
福島工業高等専門学校 基準４ 

基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学者

選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の基本

方針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定

められ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社会に公表

されているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程の入学者選抜に関しては，平成 16 年度に新たに校長を委員長とする入学試験委員会が

設置され，それまで担当していた教務委員会に代わって，入学者選抜に関する業務の分担と責任を明

確にする体制が整備された（資料４－１－①－１）。その入学試験委員会の下で，平成 16 年度には

福島高専の「教育理念」，「学習・教育目標」及び「養成する人材像」にふさわしい資質をもった学

生（編入学生を含む）を入学させるために，本校の求める入学者像を示した「福島工業高等専門学校

の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」及び各学科の求める入学者像を示した「各学科

の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」が策定された（資料４－１－①－２）。 

福島工業高等専門学校の入学者受入方針（準学士課程）のうち，「１．創造的な『モノづくり』

に強い興味を持っている人」については，「教育理念」の中の「創造性及び実践性の育成」や「学習

教育・目標」の（Ｅ）「モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより，創造的実践力を身に

つける。」に対応したものである。また，２．～５．は１．の「モノづくり」にとって必要となる能

力，素養，姿勢，意欲等を列挙した。「２．基礎的学習内容を十分に理解し，自ら学ぼうとする人」

は，「教育理念」の中の「広く豊かな教養」，「科学技術の基礎的素養」ならびに「学習教育・目

標」の（Ａ），（Ｂ）に対応したものである。「３．自ら目標を立て，達成に向けて粘り強く努力す

る人」は，「教育理念」のなかの「人間力の育成」，「学習・教育目標」の（Ｄ）の中の「自己学習

を通して常に自己を啓発」や（Ｅ）の中の「実践力」に対応したものである。「４．あらゆる物事に

関心を持ち，深く探求する人」は，「学習教育・目標」の（Ｃ）の中の「複眼的視野」や（Ｄ）の中

の「課題探求能力」に対応したものである。「５．しっかりしたモラルを持ち，まわりの人たちを尊

重する人」は，「教育理念」の中の「人間力の育成」，「学習・教育目標」の（Ａ）の中の「地球的

視野から人や社会に配慮できる能力を養うために，倫理・教養を身につける。」に対応したもので，

「技術者倫理」を念頭に置いたものである。 

準学士課程の入学者受入方針は，本校の構成員に対しては教員会議での資料配布や説明，及び

「学校要覧」等の配布で周知を図っている（資料４－１－①－３）。なお，教職員対象に実施した準

学士課程の入学者受入方針周知度調査の結果（資料４－１－①－４～５）を見ると，「福島工業高

等専門学校の入学者受入方針」については教職員の 85％が「よく知っている」もしくは「だいた

い知っている」と回答しており，「各学科の入学者受入方針」については教職員の 74％が「よく

知っている」もしくは「だいたい知っている」と回答している。全体的には，教員に比べて職員    

への周知度がやや低く，また，「福島工業高等専門学校の入学者受入方針」に比べて「各学科の

入学者受入方針」の周知度が低い傾向にある。これらの結果を踏まえ，今後は資料配布や研修

等を行ってさらに周知の徹底を図っていく必要がある。 

 

 90



福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－１ 資料４－１－①－１ 

福島工業高等専門学校入学試験委員会規則 福島工業高等専門学校入学試験委員会規則 
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（出典：福島工業高等専門学校規則集） 



福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－２ 

 

福島工業高等専門学校の入学者受入方針及び各学科の入学者受入方針 

 

○福島工業高等専門学校の入学者受入方針 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し，自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て，達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち，深く探求する人 

５．しっかりしたモラルを持ち，まわりの人たちを尊重する人 

 

