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In this report, we described our new efforts of the academic affairs in the last two years. We mainly tried the three 
things following: first is classroom English, we created and handed out an A4 size sheet classroom English for teachers 
and students so that both of them would use it occasionally in all classes; second is SHR in all classes to prevent students 
from being late for classes, to keep classroom teachers in touch with students, and to study English and so on; third is to 
improve the classroom environment. This improvement began with locking all classrooms at the night, and we asked our 
teachers to keep their classroom clean again and again. Besides, the members of academic affairs team also checked 
classroom and closed windows in the evening. These efforts have just begun, but we are sure that they will help school 
reformation go on. 
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１．まえがき 

 

教務主事サイドの仕事は，本校の学則1)の第1章の

第9条に「教務主事は，校長の命を受け，教育計画の

立案その他教務に関することを掌握する」とあるよ

うに，教育計画をいかに立て，それをどのように実

行していくかということである。このことについて

は，歴代の教務主事サイドもいろいろな取り組みと

対応をされながら，今日の教務運営に至っている。 
著者らは，その後を受けて教務の運営を任された

者であり，次のような問題意識を持ち，その対策と

その対策の先にある夢の実現に向けてこの2年間取

り組んできた。 
問題意識1：学校を良くしていこうという視点に立

った時，本校が今取り組まなければならい課題は何

か。学校は今何をすべきで，何ができるのか。この

ことについてよく考え，行動を起こしていく必要が

あるものと考える。そのためには，まず，学生・保

護者・学校（教職員）にとって，どのような学校が

理想であるかをもう一度見つめ直す必要がある。 

*1商船学科 

*2一般教科 

*3流通情報工学科 

*4練習船広島丸 
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問題意識2：英語力の必要性は，学生も教職員も誰

もが理解している。学生においては，短期のものも

含めて留学をする学生も年々増加しているように思

う。しかしながら，多くの卒業生が，卒業時に社会

に出てから十分な英語力を有しているかというと，

その域に到達している者は少ない。 

問題意識3：本校の学生は，寮生，下宿生，自宅か

らの通学生で構成されている。寮と自宅からの通学

生においては，起床については基本的には問題がな

い。特に心配なのは下宿生である。起床管理が十分

に出来ない学生がいるからである。こうした環境の

中，遅刻や欠席の多い学生が少なくない。そのこと

が原因（欠席オーバー，成績不振）で，留年に至る

学生が毎年いる。学生が遅刻や欠席をしないように

するための仕組みや，教員がこうした学生に早く気

付く仕組みを考えなければならない。 

問題意識4：教員サイドの問題として，教室（学び

の場）の管理（戸締まり，掃除，整理・整頓含む）

が十分でない。学生の授業への集中力とやる気を高

められるような教室環境づくりの大切さを，学校全

体としてもっと認識する必要がある。 

問題意識5： 現状の教育に甘んじることなく，学

習のあり方をさらに進化させなければならない。例

えば学生同士が勉強を教え・教わる仕組み作り（教

室バージョン），高専ならではの教材の開発2)等であ

る。場合によっては，学校の体制（寮の運営含む）

も大きく変えて行く必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本校はどうあるべきか 

 

(1) 視点 

問題意識 1 について考えてみる。学校は，学生と

教職員が一体となって「学びに挑戦」する，明るく

さわやかな場でなければならない。ここで言う「学

び」とは，単に各教科の学習だけを指しているので

はなく，知・徳・体のバランスの取れた学びを意味

している。学びの基本は「必要性と楽しさ」である。

学生が学ぶことを必要と思い，学びの楽しさを見い

だすために，教職員は学生に様々な取り組みを提供

しなければならない。 
図 1 に，本校としての全体の取り組みのイメージ

を示す。この図は，「教務（係）」，「学生（係）」，「寮

務（係）」が連携を取りながら学校運営を進めていく

ということである。また，その取り組みの全てが学

校の広報活動であることも忘れてはならない。 
表 1 に，学生・保護者・学校にとっていい学校と 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 本校の取り組みのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表1 学生・保護者・学校にとっていい学校とはどんな学校か 
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はどんな学校かを，入学前・在学中・卒業後に分け

