
松江工業高等専門学校 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） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

学生募集及び入学者選抜の方法については，ＡＯ委員会が中心となって立案し，入試委員会

（委員長：校長）が最終決定している。中学校やその生徒・保護者などへの募集活動はＡＯ委員

会が行うが，入学選抜の試験業務は教務委員会，合否判定は入試委員会が行っている。 

準学士課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは，平成 17 年６月に制定し，ホー

ムページで公表している。（資料４－１－①－１）それまでの学生募集要項には，「アドミッシ

ョン･ポリシー」という文言は使用していないが，「教育目標と求める学生像」（前掲 資料１

－２－①－３）として掲載してきた。 

教職員に対しては，学生募集要項を配付し，周知に努めている。また，中学生や中学教諭に対

しては，入試説明会等（前掲 資料１－２－②－２ Ｂ）の機会に，入学者選抜に関連した事項

として説明している。推薦選抜志願者には，募集要項に記載されている「教育目標と求める学生

像」を踏まえて志望動機や抱負を願書の裏面に記入させるようにしている。 

選抜は推薦選抜と学力選抜の二つの方法で行っている。 
② 編入学生の受入 

学生募集及び入学者選抜の担当部署は準学士課程入学者と同じである。選抜は推薦選抜と学力

選抜の二つの方法で行っている。 

 募集要項は，ホームページへ掲載すると共に県内全高校と近隣県の工業高校へ郵送している。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは，平成 17 年 11 月に制定した。（資

料４－１－①－２）。それまでの学生募集要項には，「教育理念と求める学生像」（前掲 資料１

－２－①－10）として掲載してきた。 

教職員に対しては，専攻科学生募集要項を配付し，周知に努めている。また，学生に対しては，

専攻科説明会の機会に，入学者選抜に関連した事項として説明している。 

社会人学生については，ホームページによる公表や各学科の教員が対象の学生に説明している。 
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資料４－１－①－１ 

                        （出典 松江工業高等専門学校 HP） 



松江工業高等専門学校 基準４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－１－①－２ 

                              Ｈ１７．１１．３０ 

                              運 営 委 員 会 資 料 

             専攻科アドミッション･ポリシー 

 

 科学技術の高度化が進む中，産業界における技術革新と国際化に対応するために，松江高専専攻科

では 

        『創造性と実践的技術力を兼ね備えた国際的エンジニア』 

 を教育理念として定め，研究開発能力，専門知識，職業倫理，国際性を身につけることを目指して

います。 

 また，松江高専では，本科４，５年と専攻科で編成される JABEE『システム技術』教育プログラムを

定め，『学んで創れるエンジニア』を学習･教育目標としています。 

 

    ま：教養，技術の基礎，対話力を身に付け，自己を向上させようとする姿勢 

    つ：さまざまな視点から対象を観察し，新たな形を創りあげようとする意欲 

    え：世界市民として，社会に貢献し環境を考え，技術の進化に挑戦する意志 

 よって，専攻科では 

       『基礎学習能力があり，専門的技術開発に意欲がある人』 

を受け入れます。そのために，推薦選抜，学力選抜，社会人特別選抜を実施します。 

 

                        （出典 運営委員会 資料） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

本校の教育目標は中学教諭を対象とした入試説明会，中学生や保護者を対象とした学校説明会・

オープンキャンパスなどで詳しく説明を行っている。学校説明会やオープンキャンパスへ参加した

中学生の多くが実際に本校を受験していることから，アドミッション・ポリシーが理解され，入学

へ繋がっていると考える。 
また，編入志願者は近年増えてきている。また，受験資格を工業系学科のみならず全科へ広げて

から，普通高校出身者が過去二名入学してきた。専門科目の補習などの学習指導をすることで一名

は本科卒業後就職，一名は専攻科へ進学した。 

なお，教職員アンケート（前掲 資料１－２－①－８）からみると，教職員及び学生に対してア

ドミッション・ポリシーが周知されていると回答した教職員状況は，46％とやや低い結果となって

いる。これは平成17年６月制定して間がない時点でアンケートを実施したことが一つの原因と考え

られる。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程の入学者選抜に係わるアドミッション・ポリシーについては，「求める学生像」が定

められている。そして，専攻科学生募集要項やホームページに掲載し，教職員，学生等に公表・周

知を図っている。 

 

