
研究会の成り立ち

本会が関係する分野（電気・電子・情報通信及びその
関連分野，情報及び情報関連分野）で JABEE の審査を
受審し認定されたプログラムは， 年 月現在で
プログラムとなっている．また，今後の審査を念頭に置
いて教育システムの改善を実行している組織あるいは計
画されている組織も多々あることと思われる．技術者教
育と優良実践研究会は，これらの組織を中心にして，認
定校同士の連絡，今後の審査に向けた情報交換及び教育
機関の教員に対する教育内容の改善に向けた FD（ファ
カルティディベロップメンツ）（用語）の場を提供するため
に， 年 月に発足し，本格的に研究会活動を開始
したのが 年 月である．
本会には，JABEE に関連する委員会としてアクレディ
テーション委員会（旧称，認定企画実施委員会）がある．
同委員会では， JABEE 審査の審査長と審査員の派遣，
並びに JABEE 認定の基準委員会，総務委員会，運営委
員会，認定・審査調整委員会，認定委員会，理事会への
委員派遣を行い，JABEE との連携作業を行っている（ ）．
アクレディテーション委員会の委員長である中央大学の
篠田庄司教授の提案により，技術者教育と優良実践研究
会は発足した．しかしアクレディテーション委員会は審
査する側，本研究会は審査される側の集まりであるので，
利益相反となることから，アクレディテーション委員会

とは完全に独立し，互いに一切かかわりなく現在も活動
している．
本研究会の主な目的は，以下のとおりである．

JABEE 認定されたプログラム側による積極的な
優良実践例の開示
教育目標や科目目標の達成に向けたアセスメン
ト・評価の工夫例の発表
海外の教育事例調査の報告
プログラムの質向上に向けた研究発表
その他これらに関連する事項

発足から 年間以上が経過し，各教育機関における教
育プログラム改善に向けて，認定された組織を中心にし
て情報交換の場を提供する活動を行ってきた．以下に，
その活動内容について報告させて頂く．

今までの活動状況

本研究会の最初の活動は， 年 月に開催された
総合大会企画のシンポジウムとしてスタートした．以下
のように，研究会発足のアナウンス並びに研究会の趣旨
説明の後，研究会活動を開始した．（以下，敬称略）

第１回研究会（図 ）
日時： 年 月 日（木） ： ：
会場：名城大学

第 種「技術者教育と優良実践研究会」の発足に
ついて 石井六哉（横浜国大）
鈴鹿高専電気電子工学科における専門科目への導
入教育 北村 登（鈴鹿高専）
宮崎大学電気電子工学科における JABEE を活用
した FDの取組み 横田光広（宮崎大）
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新潟大学工学部情報工学科における取組みと改善
効果 中野敬介（新潟大）

第 回，第 回の研究会は，本研究会単独で，以下の
とおり開催した．

第 回研究会（図 ， ）
日時： 年 月 日（木） ： ：
会場：機械振興会館

津山高専における技術者教育プログラムの取組み
と改善状況 河合雅弘（津山高専）
技術者教育プログラムを支援するシステムの構築

稲垣 宏（豊田高専）
電気電子工学科における教育改革システムと経緯

岸田 悟（鳥取大）
東京電機大学電気工学科における特徴ある授業と

授業改善 陶山健仁（東京電機大）
エンジニアリングデザイン能力向上のための実践

例 中野人志（近畿大）

第 回研究会

日時： 年 月 日（金） ： ：
会場：機械振興会館

函館高専における JABEE への取組みと創造教育
の実践 森田 孝（函館高専）
多学科同時 JABEE 受審した芝浦工業大学の試み

渋谷義一，満重信之（芝浦工大）
「情報工学コース」プログラムでの実践教育の取

組み 角田和彦（日大）

電気電子システム工学科における教育改善システ
ムの現状 大木 真（山梨大）
複合領域分野の学科における JABEE 受審の取組
み 垂水浩幸（香川大）

第 回から第 回の研究会においては， JABEE 認定
された プログラムの代表の方々に，各プログラムに
おける優良実践例，諸問題への対応等につき，講演頂い
た．講演では，日ごろの改善活動における素晴らしい工
夫や努力の成果が説明された．内容も，各教育機関固有
の事情に対する改善事例，資料作りのシステム化の方法
等 JABEE 審査に向けた活動事例や，デザイン教育，授
業改善， FD 等の一般的な教育改善事例まで多岐にわ
たった講演であったので，出席された方々からも大変有
意義であったとの感想を頂いた．
第 回研究会は， 年総合大会企画の一つとして，
部構成のシンポジウムを開催した．プログラムは以下
のとおりである．

■ 用 語 解 説

FD（ファカルティディベロップメンツ） 個々の教員の
教育内容・方法の改善のため，全学的にあるいは学部・学科
全体で，それぞれの大学等の理念・目標や教育内容・方法に
ついての組織的な研究・研修（ファカルティディベロップメ
ンツ）の実施に努めること．

■

図 第１回の研究会の様子

図 研究会の様子

図 研究会の様子
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第 回研究会

日時： 年 月 日（木） ： ：
会場：北九州市立大学
第 部「九州地区における教育プログラムでの優良実

践例の紹介」
琉球大学電気電子工学科昼間主コースの JABEE

認定までの歩みとその副産物 波平宜敬（琉球大）
熊本電波高専における JABEE への取組み
大田一郎，下塩義文，三好正純（熊本電波高専）
福岡工業大学情報システム工学科における