○各学科の入学者受入方針 

機械工学科 

① ロボットや自動車などの機械のモノづくりに強い興味を持っている人 

② 機械の仕組みや関連する技術について深く勉強したい人 

③ 人のために役立つ環境に優しい技術に関心のある人 

電気工学科 

① 電気・電子に関する実験や製作に協調性をもって取り組める人 

② 創意工夫して電子回路やコンピュータプログラムを作り，動かしてみたい人 

③ 電力，通信，IT など社会基盤を作る技術者になりたい人 

物質工学科 

① 物質を分子・原子レベルで自在に操る技術者になりたい人 

② 新素材やバイオテクノロジーに強い興味を持っている人 

③ 化学の知識・技術を応用して環境問題解決に貢献したい人 

建設環境工学科 

① 道路・橋・港・ライフライン等の建設技術に興味を持っている人 

② 自然環境と調和したまちづくりを大切にしていきたいと考えている人 

③ 建設技術を通じて地域社会の発展に貢献したい人 

コミュニケーション情報学科 

① 社会・経済のしくみや動きに広く関心のある人 

② 外国語能力を高めて，国際的に活躍したい人 

③ 情報技術を身につけて，産業社会に貢献したい人 

 

（出典：平成 19 年度入学者募集要項） 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－３ 資料４－１－①－３ 

入学者受入方針の周知への取組状況 入学者受入方針の周知への取組状況 

  

（出典：教員会議会議録） （出典：教員会議会議録） 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－４ 

教職員対象の入学者受入方針周知度調査 

 

（出典：認証評価委員会資料） 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－５ 

教職員対象の入学者受入方針周知度調査の結果 
 

「福島工業高等専門学校の入学者受入方針」について 

 
よく 

知っている 

だいたい 

知っている 

あまり 

知らない 

全く 

知らない 
無回答 

教員（78 人） 39 人（50％） 38 人（48％）  1 人（ 1％）  0 人（ 0％）  1 人（ 1％）

職員（45 人）  3 人（ 7％） 26 人（58％） 16 人（35％）  0 人（ 0％）  0 人（ 0％）

計 （123 人） 42 人（34％） 64 人（51％） 17 人（14％）  0 人（ 0％）  1 人（ 1％）

 

「各学科の入学者受入方針」について 

 
よく 

知っている 

だいたい 

知っている 

あまり 

知らない 

全く 

知らない 
無回答 

教員（78 人） 26 人（33％） 41 人（52％） 11 人（14％）  0 人（ 0％）  1 人（ 1％）

職員（45 人）  2 人（ 4％） 23 人（51％） 20 人（45％）  0 人（ 0％）  0 人（ 0％）

計 （123 人） 28 人（23％） 64 人（51％） 31 人（25％）  0 人（ 0％）  1 人（ 1％）

 

（出典：認証評価委員会資料） 

 

また，将来の学生を含む社会に対する準学士課程の入学者受入方針の公表・周知は，入学試験委

員会の下部組織である入学者対策専門部会を中心に行われている。具体的には「入学者募集要項」，

「学校要覧」等刊行物や学校紹介DVDの配布及び本校ホームページ内の入試情報ページへの掲載，新

聞記事（いわき民報「福島高専の挑戦（平成17年11月分）」）のほか，保護者・中学生対象の学校説

明会，中学校の先生を対象とした入学者募集に関する説明会，中学校訪問，一日体験入学等入学者対

策活動での説明（配布資料：「平成19年度入学者選抜方法等について」，「中学生の皆さんへ」，

「体験入学のしおり」）により公表され，周知が図られている（資料４－１－①－６～９）。 

なお，準学士課程への編入学の対象となる高等学校の生徒・教職員に対しては，「編入学者募集要

項」等刊行物の配布及び本校ホームページ内への「編入学者募集要項」の掲載のほか，入学者対策専

門部会が行う高等学校訪問及び本校での説明会により公表・周知されている。 

専攻科課程に関しては，専攻科が設置された平成 16 年度に，専攻科委員会において福島高専の

「教育理念」，「学習・教育目標」，「養成する人材像」にふさわしい資質をもった学生を入学させ

るために，福島高専専攻科の求める学生像を示した「福島工業高等専門学校専攻科及び各専攻の入

学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」を策定した（資料４－１－①－10～11）。 

なお，専攻科の入学者受入方針の本校の構成員に対する周知は，教員会議及び専攻科会議での説

明や刊行物の配布等で行っている（資料４－１－①－12）。 
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資料４－１－①－６ 

入学者受入方針のウェブサイト掲載 

 

 

（出典：福島工業高等専門学校ホームページ） 



福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－７ 

平成 19 年度 保護者・中学生対象の学校説明会 

 

