
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 久留米工業大学 
設置者名 学校法人久留米工業大学 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

工学部 

機械ｼｽﾃﾑ工学科 
夜 ・

通信 

13 

 

4 

29 46 13  

交通機械工学科 
夜 ・

通信 
48 65 13  

建築・設備工学科 
夜 ・

通信 
58 75 13  

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ工学科 
夜 ・

通信 
18 35 13  

教育創造工学科 
夜 ・

通信 
0 22 35 13  

 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
本学 HPの webシラバスに一覧表を掲載。一覧表より検索可能。 

( https://www.kurume-it.ac.jp/syllabus_sys/index.php ) 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 久留米工業大学 
設置者名 学校法人久留米工業大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
http://kougyoudaigaku.jp/corporate/officer.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 元代表取締役社長 

2015.12.20 

～ 

2019.12.19 

財務等 

非常勤 弁護士 

2015.12.20 

～ 

2019.12.19 

コンプライアンス

等 

非常勤 会社相談役 

2016.3.1 

～ 

2020.2.29 

財務、奨学等 

非常勤 市長 

2018.3.15 

～ 

2022.3.14 

地域連携等 

非常勤 前学長 

2019.6.1 

～ 

2023.5.31 

高等教育運営等 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 久留米工業大学 
設置者名 学校法人久留米工業大学 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・授業計画の作成過程 

シラバス委員会で検討したシラバス作成要領に基づき開講全科目のシラバスを担当教

員が作成し、第三者のチェックを受けている。 

・授業計画の作成・公表時期 

 作成時期：11月頃より  

公表時期：3 月下旬から 4月上旬 

授業計画書の公表方法 
本学ホームページ webシラバス検索画面 

https://www.kurume-it.ac.jp/syllabus_sys/index.php 
２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 
シラバスに記載している評価方法に沿って厳格かつ適正に評価している。 

 また、履修については、久留米工業大学履修規則に基づき年間の履修上限単位数、CAP

制度、進級・卒業要件等を学生便覧や教学システムにて学生に周知している。 

 

機関レベル、教育課程レベル、科目レベルの 3つの段階で学修成果(アセスメント)の評

価を検証するため、2 年生終了後、卒業時に学修到達度(ルーブリック評価)のアンケート

を実施している。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

『GPAの算定について』GPAによる成績評価、学修の成果に係る評価 

（GPAの算出式） 

             

        GPA＝ 

              
 GPAに算入しない科目及び単位 

① 卒業要件に含まれない教職科目 

② 編入学時の認定単位（一括認定単位、科目認定単位） 

③ 入学前に取得した他大学の認定単位 

④ 他大学（久留米市単位互換制度、国内・国外留学等）の取得単位 

⑤ 複数学期（セメスター）にわたる成績評価で、最終学期まで評価を保留する場合。なお、最終学期では 

GPAに含む。 

⑥ その他、上記以外で GPの評価を行わない科目及び認定単位 

特別ゼミ、インターンシップ、自主活動、学外教育の単位 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

https://www.kurume-it.ac.jp/gakusei/pdf/Grade_2019.pdf 

学生便覧 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 
久留米工業大学ディプロマポリシー 
本学は「人間味豊かな産業人の育成」を建学の精神とし、それを実現するために「知・
情・意」を教育の理念としています。すなわち大学教育において「知を磨き」、「情を
育み」、「意を鍛える」ことにより、深く工学に関する専門の学術を教授、研究し、幅
広い教養を身につけた社会人の育成を目的とします。 
本学の学士プログラムの課程（所定の単位取得と卒業要件）を修めた人物に「学士（工
学）」の学位を授与します。 
（知識・理解） 