て考えてみた。 
図 1 に関しては，その連携と協力に細かい気付き

（改善した方がいいこと）はあるものの，本校の場

合比較的うまくいっているものと考えている。さら

なる連携と協力が，今後益々必要になってくること

は言うまでもない。本図のもう一つの意味は，本校

が行う全ての取り組みの中心には，「学び」がなけれ

ばならないということである。学生と教職員が「共

に学び，共に育つ」学校でありたいと強く願うもの

である。 
表 1 に関しては，現時点では学生からも，保護者

からも，教職員からも，いろいろなご指摘を受ける

であろうことは容易に想像できるが，この点に関し

ても，ぜひ本校がそういう学校でありたい・なりた

いと強く願うものであるということをご理解いただ

きたい。こうした願い（目標）のもと，本校が「今」

取り組まなければならい課題を明確にするために，

取り組みのキーワードを列挙してみる。全てポジテ

ィブに捉えたい。 
・ 学び 

 ・ 英語 
 ・ ＳＨＲ 
 ・ 学生の力を借りる・活かす 
 ・ ティーチング・アシスタント 
 ・ アクティブ・ラーニング 

・ 学生と教職員の連携 
・ 課外活動 
・ 教員間の不平等感の解消 
・ 協力 

 ・ 情報共有（報告・連絡・相談） 
 ・ 仲間作り 
・ 信頼関係 

 ・ 全てが広報 
(2) 計画（2017 年 2 月の時点） 
表 2 に著者らが 2017 年 2 月の時点で，教務主事サ

イドとして取り組もうとして計画した内容を示す。

参考までに，その時点で教務主事サイドと一緒に学

校全体として取り組んだ方がよいと思った「学生主

事サイドの取り組み案」を付表 1 に，「寮務主事サイ

ドの取り組み案」を付表 2 に示す。これはあくまで

参考資料として考えていただきたい。将来的にはぜ

ひ，こうしたことも考慮しながら学校を良くしてい

っていただきたい。 
表 2 に示した案にしたがって，著者らは 3 月中に

準備を進め，2017 年の 4 月から出来るところから取

り組みを開始した。本稿は，本校を今まで以上に，

表 1 に示したような学校にしたいという意志と願い

を持って行った 2017・2018 年度の 2 年間の教務主事

サイドのいくつかの取り組みを紹介するものである。

当然全ては達成できておらず，残った課題も多いの

で，そのことも整理してまとめることとする。 

表 2 教務主事サイドの新たな取り組み（2017 年 2 月案） 
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３．新たな取り組み 

