/advanced/ad_curriculum#29-1me

P.808 基準８ ８－１－③ 資料８－１－③－(１)－４
ME専攻専門展開科目（システム制御工学・材料力学特論・
トライポロジー）のシラバス

http://www.akashi.ac.jp/advanced/ad_curriculum#29-1me

P.814 基準８ ８－１－③ 資料８－１－③－(１)－５
AC専攻専門展開科目（構造システムI・防災システムI・建築
構造設計）のシラバス

http://www.akashi.ac.jp/advanced/ad_curriculum#29-1ac

P.820 基準８ ８－１－④ 資料８－１－④－(１)－１ 工学基礎研究・専攻科特別研究のシラバス http://www.akashi.ac.jp/advanced/ad_curriculum#29-1me

P.826 基準８ ８－１－④ 資料８－１－④－(１)－２ 専攻科に関する特別の事項 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-11.pdf

P.830 基準８ ８－１－④ 資料８－１－④－(１)－３ 工学基礎研究及び専攻科特別研究の学習時間 一部非公表

P.832 基準８ ８－１－④ 資料８－１－④－(１)－４ 専攻科生の学会発表等の状況

P.836 基準８ ８－１－⑤ 資料８－１－⑤－(１)－１ 専攻科履修規程 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-17-4.pdf

P.837 基準８ ８－１－⑤ 資料８－１－⑤－(２)－１ 授業点検チェックシ－ト 一部非公表

P.840 基準８ ８－１－⑤ 資料８－１－⑤－(４)－１ 技術者倫理シラバス http://www.akashi.ac.jp/data/syllabus/2018/20181606010120.pdf

P.842 基準８ ８－１－⑤ 資料８－１－⑤－(５)－１
成績評価や単位認定に関する基準について学生の認知状
況がわかる資料

P.843 基準８ ８－１－⑥ 資料８－１－⑥－(１)－１ 学則 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-17-1.pdf 学則第50条

P.844 基準８ ８－１－⑥ 資料８－１－⑥－(３)－１ 平成29年度第11回 教員会議事要録 一部非公表

P.846 基準８ ８－１－⑥ 資料８－１－⑥－(３)－２ 平成29年度専攻科成績一覧表の様式

P.848 基準８ ８－２－① 資料８－２－➀－(１)－１ 平成30年度専攻科学生募集要項

P.854 基準８ ８－２－② 資料８－２－②－(１)－１ 入学者選抜委員会規則

P.855 基準８ ８－２－② 資料８－２－②－(１)－２ アクティブラーニングセンター規則

P.856 基準８ ８－２－② 資料８－２－②－(１)－３ FD部門要項

P.857 基準８ ８－２－② 資料８－２－②－(３)－１ 専攻科学生募集要項出願資格

P.860 基準８ ８－２－③ 資料８－２－③－(１)－１ 学則 http://www.akashi.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/18-17-1.pdf 学則第47条

P.861 基準８ ８－３－① 資料８－３－➀－(１)－１
成績評価・修了認定の結果から学習・教育・研究の成果を
把握・評価するための体制

P.862 基準８ ８－３－① 資料８－３－➀－(２)－１ 平成29年度第11回教員会議事録 一部非公表

P.863 基準８ ８－３－① 資料８－３－➀－(２)－２ 修業年限修了率

P.864 基準８ ８－３－① 資料８－３－➀－(２)－３ 単位取得率

P.865 基準８ ８－３－② 資料８－３－②－(１)－１
学生・修了生・進路先関係者等からの意見聴取の結果から
学習・教育・研究の成果を把握・評価するための体制

P.866 基準８ ８－３－② 資料８－３－②－(２)－１
学生が修了時に身に付けた学力、資質・能力に関する調査
結果

P.867 基準８ ８－３－② 資料８－３－②－(３)－１
学習・教育・研究の成果の把握・評価の実施状況がわかる
資料

P.871 基準８ ８－３－④ 資料８－３－④－(１)－１ 学位取得率
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