(1)技術者に求められる幅広い教養および工学の基礎知識を身につけている。 
(  (2)工学の知識・技術を理解し、応用することができる。 

（思考・判断） 
(3)修得した幅広い教養や工学分野の専門知識を活用し、社会の要求に対応するための 

自律的、創造的および汎用的な思考ができる。 
(4)自然科学の知識や工学分野の専門知識を活用し、課題解決のための適切な方策を講 

じることができる。 
（関心・意欲・態度） 

(5)ものづくりに関心を持ち、グローバルな視点で他者と協働し、社会に貢献・奉仕す
ることができる。 

（6)社会の仕組みを理解し、社会人としての倫理観に基づいて技術者としての責任を
遂行することができる。 

（技能・表現） 
(7)言語力、コミュニケーション力およびプレゼンテーション力等の技能を身につけ、
社会の多様な人々と協働することができる。 

(8)工学分野の総合的な視点と知識を身につけ、多様化する現代社会の諸問題や課題を
分析するための知識・技能、情報発信力を有し、地域や国際社会の新しい多様な文
化や生活の創造、産業の発展に貢献することができる。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html 

学生便覧 

 

［点数（GP）×科目の単位数］の和 

履修した科目の総単位数 

 

 

https://www.kurume-it.ac.jp/gakusei/pdf/Grade_2019.pdf、
https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html、


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 久留米工業大学 
設置者名 学校法人久留米工業大学 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/H30jouhoukoukai.pdf 

収支計算書又は損益計算書 https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/H30jouhoukoukai.pdf 

財産目録 https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/H30jouhoukoukai.pdf 

事業報告書 https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/H30jouhoukoukai.pdf 

監事による監査報告（書） https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/H30jouhoukoukai.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/torikumi_hyoka.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/torikumi_hyoka.html 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 工学部 

教育研究上の目的（公表方法：本学 HP  

https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_joho_goal.html ） 

（概要） 

1. 機械システム工学科は、機械工学及びＩＴ（情報技術）に関する基礎知識の修得のため

に、実験・実習・演習に重点を置いた、より実践的な教育を行い、ものづくりに必要な応

用力のある技術者を育成することを目的とする。 

2. 交通機械工学科は、自動車の設計開発・製造及び整備技術に関して理論と実践の調和のと

れた教育を行い、先進的な自動車技術にも対応できる知識と応用力のある技術者を育成す

ることを目的とする。 

3. 建築・設備工学科は、建築の機能性、安全性、快適性、デザイン性について総合的な教育

を行い、建築、建築設備、インテリアに関する高い専門的知識を持つ技術者を育成するこ

とを目的とする。 

4. 情報ネットワーク工学科は、情報技術の基礎知識を修得し、応用力を養う実習・演習を重

視した教育を行い、情報システムの構築及び多様な分野への適用に関して実践力のある技

術者を育成することを目的とする。 

教育創造工学科は、工学の基礎知識の上に、理科、数学の専門分野に応じて実験・演習に

重点を置いた教育を行い、理科と数学の教育に関して興味や面白さが伝えられる実践力の

ある教員を育成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：本学 HP 

             https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html） 

（概要） 
ディプロマポリシー：本学は「人間味豊かな産業人の育成」を建学の精神とし、それを実
現するために「知・情・意」を教育の理念としています。すなわち大学教育において「知
を磨き」、「情を育み」、「意を鍛える」ことにより、深く工学に関する専門の学術を教
授、研究し、幅広い教養を身につけた社会人の育成を目的とします。 
本学の学士プログラムの課程（所定の単位取得と卒業要件）を修めた人物に「学士（工
学）」の学位を授与します。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 本学 HP 

https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html ） 

（概要） 

カリキュラムポリシー：本学のディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するために、入
学してくる多様な学生に対して共通教育科目、専門教育科目を体系的に編成し、講義、演
習、実験、実習を適切に組み合わせた授業を開講します。 
教育内容、教育方法、学修評価については各カテゴリー毎に方針を定めます。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 本学 HP  

            https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー：本学は、ものづくりに興味を持ち、本学の教育の基本理念に共

感し、本学での学業を通し、将来社会で役立つ実力および技術を身につけ、社会において

活躍したいという強い意志を持った人を受け入れます。 

 

https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_joho_goal.html
https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html
https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html
https://www.kurume-it.ac.jp/daigaku/gaiyo_policy.html


  

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/kenkyu/ 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2人 － 2人 

工学部 － 29人 22人 3人 7人 1人 62人 

 － 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 31人 31人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/teacher_search/index.html 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