 
３．１ 教室英語 

 
社会の急速なグローバル化の進展の中で，英語力

の一層の充実は本校にとっても大きな課題である。

その対策の一つとして，全授業において教室英語を

取り入れることとした（問題意識 2 への対策）。 

表 3 に，著者らの作成した教室英語を示す 3)-6)。(a)
が教員用で，(b)が学生用である。教員と学生用にそ

れぞれ１ページ（A4）の教室英語を作成して渡し，

これを一つのサンプルとして，できるだけ毎時間少

しずつでもいいので，教員と学生の両方が英語を使

おうという取り組みである。本取り組みを通して教

員も学生も，英語に親しみ，自分の使える（わかる）

フレーズ（場面を意識したフレーズ）を増やしてい

くことが大切であると考えた。本来であれば，英語

の質問には英語で答えるのが一般的であるが，学生

と教員が好きな時に英語を使い，お互いに強制しな

いこととする。英語の質問に普通に日本語で答える

もよし，英語で答えてもよいというものである。も

ちろん，その逆で日本語の質問に対して英語で答え

るのもありである。大切なことは，英語のフレーズ

が英語の授業以外でも普通に使われている環境の構

築であると考えている。 

本取り組みについて，学生がどのように捉えてい

るか，またその成果について，著者の一人が行った

アンケート結果を基に少し整理してみる。 
(1) アンケートを取った学生と時期：商船学科機関

コース 3 年 24 人（2018.11.9）と，同 5 年 20 人

（2018.11.12，1 人欠席）の計 44 人である。 
(2) アンケート内容：①教室英語の取り組みについ

てどう思いますか。②教室英語のプリント（教員用・

学生用）は役に立っていますか。③どれくらいの先

生が教室英語を使っていますか。④私の教室英語は

役に立っていますか。⑤私の教室英語を使う頻度に

ついて。⑥君達の教室英語を使う頻度について。⑦

意見・感想など。 
(3) アンケート結果：図 2～図 7 に，上記アンケー

ト①～⑥に対する集計結果を示す。（注：2 クラスの

データに大きな相違は見られなかったので，各図は

44 人分の集計結果である。） 

とても役に立っていると思う
役立っていると思う
どちらともいえない
あまり役立っていると思わない
役立っていない

16％

25％
32％

11％

16％

とても必要だと思う
必要だと思う
どちらともいえない
あまり必要だと思わない
必要でない

23％

29％23％

16％

9％

ほとんどの先生が使っている
三分の二くらいの先生が使っている
半分くらいの先生が使っている
三分の一くらいの先生が使っている
数人の先生しか使っていない

63％

14％

7％

9％

7％

図 2 アンケート①の結果      図 3 アンケート②の結果     図 4 アンケート③の結果 

とても役に立っていると思う
役立っていると思う
どちらともいえない
あまり役立っていると思わない
役立っていない

16％

36％25％

14％

9％

もっと使った方がいい
現状くらいでいい
どちらともいえない
あまり使わないでほしい
使わないでほしい

25％

36％

25％

5％

9％

とてもよく使っている
時々使っている
どちらともいえない
あまり使っていない
全く使っていない

27％

41％

14％

9％

9％

図 5 アンケート④の結果      図 6 アンケート⑤の結果     図 7 アンケート⑥の結果 
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  表 3 (a) 教室英語 Classroom English （教員用） 
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  表 3 (b) 教室英語 Classroom English （学生用） 
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(4) 教育上の効果：図 2 に示した①の質問「教室英