- 87 - 



松江工業高等専門学校 基準４ 

観点４－２－①： 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） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

準学士課程入学者選抜は，推薦による選抜及び学力検査による選抜の二つの方法を用いて，そ

の方法を学生募集要項（資料４－２－①－１）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜において具体的にどのように生徒を選抜するかについてアドミッション･ポリシーと

関連付けながら検討を重ね，ⅰ)技術を学ぶ上での必要な基礎学力は「内申点」，ⅱ)対人的な能

力は「面接点」，ⅲ)技術を身につけるための能力については「小論文点」で判断し，志願者を

多面的に評価することとした。 

面接では「積極性」「意欲」「コミュニケーション能力」の観点で学科長を含めた３名の面接

者が判断する。推薦入学志願者には，願書の裏面に「本校の教育目標をふまえ，本校を志願した

動機や抱負」と「自己アピール」を各 200 文字以内で記述させている。記載された内容は面接時

の参考資料とする。一方，面接者には調査書の評点の欄は公開せず，志願者の人物評価に当たっ

て予断を排除するようにしている。（資料４－２－①－２） 

小論文は「数理的分野」からＡＯ委員会が記述式の問題を作り，「理解力」「論理的思考力」

「説明能力」の観点で４名の採点者が評価する。（資料４－２－①－３）面接及び小論文の観点

は募集要項にも明記している。 

 学力試験の問題は全国共通で，地元県立高校の入学試験問題に比較して難しいとされている。

一方，中学校での「絶対評価」導入時には，評価に地域差・学校差があることが懸念された。本

校へは地元島根県を中心に，近隣の広島県や鳥取県など約 80 の中学校から受験がある。そこで，

合否判定で用いる総合点に占める内申点と試験点の割合を再検討し，同時に内申点の算出方法に

ついても見直した。 

② 編入学生の受入 

準学士課程への編入学者選抜は，推薦による選抜及び学力検査による選抜の二つの方法を用い

て，その方法を編入学学生募集要項（資料４－２－①－４）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜及び学力選抜共に面接者は当該学科の学科長を含めた３名が担当する。学力選抜の試

験問題は，英語・数学・物理は各学科共通試験で一般科目教員が作成する。工業系からの受験生

を想定したＡコースの問題と，工業系以外からの受験生を想定したＢコースの問題は異なってい

る。専門科目は当該学科の教員が作成する。推薦選抜・学力選抜ともに，４年生以降の本校の学

習に適応できるか否かを中心に判断する。 

(2) 専攻科課程 

専攻科課程への入学者選抜は，推薦選抜，学力選抜及び社会人特別選抜の三つの方法を用いて，

その方法を専攻科学生募集要項（資料４－２－①－５）に明記し公表のうえ実施している。 

推薦選抜は，基礎学習能力を出願資格として準学士課程の学習状況に関する推薦基準を設け，面

接結果と併せて選考している。面接は，「専門的技術開発への意欲」を判定する内容で行っている。 

学力選抜は，基礎学習能力を判定するために，数学，英語，専門科目の試験を行っている。また，

社会人特別選抜については，面接のみである。選考は，専攻科学生募集要項に記載された選抜方法

に基づき，専攻科入試委員会で行っている。 
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資料４－２－①－１ 

                        （出典 平成 18 年度 学生募集要項） 
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資料４－２－①－２ 

                      （出典 平成 18 年度推薦選抜 面接実施要領） 
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資料４－２－①－３ 

（出典 平成 18 年度推薦選抜 小論文問題） 
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資料４－２－①－４ 

                        （出典 平成 18 年度 編入学生募集要項） 
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資料４－２－①－５ 