（出典：学生課資料） 
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資料４－１－①－８ 

平成 19 年度体験入学実施要項 

 



福島工業高等専門学校 基準４ 

 

 

 

 

 

（出典：学生課資料） 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－９ 

平成 18 年度における入学者受入方針記載の刊行物配布状況 

 
印刷物名 印刷部数 配 布 先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課資料） 

 

中学生の皆さんへ 10,000部 福島・茨城・宮城県内の中学校 1,000部 

高校進学説明会等       4,100部 

中学校訪問等         1,000部 

体験入学（入試コーナー含む）  1,000部 

保護者・中学生対象説明会       500部 

入学者募集に関する説明会       150部 

学習塾             30部 

中学生の訪問          80部 

高専祭（入試コーナー）     200部 

その他中学生向け行事       70部 

教職員・その他        1,870部 

体験入学のしおり 1,000部 一日体験入学・教職員等    1,000部 

学校要覧  福島・茨城・宮城県内中学校  700 部 

中学校訪問等         200 部 

体験入学・高専祭(入試ｺｰﾅｰ)  100 部 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－10 

福島工業高等専門学校専攻科委員会規則 

 

（出典:福島工業高等専門学校規則集） 
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資料４－１－①－11 

福島工業高等専門学校専攻科の入学者受入方針及び各専攻の入学者受入方針 

○ 福島工業高等専門学校専攻科の入学者受入方針 

１.専門の知識と基礎技術を有し，より高度な実践的かつ創造的技術を修得する意欲のある人 

２.工学と経営の融合した分野に強い興味を持っている人 

３.職業人としての倫理観を身につけ，専門分野で地域及び社会の発展に貢献したい人 

 

○ 各専攻の入学者受入方針 

機械・電気システム工学専攻 

① 機械・電気の専門的な基礎力を有し，創造的なモノづくりに興味を持っている人 

② 技術者としての素養を身につけ，豊かな社会の発展に貢献することに意欲を持って 

いる人 

物質・環境システム工学専攻 

① 研究に打ち込み，先端技術に柔軟に対応する知識とスキルを修得したい人 

② 物質工学と建設環境工学の融合分野である環境工学・材料工学に強い関心を持って 

いる人 

③ 確かな倫理観を持ち，生産活動を通して工学の発展及び地域・社会の環境改善に貢献 

したい人 

ビジネスコミュニケーション学専攻 

① ビジネスの基礎的知識を有し，技術経営（MOT）の修得を目指す人 

② ビジネスを実践的に応用し，地域社会に貢献し，国際的に活動したい人 

 

（出典：教員会議配布資料） 



福島工業高等専門学校 基準４ 
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資料４－１－①－12 

専攻科入学者受入方針の周知取組状況 

 

 

（出典：専攻科会議会議録） 



福島工業高等専門学校 基準４ 

なお，教職員対象に実施した専攻科課程の入学者受入方針の周知度調査の結果（資料４－１－①

－13～14）を見ると，「福島工業高等専門学校専攻科の入学者受入方針」については教職員の

73％が「よく知っている」もしくは「だいたい知っている」と回答しており，「各専攻の入学者受

入方針」については教職員の 69％が「よく知っている」もしくは「だいたい知っている」と回答

している。全体的には教員に比べて職員への周知度がやや低く，また，「福島工業高等専門学校専

攻科の入学者受入方針」に比べて「各専攻の入学者受入方針」の周知度が低い傾向にある。ただ

し，専攻科担当教員に関してはいずれの場合もその 93％が「よく知っている」もしくは「だいた

い知っている」と回答しており，専攻科担当教員には概ね周知されている。これらの結果を踏ま

え，今後は，特に周知度の低い教職員に対してより一層の周知徹底を図っていく必要がある。 

また，将来の学生を含めた社会に対しては，「専攻科学生募集要項」等刊行物の配布及び本校ホ

ームページへの「専攻科学生募集要項」の掲載により，公表及び周知を図っている。さらに，これに

加えて本校準学士課程の２年生以上の学生全員を対象とした専攻科説明会も実施している（資料４－

１－①－15）。 

 

 