語の取り組みについてどう思いますか」に対するア

ンケート結果から，学生は教室英語をある程度（半

分以上）必要であると認識していることがわかる。

どちらとも言えないを含めて，英語が好きでないこ

とから，あまり必要でない，必要でないと答えた学

生も半数近くいることは今後の課題である。 
図 3 に示した②の質問「教室英語のプリントは役

に立っていますか」に対するアンケート結果は，さ

らに厳しいもので，役立っていると答えた学生は

41%（16+25）であった。それ以外は，どちらともい

えない，あまり役に立っていないと感じているとい

う結果であった。その中でもどちらともいえないが

32%と多かったのが気になる。これは，プリントが

授業中あまり使われておらず，学生からすると返答

に困る質問であったということのように思える。 
図 3 のアンケート結果を裏付けるように，図 4 に

示した③の質問「どれくらいの先生が教室英語を使

っていますか」に対するアンケート結果を見ると，

半分くらい以上の先生が使っていると答えた学生は

わずか 23％（9+7+7）であった。三分の一以上の先

生が使っているが 14％，数人の先生しか使っていな

いが 63%と非常に多かった。この結果の意味するこ

とは，教室英語はまだまだあまり実際には使われて

いないということである。使われていないから，ア

ンケート②の答えとして，どちらともいえない32％，

あまり役に立っていない 11%，役立っていない 16%
と非常に多くなったものと考えられる。 
図 5 と図 6 は著者の一人に対する教室英語につい

ての質問（④「私の教室英語は役に立っているか」，

⑤「私の教室英語を使う頻度について」）に対するア

ンケート結果であるが，半数以上の学生が，教室英

語は役立っている（16+36＝52％）と回答してくれて

おり，使う頻度については，もっと使ったほうがい

いが 25%，現状くらいでいいが 36%と肯定的な意見

が多かった。否定的な意見は，あまり役立っていな

いが 23％（14+9），あまり使わないでほしいが 14％
（5+9）と思ったより少なかった。本結果は，教室英

語を使うことを学生が嫌がっているわけではないと

いうことで，安堵する結果であった。 
図 7 は，⑥の質問「学生の教室英語を使う頻度に

ついて」に対するアンケート結果である。本結果か

ら，時々使っている以上が 18％（9+9），それ以外は，

どちらともいえないを含めてほとんど使っていない

が 82％（14+41+27）と圧倒的に多い。授業中に発語

を求めてもシャイな学生が多く，なかなか使ってく

れない。「Excuse me. I have a question?」といったフレ

ーズなど頻繁に使って欲しいが，そういう状況には

まだ到達していない。現時点では，トイレに行きた

いと思った学生が「Excuse me. May I go to the 
restroom?」くらいは言えるようになってきたという

状況である。学生から 1 フレーズを発話させる取り

組みが，今後の大きな課題である。 
 質問⑦の「意見・感想など」であるが，肯定的な

意見もあれば，否定的な意見もあるので，その両方

を記載しておく。同じような意見の重複は避けた。 
＜肯定的意見＞ 
・トイレに行く人に「May I go to the restroom?」を英

語で言わせているのを聞いていたらこのフレーズ

を覚えたので，他のフレーズも何度も聞く機会が

増えたら覚えられると思う。 
・学校全体の取り組みならば，各先生にもっと使う

ことを勧めるべきである。 
・もっと簡単な文にしたらいい（3 単語くらいの）。 
・英語だけの授業をやってみる。 
・A先生の英語は聞き取りやすい英語である。 
・教室英語は，テストにも出るし，発音も分りやす

くてよかった。 
・日本語と英語を一緒に言うと分かりやすい。 
・トイレに行く時には使っているけど，質問の時な

どは使っていないので，いろいろな場面で使うべ

きだと思う。 
・一日英語のみなど，もっとやるならしっかりした

方がいい。 
・日本語を禁止にするような授業もあっていい。 
・授業中に，もっと英語を使って欲しい。 
・根気強く頑張って続けてください。 
＜否定的意見＞ 
・もっとネイティブに教えてもらいたい。 
・全授業で少しの英語より，英語の授業にもっと力

を入れた方がいいと思う。 
・トイレくらい普通に行かせてもらいたい。 
・学校で教室英語を使っている先生は非常に少ない

と思う。あまり使っていないのに必要なのか。 
・英語の授業でもないのに教室英語をすると，本来

の授業が進まなくなるからやめてほしい。 
 アンケート結果を総合して判断した時，全体とし

ては肯定的な意見が多かったように思う。英語は必

要なので，授業中でのあらゆる場面で使っていくと

いう取り組みについては，今後も継続していくとい

うことで問題はなさそうである。ただし，学生が英

語を使うように教員が導く必要性を強く感じる。 
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３．２ 全学年でＳＨＲ実施 

 
英語の自習時間（多読等）の確保（必ず毎日英語

の勉強をするための動機付け）が一つの狙い。問題

意識 2 の対策）や，学生の授業への遅刻防止（問題

意識 3 の対策），クラス担任から学生への連絡を密に

するために，2017 年度から全クラスにおいて朝の

SHR（8：35～8：50）を行うこととした。当初の計

画（表 2）では，低学年（1～3 年）だけの実施を検

討したが，全学年でやったらもっと効果があるとの

意見が出され（この意見には，心から感謝している），

その方向で進めた。2018 年度からは，正規の時間割

として学生便覧の変更も行った。表 4 に現在の本校

の授業時間を示す。SHR ということで短い時間では

あるが，担任からの諸連絡の後，自学（例えば英語

学習等）をさせるクラス，国語力を養う取り組みを

行うクラス等，様々な取り組みが行われている。 
 

表 4 現在の本校の授業時間 
 

校内時間 時間帯 
SHR 8:35～ 8:50 
1・2 時間 8:50～10:20 
3・4 時間 10:30～12:00 
5・6 時間 12:50～14:20 
7・8 時間 14:30～16:00 