                       （出典 平成 18 年度 専攻科学生募集要項） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

推薦選抜におけるこの試験方法導入の狙いは，ⅰ)受験生・保護者および中学校教諭に対して

本校がどのような学生を受け入れたいのかを明確に示すこと，さらにⅱ)仮に合否判定について

問われたとき明確に説明できるようにすること，にある。中学教員からは小論文問題に対して肯

定的な反応が比較的多い。島根県下の高校入試においては作文による試験はあっても，このよう

な小論文試験は皆無であることから注目されている。ただ，推薦選抜で不合格となった受験生の

ほとんどは，学力選抜試験によって合格している現状にある。そのため，小論文試験や面接試験

が入学者選抜において有効に働いているかは疑問であるが，制度導入の狙いは達成できていると

考えられる。 

学力選抜ついては，試験問題が全国共通であるため，アドミッション・ポリシーに沿った選抜

になっているか検証できない。ただ，「求める学生像」に記載している人物像は調査書の記載内

容からある程度は推測できると考えられ，今後とも調査書の内容を数値化していく努力を続けて

いく必要がある。 

② 編入学生受入 

推薦選抜・学力選抜ともに近年受験生は増える傾向にある。合格者に対しては，秋に「高専で

の勉強」に対するガイダンス，３月には二泊三日で数学を中心とした学習指導を行ない，本校で

の学習へスムーズに入っていけるよう事前指導している。学力の状況は個人差や学校差が大きく，

より有効な受入方法を検討しつづけていく必要がある。 

(2) 専攻科課程 

アドミッション・ポリシーを考慮して，推薦選抜，学力選抜，社会人特別選抜が実施され，専攻

科入試委員会において適正に選考されている。 

準学士課程の基礎学習能力だけでなく，多面的な観点からの推薦基準やその選考方法について検

討する必要がある。 

 

観点４－２－②： 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） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

平成 14 年度に従来の「入試検討ワーキンググループ」を企画総務室の下に常設のＡＯ委員会

を設置し，入学者選抜の改善に取り組んできた。平成 18 年度からは教務委員会の下に配置し，

「ＡＯ委員会規則」（資料４－２－②－１）も整備して業務にあたっている。学生募集活動の検

証は「学生募集活動のまとめ」（資料４－２－②－２）として行っている。 

ＡＯ委員会では，入学試験結果と入学後の成績との関係を調査するなど入学者選抜の方法につ

いて継続して検討している。また，推薦が内定した段階及び学力での入学が決定した段階で，学

習課題を入学予定者へ送り，入学直後に課題テストを実施して，新入生の学力をチェックしてい

る。 

平成 15 年度入学選抜以降，調査書から得られる内申点の算出方法を変更した。また，合否判
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定における内申点と試験成績との割合を，推薦選抜においては内申点：試験点＝６：４，学力選

抜においては内申点：試験点＝４：６と変更した。 

志願の動機，広報活動の有様及び入学後の学生指導に繋げるため，毎年新入生に対してオリエ

ンテーション時にアンケートを実施している。（資料４－２－②－３）本アンケートは，アドミ

ッション･ポリシーに記載された求める学生像の入学後の検証について，役立っている。 

② 編入学生の受入 

出身学科は多くの場合工業系の学科であるが，カリキュラムや学習内容が学校により大きく違

う。観点４－２－①で既述したように「４年生以降の本校の学習に適応できるか否か」が基本的

な判断基準であるが，同じ高校あるいは同じ学科からの受験生は非常に少なく，一般的な傾向に

ついて確認できない状況である。そのため，編入学してきた学生の状況を編入学選抜の改善へ有

効に役立てているとはいえない。 

(2) 専攻科課程 

本校では，現在までに，前述の選抜方法により５回の入学者選抜を実施している。（資料４－２

－②－４）入学者選抜や学生の学習・研究活動の状況等については，専攻科委員会，専攻科入試委

員会で検討を行っている。その結果，学力選抜については，各専攻で定員以上の入学者が見込める

ことから，平成 18 年度の選抜において，前期・後期の２回の選抜を１回の選抜とした。また，社

会人特別選抜に関しても，企業を退社しての入学希望があり，門戸を広げるために出願資格の一部

を改正している。 

 
資料４－２－②－４ 

専攻科年度別入学者                              （名) 

生産・建設システム工学専攻 電子情報システム工学専攻 合  計  

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

平成１４年度 6 1(1) 7(1) 14 0 14 20 1(1) 21(1)

平成１５年度 9(1) 1 10(1) 18 1 19 27(1) 2 29(1)

平成１６年度 5 2 7 13(1) 3 16(1) 18(1) 5 23(1)

平成１７年度 11 1 12 19(1) 3 22(1) 30(1) 4 34(1)