資料４－１－①－13 

教職員対象の専攻科入学者受入方針の周知度調査 

 

（出典：認証評価委員会資料） 
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資料４－１－①－14 

教職員対象の専攻科入学者受入方針の周知度調査結果 

 

「福島工業高等専門学校専攻科の入学者受入方針」について 

 
よく 

知っている 

だいたい 

知っている 

あまり 

知らない 

全く 

知らない 
無回答 

教員（78 人） 23 人（29％） 41 人（52％） 11 人（14％）  1 人（ 1％）  3 人（ 4％）

専攻科担当 

（43 人） 
18 人（42％） 22 人（51％）  2 人（ 5％）  0 人（ 0％）  1 人（ 2％）

職員（45 人）  3 人（ 7％） 23 人（51％） 14 人（31％）  5 人（11％）  0 人（ 0％）

計（123 人） 26 人（21％） 64 人（52％） 25 人（20％）  6 人（ 5％）  3 人（ 2％）

 

「各専攻の入学者受入方針」について 

 
よく 

知っている 

だいたい 

知っている 

あまり 

知らない 

全く 

知らない 
無回答 

教員（78 人） 16 人（20％） 44 人（56％） 15 人（19％）  1 人（ 1％）  3 人（ 4％）

専攻科担当 

（43 人） 
11 人（26％） 29 人（67％）  2 人（ 5％）  0 人（ 0％）  1 人（ 2％）

職員（45 人）  2 人（ 4％） 23 人（51％） 18 人（40％）  2 人（ 4％）  0 人（ 0％）

計（123 人） 18 人（15％） 67 人（54％） 33 人（27％）  3 人（ 2％）  3 人（ 2％）

 

（出典：認証評価委員会資料） 

 



福島工業高等専門学校 基準４ 

資料４－１－①－15 

専攻科説明会プレゼンテーション資料 

 

 

 

（出典：専攻科委員会資料） 
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福島工業高等専門学校 基準４ 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程（編入学生を含む）では入学試験委員会により，専攻科課程では専攻科委員会により，

本校の「教育理念」，「学習・教育目標」及び「養成する人材像」に沿って「福島工業高等専門学校

及び各学科の入学者受入方針」，「福島工業高等専門学校専攻科及び各専攻の入学者受入方針」が明

確に定められている。本校の構成員に対しては，教員会議や専攻科会議での説明や刊行物の配布，本

校ホームページへの掲載等により周知を図っており，教職員対象に行った入学者受入方針の周知度調

査の結果でも高い周知度が得られている。また，将来の学生を含め社会に対しては，刊行物の配布，

本校ホームページへの掲載及び各種説明会により公表し周知されている。 

以上の理由により，教育の目的に沿って入学者受入方針が明確に定められ，学校の教職員に周知さ

れており，また，将来の学生を含め社会に公表されている。 

 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程の入学者選抜に関しては，入学試験委員会において「福島工業高等専門学校の入学者