JABEE 受審の取組みと独自の教育改善
庄司文啓（福岡工大）

第 部「企業および高等教育機関での技術者倫理教育
の取組み（パネル討論）」

技術者倫理教育における情報法的視点の位相─情
報法学方法論と技術者倫理の狭間─

佐藤信行（中大）
企業における電子情報通信学会員の価値─技術者

倫理と企業人─ 持田侑宏（フランステレコム）
最近の建築技術の不祥事と教育改革

服部岑生（千葉大）

第 部では，九州地区の三つの高等教育機関から優良
実践教育例について紹介して頂いた．興味深い講演の後，
活発なディスカッションが行われた．
第 部では技術者倫理教育をテーマとして講演及びパ

ネル討論を開催した．その理由としては，最近様々な方
面で技術者倫理に関連する問題が多発し，社会的な問題
を起こしているので，これらの問題は何らかの形で技術
者がかかわっている場合も多いことから，技術者倫理教
育の重要性が高まっていると考えた．講演の内容は，技
術者倫理と情報法がオーバラップする領域での両者の視
点の違いを含めた法律面での倫理教育に関する御講演，
技術者の倫理欠如として大きく話題になった建築偽装問
題の影響や建築学会及び全国の建築系教育を行っている
大学協議会の対応を含めた建築分野での技術者倫理教育
に関する御講演，我々会員が所属している電気・電子・
通信分野における企業内での技術者倫理教育及び企業組
織内での技術者倫理の扱い方に関する御講演である．三
つの異なる視点から見た技術者倫理の考え方や教育方法
について，その分野の専門家からのお話であったので，
大変興味深い講演であった．またパネルディスカッショ
ンでも，講師と参加者の間で活発に意見を交換すること
ができた．
第 回までの研究会においては，各プログラムに
おける取組みの詳細な講演やディスカッションが十分に
行えるように，講演時間は 分から 分程度確保して
いる．また，御講演の際に用いられたスライドを御提供
頂き，研究会開催後に本研究会のWeb ページ（ ）におい

て公開させて頂き，研究会に出席することができなかっ
た方々にも閲覧できるようになっている．是非とも御覧
頂き，お役立て頂きたい．なお，実際の研究会では，
Web では公開できないスライドや公開したスライドか
らはくみ取れない情報も提供して頂くことが多々あるの
で，研究会に参加されることを是非ともお勧めしたい．
研究会の後，懇親会（図 ）を開催し，ここで講演では
聞けないような詳しい情報交換を行っている．
また，教育方法や JABEE システムの更なる改善の可

能性に結び付けるための「情報交換の場」だけでなく，
プログラムを運営する教員の「FD活動の場」としても，
本研究会を御利用頂きたいと考えている．

現在の研究会会員数

本研究会発足に際し，全国の高等教育機関の工学系学
部を中心に，本研究会への継続的参加の希望をお聞きし，
その結果， 年 月の時点でおよそ の高等教育機
関から 名の方に委員として御参加頂いている．御参
加頂いている委員の方々の協力を得ながら，石井（横浜
国大）が委員長を，横田（宮崎大）と中野（新潟大）が
幹事をそれぞれ仰せつかっている．今後も，まだ御参加
頂いていない方で，本研究会に御興味がある方々は，是
非御参加頂きたい．できるだけ多くの教育機関の役に立
つ活動を行っていきたいと考えている．

今 後 の 活 動

今後も，単独開催や大会における企画として，研究会
を開催する予定であるが，テーマを絞ることによるプロ
グラム構成の工夫や，大学院 JABEE 等の最新情報の情
報交換等を目指していきたいと考えている．今後の研究
会の開催情報については，本会誌や本研究会のWeb ペー
ジ（ ）を通して行うので，御覧頂き，委員でない方も積極
的に御参加下さい．
先日，本研究会に御参加頂いた他学会の先生からも，
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JABEE を受審する側の意見交換の場は珍しく，大変ユ
ニークな試みであるとの評価を頂いた．このような特徴
的な活動を行うことができる研究会として，常に活動の
内容を充実させることにより，受審校及び継続審査を希
望する教育機関のお役に立てるようになればと考えてい
る．
最後に，本研究会の活動に興味のある教育機関は，委

員として御参加頂くことができる方の名前と連絡先を幹
事まで御連絡頂きたい．研究会開催の案内だけでなく，
その他の情報等も幹事より直接連絡させて頂きます．
今後とも，本会会員の皆様の本研究会の活動に対する

御理解と御支援をお願い申し上げます．

連絡先幹事名
横田光広 E mail：m yokota＠m ieice org

中野敬介 E mail：nakano＠ie niigata u ac jp．

文 献

（１） 電子情報通信学会Web ページ，
http: www ieice org jpn jabee index html

（２） 電子情報通信学会技術者教育と優良実践研究会Web ページ，
http: www ieice org ess eegp

（平成 年 月 日受付）
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中野 敬介（正員）
平元新潟大・工・情報卒．平 同大学院博士

課程了．工博．現在，新潟大准教授．ネットワー
ク工学に関する研究に従事．平 IEEE
ICNNSP 論文賞，平 年度本会論文賞各受賞．