平成１８年度 8 0 8 25 2 27 33 2 35 

注１：（ )は社会人入学者で内数である。 

注２：平成16年度，平成17年度の社会人は，出願区分は一般選抜で出願 

                             （出典 学生課 作成資料） 
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資料４－２－②－１ 

松江工業高等専門学校ＡＯ委員会規則 

 

（平成１８年４月１日 制  定）

（目的） 
第 1 条 松江工業高等専門学校の入試方法改善及び入試広報に関する事項を審議し，実行するため，

ＡＯ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
(所掌事項) 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
一 本科の入試方法の改善に関すること。 
二 学生募集の広報に関すること。 
三 オープンキャンパスに関すること。 
四 学校説明に関すること。 
五 その他必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 教務主事 
二 校長が指名した教員 若干名 
三 学生課長 

２ 前項第二号に規定する委員（以下「第二号委員」という。）は，校長が任命する。 
３ 委員会に委員長及び副委員長を置き，校長が任命する。 

（運営） 
第４条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代行する。 
３ 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ，その意見を求めることができ

る。 
（任期） 

第５条 第二号委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。 
２ 第二号委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（付議） 
第６条 委員長は，委員会で審議された事項を総括調整し，必要がある場合において本科入試委員会

に上程するものとする。 
(事務) 

第７条 委員会に関する事務は，学生課において処理する。 
（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，委員会に必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

                      （出典 松江工業高等専門学校 規則集） 
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資料４－２－②－２ Ａ 

                        （出典 ＡＯ委員会 資料） 
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資料４－２－②－２ Ｂ 

                       （出典 ＡＯ委員会 資料） 
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資料４－２－②－３ Ａ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｂ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｃ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｄ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｅ 

（出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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資料４－２－②－３ Ｆ 

                        （出典 ＡＯ委員会 資料 教員会議配付） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

学科については，ＡＯ委員会がアドミッション･ポリシーに沿った入学者選抜が実施されている

か検証し，その結果を選抜方法の改善に繋げることによりよく対応できていると判断されるが，編

入学生の受入については，改善の余地があると判断される。 

(2) 専攻科課程 

本校では，現在までに５回の入学者選抜を実施しているが，学生の単位取得や修了の状況，研究

活動の状況から判断して，大きく問題となる点は見受けられない。しかし，より多くの入学生を確

保するという観点から，推薦選抜の出願資格については検討する必要があると思われる。また，社

会人特別選抜に関しても，企業を退社しての入学希望があり出願資格の一部を改正している。現在

も２名の学生が在籍しているが，社会人のリフレッシュ教育を推進するためにも，入学後の学習環

境を含め，門戸を広げる方向で検討する必要があると思われる。 

 

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） 

(1) 準学士課程 

① 学科への受入 

入学者の状況（入学定員，志願者数，受験者数，合格者数，入学者数，入学者内訳）は，表の

とおりである。（資料４－３－①－１） 

準学士課程は，各学科とも 40 名の定員である。ここ数年，推薦・学力選抜を合わせて 50 名前

後の合格者を発表している。これは，本校を第二志望校としている合格者のほとんどは第一志望

の県立高校に合格し，入学を辞退するためであり，最終的な入学者は 42 名前後でスタートして

いる。なお，高専の合格発表は県立高校の入学試験より時期的に早いため，本校を第二志望校と

していながら合格によって志望が変わり，本校へ入学してくる受験生も極わずかある。そのため，

過去には 45 名でスタートした学科もある。 

② 編入学生の受入 

編入学は定員化されていないため，クラスの人数によっては 40 名を超える可能性もある。編

入学試験を 7・8 月に実施しており，次年度の第４学年の人数は不確定の状態であるため，優秀

な受験生は合格としている。 

編入学生を合格させたことで増えた人数が教育的な問題を発生させているとは考えていない。 

編入学生は，平成 14 年度 10 名，平成 15 年度７名，平成 16 年度 10 名，平成 17 年度 11 名と

なっている。 

(2) 専攻科課程 

入学者の状況（入学定員，志願者数，受験者数，合格者数，入学者数，入学者内訳）は，表のと

おりである。（資料４－３－①－２） 

年度別の入学者数から明らかなように，各専攻ともに定員が満たされている。特に，電子情報シ

ステム工学専攻は，入学者が増える傾向にあり，定員を大きく上回っている。また，本校の卒業生

であるが，例年，企業経験を経た社会人学生も入学している。 
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資料４－３－①－１ 