受入方針」，「学科別入学者受入方針」等に沿った選抜方法が検討され，平成17年度実施の入学試

験（平成18年度入学者選抜）から導入・実施されている。準学士課程の入学者選抜は「推薦による選

抜」と「学力検査による選抜」の２つの方法により実施されている（資料４－２－①－１～４）。 

「推薦による選抜」における出願資格は，入学者受入方針の「２．基礎的学習内容を十分に理解

し，自ら学ぼうとする人」に対応して，「中学校１年次，２年次，３年次１学期及び２学期における

国語，社会，数学，理科，英語の５教科の評定の合計が84以上で且つ音楽，美術，保健体育，技術家

庭の４教科の評定の合計が60以上であること」としている。また，入学者受入方針の「１．創造的

な「モノづくり」に強い興味を持っている人」に合致する受検生を選抜するために，調査書に「モノ

づくりに関する顕著な成果」の記入欄を設け，それを積極的に評価することとしている。さらに，推

薦選抜では，面接での質問事項をその入学者受入方針に沿って学科毎に作成し，面接結果は点数化

して選抜に利用している。なお，推薦選抜の面接の実施にあたっては，入学試験委員及び質問作成担

当教員，面接担当教員が参加する模擬面接を行い，評価について教員間の意思統一を図っている。 

一方，中学校から提出された調査書は，中学校１年次から３年次までの９教科の評定を合計し，そ

れを内申点として活用している。このうち，国語，社会，数学，理科，英語の５教科については，評

定を２倍にして計算している。入学者の選抜に当たっては，面接点と調査書の内申点を合計し，合計

点の上位の者から順に選抜することとしている。 

「学力検査による選抜」は，全国統一の試験問題による学力検査の成績と出身中学校長から提出さ

れた調査書の内容を総合して行っている。学力検査では，入学者受入方針の「２．基礎的学習内容

を十分に理解し，自ら学ぼうとする人」，及び本校の特色である工学系学科とビジネス系学科による

シナジー教育を踏まえて，理科，英語，数学，国語，社会の５科目全てを受検科目とし，傾斜配点は

行っていない。さらに，１科目でも基準点（算出には平均点と分散を用いている）を下回る科目があ

る場合には選抜しないこととしている。選抜に当たっては，学力検査の点数と調査書の内申点（推薦

選抜と同様の計算方法）を合計し，学科ごと合計点の上位の者から順に選抜することとしている。 
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なお，準学士課程の入学者選抜は，「推薦による選抜」，「学力検査による選抜」のいずれについ

ても，入学試験委員会で選抜基準に基づいた原案を作成し，全教員参加の入学者選抜会議（教員会

議）の結果を基に校長が決定している。 

一方，高等学校を卒業もしくは卒業見込みの生徒を対象とした準学士課程への編入学者選抜は，こ

れまで専門教育を主とする学科出身の高校生を対象とした「特別編入学」と高等学校での所属学科を

問わない「一般編入学」の２つを実施していたが，平成20年度編入学試験から「推薦による選抜」と

「学力検査による選抜」との２つの選抜方法に変更した（資料４－２－①－５～７）。 

「推薦による選抜」では，準学士課程４・５年次での勉学に支障のない学力を有する学生を選抜す

るために，出願資格を「各教科の評定平均が4.5以上であり，かつ学科（クラス）内席次が上位10％

以内である者」とした。さらに面接（専門科目に関する口頭試問を含む）を課し，専門分野に関する

基礎学力に加えて目的意識・学習意欲を十分に備えた人物を選抜することにしている。一方，「学力

検査による選抜」では学力検査を課し，合格基準点（３科目合計150点，各科目35点）に満たない者

は選抜しないこととしている。さらに面接を実施し，志願者の人物と各専門学科への適性を評価して

いる。以上のように，準学士課程への編入学者選抜においても本校の入学者受入方針に合致した学

生の選抜に努めている。 

編入学者の選抜においては，「推薦による選抜」の場合は面接（専門科目に関する口頭試問を含

む）の点数，入学願書の記載内容，在籍学校長から提出された推薦書及び調査書の内容等を総合して，

また，「学力による選抜」の場合は学力検査の成績，調査書の内容等及び面接の結果を総合して，入

学試験委員会が選抜基準に基づいた原案を作成し，全教員参加の編入学者選抜会議（教員会議）の結

果をもとに校長が決定している。
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                                   資料４－２－①－１ 
 

平成19年度入学者募集要項 
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（出典：平成19年度入学者募集要項） 
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資料４－２－①－２ 

平成 19 年度入学者選抜方法等について 

（入学者募集に関する説明会配布資料及び学校ホームページ掲載） 

 

（出典：入学試験委員会資料） 
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資料４－２－①－３ 

平成 19 年度入学者選抜要項（面接要項等含む） 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：入学試験委員会資料） 

 

資料４－２－①－４ 

入学試験（面接含む）問題 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：学生課資料） 

 

資料４－２－①－５ 

平成20年度編入学者募集要項 
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（出典：平成20年度編入学者募集要項） 
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資料４－２－①－６ 

平成 20 年度編入学者選抜要項（面接要項等含む） 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：入学試験委員会資料） 

 

資料４－２－①－７ 

編入学試験（面接含む）問題 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：学生課資料） 

 