（ただし，授業科目(単位) により，7・8 時間を 
次のとおりとすることができる。） 

7 時間 14:30～15:20 
8 時間 15:30～16:20 

 
本取り組みの成果として，授業ギリギリに学校に

来る学生は少なくなったと思う。朝 8 時頃に教室に

入っている学生も見られるようになってきた。将来

的には，SHR の時間に英語の自習（多読等）をして

いる学生が多くなっていることを願うものである。

担任の先生方には，SHR簿を付けてもらっているが，

このデータを上手に使えば，学生の生活改善等に役

立つものと考えている。 

 

３．３ その他の取り組み 

 

(1) 教室環境づくり 

表 2 に示した教務主事サイドの取り組みの柱の②

に上げたのが，「学び」の場としての，教室作り・管

理である。今更教室環境づくりかと思われる方もお

られるのではないかと思うが，教室は学生達にとっ

て一日の大半を過ごす学習空間・生活空間・居場所

であり，学校の教育活動を行うための基本的な教育

条件である 7)。教室環境づくりの在り方については

多くの情報があるが，例えば埼玉県が発信されてい

る学級経営のページの学級経営講座-月別編-の 6 月

の学級経営の中の「潤いのある教室環境づくり」8)

の最後に，次のように記されている。「教室環境は，

学級担任教師の仕事ぶりや人柄，児童生徒の生活の

様子を如実に表すものです。教室に入ると，心が落

ち着き，洗われ，浄められる「潤いのある教室環境

づくり」を理想に掲げて学級経営を行っていくこと

が大切です。」。本校としても，この言葉を真摯に受

け止めたい。教室環境づくりの具体的な一例として，

岐阜県学校間総合ネットの「6 落ち着きと温かさの

ある教室環境づくり」9)の一部を資料 1 に示しておく。 
本校としては，授業終了後の放課後の教室につい

て，次のような点をできるだけ毎日確認していただ

くよう，学級担任さらには全教員に何度もお願いし

てきたところである（問題意識 4 の対策）。 
① カーテンは開いているか。 
② 外窓と内窓の施錠がされているか。 
③ 黒板は消されているか。 
④ ごみ箱が溢れていないか。 
⑤ 机の上や周りに物やプリント等が散乱してい

ないか。 
⑥ トイレットペーパーが教室に持ち込まれてい

ないか。 
⑦ エアコンがOFF になっているか。 
⑧ 教室が整理・整頓されているか 

 本校においては，2017 年度から深夜の教室管理と

いう意味で，教室の出入口の施錠（20：00～6：00）
を本校警備員の協力を得て開始した。上述の①と②

が出来ていないと警備員の負担が大きくなるという

こともあり，何度も協力の依頼をしているところで

ある。 
教室環境づくりについては，教務主事補の教員を

各階に配置して，担任だけでなく学校全体で取り組

んでいるところである。教室の環境づくりは，毎日

のことであり，教員の負担も大きい。しかしながら，

上述のように学生達の指導の第一歩として，とても

大切なことである。ある担任の先生から，「教室の美

化に努めたら，学生が落ち着いてきた。また，学生

からも保護者からも信頼されるようになってきた。」

という言葉をいただいた。教職員（の取り組み）が

変われば学生が変わる。学生（の取り組み）が変わ
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れば学校が変わる。これは間違いないことである。 
(2) 出席簿記帳の確認 