                            （出典 庶務課 作成資料） 
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資料４－３－①－２ 

                             （出典 庶務課 作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

(1) 準学士課程 

年度別の入学者数から明らかなように，各学科ともに定員を満たしている。 

平成18年度の入学志願者は，定員200名に対し405名となり，５学科体制となった平成４年度以降

初めて，志願倍率が2.0倍を超えた。島根県内の中学校卒業者が毎年減少するなかで，校長のリー

ダーシップによる教育活動の日頃の点検･検証及び改善が行われていること，民間企業への就職率

がほぼ100％であること，各中学校に高専の特殊性等をきめ細かく説明し続けたこと，等が志願者

増に繋がったものと思料される。（資料４－３－①－３）このことから入学定員200名は妥当であ

ると判断される。 

(2) 専攻科課程 

年度別の入学者数から明らかなように，各専攻ともに定員を満たしている。特に，電子情報シス

テム工学専攻は，定員を大きく上回っている。しかし，専攻科は少人数教育であり，授業や研究活

動に関して，大きな支障は生じていない。また，施設等の学習・研究環境についても，同様である。 

資料４－３－①－３ 

 

                    （出典 中国新聞） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 準学士課程においては，中学生や保護者を対象としてオープンキャンパス，学校説明会，入試問題

説明会あるいは松江市内中学生の学校参観を通して松江高専の特長を説明すると共に，教育目標やア

ドミッション・ポリシーの周知を図ってきている。また，中学の先生を対象としても中学・高専連絡

会，入試説明会あるいは中学校訪問を通して，積極的に学生募集を行ってきている。最近では県下の

中学生が減少する中，松江高専への志願者は微増するという成果となって現れている。 

 専攻科においても入学志願者が増加傾向にあり，実入学者数は定員を超過している。しかし，教育

には支障のない指導教員・講義室・実験室・施設があり，研究成果などのプラス要因が多く，定員を

超過していることによる教育上の直接的マイナスの影響は全く無い。 

（改善を要する点）  

 今後のさらなる発展のためには，常勤教員数を増加させることが最も望ましい。また，一方では競

争的資金･外部資金による有期教員の雇用，県や民間企業人材の教育への活用といった方策を考える

ことが期待される。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

準学士課程の入学者選抜に係るアドミッション・ポリシーは平成 17 年６月に制定し，ホームペー

ジや学生募集要項に記載，あるいは各種説明会で中学生・保護者・中学教諭を中心に周知を図り,ア
ドミッション・ポリシーに適う，優秀な中学生の確保に積極的に取り組んでいる。 

準学士課程及び編入生は本科入試委員会で，専攻科課程は専攻科入試委員会で，それぞれのアドミ

ッション・ポリシーに沿った適切な入学者選抜を実施している。準学士課程の推薦選抜においては，

基礎学力は中学校からの調査書，対人能力については面接試験，技術者としての可能性は小論文で評

価するなど，志願者を多面的な観点から総合判定する方式にしており，アドミッション・ポリシーに

沿った選抜が適正になされている。また，ＡＯ委員会は毎年入試状況の報告会を行ない，本校の教員

が新入生の指導上で留意すべき点など学内の情報共有化を図っている。さらに入学者の入学後の成績

の追跡調査も継続的に行い，入試改善へ活かすべくデータの分析を行っている。  
準学士課程の実入学者は入学辞退者を見込んで合格者を決定しているため，結果的に定員を５％程

度上回っているが，教育には支障のない範囲で，適切である。編入学の入学者は設備など教育には支

障のない範囲内に定めており適切である。専攻科課程の実入学者数については，大幅に定員を超過し

ている専攻が存在する。しかし，それに応じうる指導教員・講義室・実験室・施設があり教育上の直

接的支障は現れていない。逆に多数の学生が相互に切磋琢磨するため学力･技能の向上にプラスの効

果がみられる。また，単独で扱うのが難しい大きな課題に分担･協力して取り組むことが出来るため

研究成果の面でもプラスの効果が認められる。ただし，以上の効果をあげるため教員が多大な努力を

しているので，さらなる発展を目指す上では，教員側のパワーを量的に増加させることが望まれる。 
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