専攻科課程の入学者選抜は，本校準学士課程の卒業生，他高専及び短大の卒業生，社会人等を対象

に実施している。各専攻の入学定員は，機械・電気システム工学専攻と物質・環境システム工学専攻

がそれぞれ８人，ビジネスコミュニケーション学専攻が４人となっている。入学者選抜には「高等専

門学校長の推薦による選抜」，「学力試験による選抜」及び「社会人特別選抜」の３つがある（資料

４－２－①－８～10）。 

「高等専門学校長の推薦による選抜」では，高等専門学校長の推薦を得た者を対象とし，面接（専

門科目に関する口頭試問を含む）の点数と学校長からの推薦書及び調査書の内容（準学士課程４年次

の席次と内申点の平均点）を総合判定して選抜している。「学力試験による選抜」では，高等専門学

校を卒業（見込み）の者及び短大卒業（見込み）の者及び専修学校卒業（見込み）の者を対象とし，

工学系２専攻では英語（90 分），数学（90 分），専門科目（120 分）の試験及び面接を，ビジネス

コミュニケーション学専攻では英語（90 分），小論文（90 分），専門科目（120 分）の学力試験及

び面接を実施している。なお，TOEIC において 400 点以上の点数を有する者については，英語の試験

を免除している。入学者の選抜は，学力試験，調査書及び面接の内容を総合判定して行っている。

「社会人特別選抜」では，企業の在籍期間が１年以上ある者を対象とし，面接（専門科目に関する口

頭試問を含む）と所属長から提出された推薦書及び調査書の内容を総合判定して選抜している。 

以上のように，専攻科においては全ての選抜で面接を実施し，志願者の人物を評価するとともに，

口頭試問により各専攻への適性を評価し，入学者受入方針に合った学生の選抜を行っている。なお，

専攻科課程の入学者選抜の実施に関する審議は，専攻科委員会及び専攻科会議で行い，入学者の選抜

は専攻科委員会及び専攻科会議の議を経て校長が決定している。 
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資料４－２－①－８ 

平成 20 年度専攻科学生募集要項 
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（出典：平成 20 年度専攻科学生募集要項） 
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資料４－２－①－９ 

平成 20 年度専攻科入学者選抜要項（面接要項等含む） 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：専攻科委員会資料） 

 

資料４－２－①－10 

専攻科課程入学試験（面接含む）問題 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：学生課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程の入学者選抜（編入学を含む）に関する業務は入学試験委員会が，専攻科課程の入学者

選抜の実施に関する業務は専攻科委員会が，それぞれ選抜要項にしたがって行っており，入学者受

入方針に沿って適切に入学者選抜を実施する体制が整えられている。準学士課程と専攻科課程のい

ずれにおいても，入学者受入方針に沿った適切な学生の受入方法が採用されており，実際の入学者選

抜が適切に実施されている。 

 

 

観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立ててい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程における入学者選抜の検証と改善は，入学試験委員会で行っている。入学試験委員会の

下部組織である入学者選抜方法等研究専門部会が入学者に関するデータ分析と入学者選抜方法に関す

る研究を行い，その結果を基に入学者選抜に関する改善案を入学試験委員会に提案し，入学試験委員

会がその改善案の審議を行っている（資料４－１－①－１）。 

本校においては，入学者の追跡調査を行うために，平成 12 年度入学生から入学試験に関するデー

タと入学後の学業成績に関するデータとの統合及びデータベース化を行っており，入学者の追跡調査

が継続的に行える体制が整えられている。このデータベースを利用した分析結果（例えば「現行の推

薦選抜方法の有効性」，「学力検査の科目別点数と入学後の成績の相関」，「内申点及び学力検査の

点数と入学後の成績の相関」，「第１志望合格者及び第２志望合格者の入学後の成績」）は，その後

入学者選抜方法等の改善に活用されている。なお，「学力検査の科目別点数と入学後の成績の相関」

の結果，学力検査における特定の科目の点数と入学後の成績に明確な相関が見られなかったため，本

校では学力検査において傾斜配点を採用していない。 

また，平成 12 年度入学生から継続的に，学科別・入学形態（「推薦による選抜」，「学力検査に

よる選抜」）別に入学後の学業成績の分析を行い，実際に入学した学生が入学者受入方針に合致して

いるかの確認を行っている。さらに，入学者受入方針に沿って新たに導入された選抜方法についての

検証のため，「平成 18 年度から導入された新しい推薦選抜方法（面接結果の点数化）に関する検

証」を行った。さらに，「学力選抜における学科間の比較」や「入学後不適応者（原級留置者・退学
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者）に関する分析」も行って，今後の入学者選抜における改善点の抽出に努めている（資料４－２－