本校においては，教員控室に出席簿が置かれ，授

業後に各教員が出席簿の記帳を行うことになってい

る。しかしながら，なかなか徹底できてないという

実態がこれまであった。学生が授業に出ているかど

うかを教員全体で共有していることは（とりわけ担

任にとっては），学生の指導上とても大切なことであ

る。このことの解決に向けて，教務主事補が中心と

なり，2017 年度の 1 年間，出席簿の記帳についてチ

ェックと注意を促した。その結果，ほとんどの教員

が記帳するようになった。 

(3) クラスマッチのシステム変更 

 本校においては，前期と後期の２回，学生間の交

流と親睦を深めることを目的としてクラスマッチを

開催している。本行事は学生会が中心となり，スポ

ーツ系競技を中心に行ってきたが，クラスマッチに

参加しない学生がいることや，出席を取ったらすぐ

帰る学生もいること，またスポーツの苦手な学生も

いることも勘案して，教務主事補の助言のもと，次

のように改善された。 

① これまでのトーナメント方式から，まず予選

リーグを行い，その後決勝トーナメントを行

う方式に変えた。 
② スポーツ系の競技の他に，教室内でできる競

技（この2年間はオセロ）を種目に加えた。 
③ 2018年度の後期のクラスマッチから，出欠を

開会式後と閉会式後の２回取ることにした。

このことは学生会からの提案であり，クラス

マッチを全員で盛り上げようという取り組み

であり，学生会に感謝するものである。 
 参考までに，今年度後期の種目は，開会式後のグ

ランドを利用した男子と女子それぞれのリレー，男

子サッカー，男子・女子バスケットボール，男子・

女子ドッチボール，オセロである。バスケットボー

ルに教員チームが参加するなど，とても盛り上がり

有意義な行事となった。 

(4) 高専機構主導による新たな取り組み 

① MCC10)の導入 
MCC とはModel Core Curriculum の略称で，国立高

専のすべての学生に到達させることを目標とする最

低限の能力水準・修得内容である「コア（ミニマム

スタンダード）」と，高専教育のより一層の高度化を

図るための指針となる「モデル」とを提示するもの

である。全国の高専において 2018 年度よりモデルコ

アカリキュラムに基づいて授業のシラバスを作成し，

教育の質保証に向けた取り組みを開始した。 
② CBT11)の導入 

 CBT は Computer Based Testing の略称で，問題用紙

やマークシートなどの紙を使わず，コンピュータで

受験する方式のテストである。2017 年度はトライア

ルということで，数学（1・2 年），物理（2・3 年），

化学（1・2 年）の 3 教科について実施した。今年度

からは本格実施ということで，数学（1～3 年），物

理（2・3 年），化学（1・2 年）の 3 教科について実

施される。今後は専門教科においても順次 CBT によ

る試験が行われるようになる。 
 

４． 今後の課題 
 
(1) 問題意識 5 に対して：学生同士が勉強を教え・

教わる仕組み作り（教室バージョン）について，全

く手を付けることができなかった。これは，表 2 の

取り組みの柱③と付表 2 の取り組みの柱②にも記し

たことであるが，放課後の教室や寮の食堂（掃除の

徹底含む）など可能な限り使える場所を有効に利用

しての学生同士の「学び合い」のことである。教え

る学生にも教わる学生にも普段の授業とは違った新

鮮さがあり，必ず学習の楽しさに気付くはずである。 
 仕組みとしては，まずは教員と学生とが連携して

の学生による補習等が考えられる。不定期でも定期

的でもやり方は自由でいいと思う。同級生同士でも

いいし，上級生が下級生に教えるというのも緊張感

がありいいと思う。将来的には，例えば学内や寮内

に〇〇研究会とか，〇〇指導学生制度（登録制）等

ができ，いろいろな方法での学び合いができること

を期待する。まさに，ティーチィング・アシスタン

ト，アクティブ・ラーニングである。 

(2) 学生の学習時間・課外活動時間の確保につい

て：本校の年間スケジュール表をよく見ると，年間

約 3 か月の休みがある。この期間を利用して短期の