本学は、建学の精神並びに教育理念及び教育目標に基づき、教員が主体的に行

う教育方法等の改善に資することを目的として教育方法の研究、工夫を積極的

に推進するために、FD委員会を設け、組織的に取り組んでいる。 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

  工学部 320人 381人 119.1％ 1230人 1375人 111.8％ 20人 9人 

合計 320人 381人 119.1％ 1230人 1375人 111.8％ 20人 9人 

（備考） 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

工学部 
239人 

（100％） 

17人 

（7.1％） 

205人 

（85.8％） 

17人 

（7.1％） 

合計 
239人 

（100％） 

17人 

（7.1％） 

205人 

（85.8％） 

17人 

（7.1％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

久留米工業大学大学院、日本郵政、スズキ、九電工、井関農機、大和冷機工業、ＶＳＮ他 

（備考）工学部：前期卒業 2名を含む。進学者数：大学院進学者数、その他：専門学校等進学及び 

        一時的な仕事に就いた者、未定者の合計数 

 

 



  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

工学部 
269人 

（100％） 

235人 

（  87.4％） 

7人 

（  2.6％） 

27人 

（  10％） 

0人 

（  ％） 

合計 
269人 

（100％） 

235人 

（  87.4％） 

7人 

（  2.6％） 

27人 

（  10％） 

0人 

（  ％） 

（備考）中途退学者の主な事由：経済的理由、修学力の低下、進路変更 

 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

シラバス委員会で検討したシラバス作成要領に基づき開講全科目のシラバス

を担当教員が作成し、第三者のチェックを受けている。 

シラバスは web環境(HP)にて公表している。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

シラバスに記載している評価方法に沿って厳格かつ適正に評価している。 

 また、履修については、久留米工業大学履修規則に基づき年間の履修上限単

位数、CAP制度、進級・卒業要件等を学生便覧や教学システムにて学生に周

知している。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

工学部 

機械ｼｽﾃﾑ工学科 124単位 有・無 48単位 

交通機械工学科 124単位 有・無 48単位 

建築・設備工学科 124単位 有・無 48単位 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ工学科 124単位 有・無 48単位 

教育創造工学科 124単位 有・無 48単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 
公表方法：各学年終了時に GPA1.0未満の学生については、修学

指導をおこなう。 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法：平成 30年度 資格取得情報  

https://www.kurume-it.ac.jp/shinro/pdf/license_list.pdf 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/shisetsu/ 

 

  

https://www.kurume-it.ac.jp/shinro/pdf/license_list.pdf


  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

工学部 

機械ｼｽﾃﾑ 780,000円 220,000円 400,000円  

交通機械 780,000円 220,000円 400,000円  

建築･設備 780,000円 220,000円 400,000円  

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 780,000円 220,000円 400,000円  

教育創造 780,000円 220,000円 400,000円  

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

・オフィスアワー実施：学生からの授業内容等に関する質問や勉強の方法、さらには就職や

将来の進路について個人的な相談を受けるために、教員が研究室で待機している。 

・基幹教育センター：工業系の大学の場合、学習していく上で、ものづくりの基幹となる科

目の「数学」「物理」が重要である。しかしながら、学力には個人差があり、中には高校

の時に「数学」や「物理」を履修していない学生もいる。そんな学生たちの勉強をバック

アップすることで学力とやる気の向上をサポートしている。  

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

・各学年にキャリア教育科目を設けている。 

・教学組織として「キャリアサポートセンター」並びに「キャリアサポートセンター運営委

員会」を設置し、また、専門職員やキャリアカウンセラーを配置することにより、学生の

キャリア形成支援を行っている。 

・就職課では、各学科と連携しながら学内合同企業説明会・単独企業説明会の他、ＭＯＳや

ＴＯＥＩＣの資格取得講座を行い学生支援に努めている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

・学生の心身の健康支援、生活相談については、医務室、学生相談室及び学生課が窓口とな

り対処している。 

・医務室は、看護師が常駐し、怪我や急病、健康診断などに対応している。 

・学生相談室では、週 3日、2名の非常勤の臨床心理士により専門の心理カウンセリングを

行い、ケアを行っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.kurume-it.ac.jp/kenkyu/ 

 

 