②－１～３）。 

一方，高等学校からの編入学生についても，平成 10 年度編入学生から，編入学試験における成績

と編入学後の学業成績に関するデータベースが構築されており，その後の編入学者選抜方法の検討・

改善に役立てられている。 

 

資料４－２－②－１ 

準学士課程における入学試験と入学後の学業成績に関する分析結果 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：入学試験委員会資料） 

 

資料４－２－②－２ 

準学士課程における入学者選抜の改善についての検討 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：入学者選抜方法等研究専門部会議事録） 

 

資料４－２－②－３ 

準学士課程における入学者選抜に関する改善例 

（訪問調査閲覧資料） 

（出典：入学者選抜方法等研究専門部会資料） 

 

専攻科課程の入学者選抜の検証と改善は，専攻科委員会及び専攻科会議において行っている（資料

４－１－①－８）。入学者受入方針に沿った形としては初めての実施となった平成 18 年度専攻科入

学者選抜では，出願書類に志望調査書を追加するとともに，学力試験科目及び出題範囲の見直しを行

った。平成 19 年度入学者選抜からは，各専攻の入学者受入方針に沿った入学者選抜を実施している。

また，「高等専門学校長の推薦による選抜」においては，「面接（専門科目に関する口頭試問を含

む）」の結果を点数化し，選抜基準を明確化した。このようにして平成 18 年度専攻科入学者選抜の

検証結果を入学者選抜の改善に有効に反映させている（資料４－２－②－４）。 
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資料４－２－②－４ 

専攻科課程における入学者選抜の改善検討 

 

（出典：専攻科委員会会議録） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

準学士課程では，入学者選抜方法等研究専門部会において行っているデータベースを利用した分析

結果を基に入学試験委員会で入学者選抜の継続的な改善を進めている。また，専攻科課程では，専攻

科委員会及び専攻科会議において入学者選抜の改善と検証を継続的に行っている。準学士課程と専攻

科課程のいずれにおいても，入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検

証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立てている。 
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観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入学定

員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程の入学者対策活動は，入学試験委員会の下部組織である入学者対策専門部会を中心に行

っている（資料４－１－①－１）。中学卒業生人口の減少により，準学士課程の志願者は平成16年度

入学生までは減少傾向であったものの，本校ではこれまで毎年度入学定員の1.6倍以上の志願者を集

めていた。平成16年度からは従来実施してきた中学校訪問や体験入学の充実に加えて，中学生や保護

者に対しての学校説明会の実施や学習塾訪問，広報資料の充実と増刷配布等の活動を通じて，志願者

確保に努めてきた（資料４－３－①－１）。その結果，平成17年度入学生から志願者数の減少に歯止

めがかかり，平成19年度の入学志願者の倍率は1.7倍を維持している（資料４－３－①－２）。 

準学士課程の実入学者数に関しては，入学後の教育効果を考慮して入学定員を大きく上回ること

がないように入学者選抜で配慮している。したがって，これまでの実入学者数は入学定員の 1.05 倍

以内で推移しており，入学定員と比較しても適正な数となっている。さらに，平成 19 年度入学者選

抜の学力検査による選抜からは，これまでの学力点と内申点の合計点を基にした５点刻みのグループ

分けや同一グループ内の同一条件選抜の方法を改め，合計点の上位のものから選抜する方法に採用し

した。これによりボーダーラインでの選抜が明確になり，これまで以上に入学定員と実入学者数との

関係の適正化が可能となった。 

なお，本校では合格発表後の入学辞退者が過去７年間で５人と非常に少なく，合格者のほぼ全員

が入学する状況が続いており，過去に実入学者数が入学定員を下回ったことはなく，補欠合格の措置

は採られていない。このことは，各中学校や中学生に対して本校の入学者受入方針の説明が十分なさ

れており，理解されている結果といえる。 

 