留学やインターンシップ等，有効な取り組みも行わ

れているが，全学年について考えたとき，ほとんど

の学生が実家に帰り，それぞれの時間を過ごしてい

るのが実情である。この間を，学校で自由に勉強し

たり（卒業研究含む），課外活動をしたりできる環境

の構築が必要だと考える。そのためには，本校にお

いては寮の運営方法を再検討する必要がある。学校

としていかに取り組むかという大きな課題である。 

上述の(1)と(2)も含めて，表 2，付表 1，付表 2 に

は提案しただけで，まだ手付かずのことがたくさん

ある。ぜひ将来的に前向きに検討していただきたい。 
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 ５．あとがき 
 
本報告においては，教務主事サイドのこの 2 年間

の新たな取り組み（中にはあたり前のことも含まれ

ているが）について述べた。主な取り組みは，次の

とおりである。 
(1) 教員と学生用にそれぞれ１ページ（A4）の教室

英語を作成して渡し，これを一つのサンプルとして，

できるだけ毎時間少しずつでもいいので，教員と学

生の両方が英語を使おうという取り組みを開始した。 
(2) 2017 年度から全クラスにおいて朝の SHR（8：
35～8：50）を行うこととした。学生の授業への遅刻

防止，クラス担任から学生への連絡を密にすること，

英語の自習時間（多読等）の確保（必ず毎日英語の

勉強をするための動機付けが狙い）等のためである。  
(3) 教育環境づくりとして，授業終了後の放課後の

教室の整理・整頓を全教員に頻繁にお願いした。教

務主事補の先生方にも，夕方の見回り・戸締まり等

をお願いした。また，2017 年度から深夜の教室管理

という意味で，教室の出入口の施錠（20：00～6：00）
を本校警備員の協力を得て開始した。 
(4) 出席簿の記帳について 1 年間チェックと注意を

促した。やらなければならないことは必ずやるとい

うことの，教員一人ひとりの意識改革になったと考

える。 
(5) クラスマッチ（前期と後期の 2 回開催）の方式

を変更し（トーナメント方式から，まず予選リーグ

を行い，その後決勝トーナメントを行う方式），スポ

ーツ系競技以外に，教室内でできる競技（この 2 年

間はオセロ）を種目に加え，活性化させた。 

(6) この 2 年間の間に，高専機構の主導で MCC と

CBT が本格的に導入された。今後こうした高専機構

主導の業務が増加してくることは間違いない。限ら

れた教職員に仕事が集中しないように，学校全体で

取り組んでいくことが必要である。 
「学び」は，学生と教職員との日頃の切磋琢磨と

信頼関係の上に，はじめて成り立つものだと思う。

教職員は学生と関わりきることが大切である（ここ

がなかなか難しいところ）。学生のために，一人ひと

りが今できることを精一杯頑張るしかない。学校を

良くしていくということは，結局，学生と教職員が，

どれだけ「本気になるか・なれるか」ということだ

と思う。ちょっとした取り組みで，いろいろなこと

が大きく変わる。このことを，我々教職員は絶対に

忘れてはならないと思う。 
教室環境づくりのところでも述べたように，教職

員（の取り組み）が変われば学生が変わる。学生（の

取り組み）が変われば学校が変わる。このことは，

かつて本校の学寮の改革 12)でも経験してきたことで

あり，間違いないことである。 
学生も教職員も，この学校に来て本当に良かった

と思え，日々充実した時間を過ごしたいものである。

学生と教職員とがいつでも大きな夢を語れる，そん

な学校でありたいと心から願うものである。 
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付表 1 学生主事サイドの新たな取り組み（2017 年 2 月案） 

付表 2 寮務主事サイドの新たな取り組み（2017 年 2 月案） 
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資料 1 教室環境づくりの一例 9) 
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