資料４－３－①－１ 

入学者対策活動 

 

（出典：学生課資料） 
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資料４－３－①－２ 

準学士課程入学者状況 

 

 

（出典：学生課資料） 
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また，準学士課程への編入学選抜による実入学者数の過去７年間における平均は，４人程度となっ

ている。この数は，５学科の定員 200 人の２％程度に相当し，編入学者の受入数としては適切な数で

あると考えられる（資料４－３－①－３）。 

 

資料４－３－①－３ 

準学士課程編入学者状況 

 

（出典：学生課資料） 

 

一方，専攻科課程の実入学者数は，平成 16 年度が 28 名，平成 17 年度が 25 名，平成 18 年度が 22

名，平成 19 年度が 28 名となっており，入学定員 20 名を超えている（資料４－３－①－４）。しか

しながら，これは専攻科課程の充実による学校全体の活性化という目的に基づいて行っているもので

ある。実入学者数は，専攻科担当の専任教員の数に比して過大ではなく，教育・研究の指導面で支障

は出ていない。このことは，本校専攻科の修了生全員が学位授与機構の審査に合格して学士の学位を

授与されており，さらに本校の教育プログラムが JABEE の認定を受けたことからも窺える。 

 

資料４－３－①－４ 

専攻科課程入学者状況 

 

（出典：学生課資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校においては，これまで準学士課程の実入学者数は入学定員の1.05倍程度で推移しており，一方，

専攻科課程においては，その実入学者数が入学定員の20名を超えてはいるものの，教育・研究の指導

面で特に支障は出ていない。したがって，準学士課程と専攻科課程のいずれにおいても，実入学者数

が入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっておらず，入学定員と実入学者数との関係

の適正化が図られている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

・入学試験と入学後の学業成績に関するデータベースを利用して，入学者の追跡調査と分析を行い，

その結果を基に入学者選抜方法等の継続的な改善検討を進めている。 

・入学辞退者数が極めて少なく，実入学者数は入学定員の1.05倍以内で推移しており，入学定員と実

入学者数との関係の適正化が十分図られている。 

 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

準学士課程については，入学試験委員会の下で本校の「教育理念」，「学習・教育目標」等に基づ

いて「福島工業高等専門学校の入学者受入方針」及び「各学科の入学者受入方針」が策定され,そ

の周知が教職員や学生等の学校の構成員に対してなされている。また，将来の学生を含む社会に対し

ては，入学者対策専門部会が中心となり，刊行物等の配布，学校ホームページへの掲載，学校説明会

等での説明により公表・周知している。 

専攻科課程に関しては，専攻科委員会の下で「福島工業高等専門学校専攻科及び各専攻の入学者

受入方針」が策定され，その周知が学校の構成員に対しては教員会議及び専攻科会議での説明や刊

行物の配布等でなされている。また，将来の学生を含めた社会に対しては，刊行物の配布及び本校ホ

ームページへの掲載，専攻科説明会等での説明により公表・周知している。 

準学士課程の入学者選抜は，「推薦による選抜」と「学力検査による選抜」の２つの方法で実施

されているが，平成18年度入学者選抜から入学者受入方針に沿った選抜方法が，また，準学士課程

への編入学者選抜では，平成20年度編入学試験から「推薦による選抜」と「学力検査による選抜」と

の２つの選抜方法が導入された。準学士課程における入学者選抜の検証と改善は，入学者選抜方法等

研究専門部会が入学者の追跡調査とデータ分析，入学者選抜方法等に関する研究を継続的に行い，新

たな改善案を入学試験委員会で審議するという体制が採られている。また，専攻科課程では専攻科委

員会及び専攻科会議が入学者選抜の改善と検証を継続的に行っている。 

本校の準学士課程においては，入学試験合格発表後の入学辞退者は非常に少なく，毎年入学定員

の 1.05 倍以内の実入学者数が確保されており，入学定員と実入学者数との適正化が図られている。

また，専攻科課程の実入学者数は，入学定員を超えてはいるが，専攻科担当の専任教員数に比して特

に過大な状況でなく，教育・研究指導面での支障は出ていない。 


