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Ⅰ 選択的評価事項に係る評価結果 
 
大阪府立工業高等専門学校は、大学評価・学位授与機構が定める「選択的評価事項Ａ 研

究活動の状況」において、目的の達成状況が非常に優れている。 

 

当該選択的評価事項Ａにおける主な優れた点として、次のことが挙げられる。 

○ 研究の目的「（１）教育への還元」及び「（２）社会（特に地域社会）への還元」を達成するために、

平成 21 年度に文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム」に採

択された「総合的な科学技術力を育成する実験実習」を推進し、また、地域連携テクノセンターを中心

に地元企業との共同研究をインターンシップに活用し成果を上げている。 

 

 

大阪府立工業高等専門学校は、大学評価・学位授与機構が定める「選択的評価事項Ｂ 正

規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」において、目的の達成状況が良好である。 
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Ⅱ 選択的評価事項ごとの評価 

 
【評価結果】 

目的の達成状況が非常に優れている。 

 
（評価結果の根拠・理由） 
Ａ－１－① 高等専門学校の研究の目的に照らして、研究体制及び支援体制が適切に整備され、機能しているか。 

 研究の目的、「（１）教育への還元」及び「（２）社会（特に地域社会）への還元」を達成するために、研

究推進の基本方針を定めている。基本方針は、「（１）教員個人及びグループは、学生に問題発見、計画立

案、計画的実行、コミュニケーション、プレゼンテーション、問題解決などの能力を習得させる媒体とし

て研究に取り組む。」、「（２）基礎研究から企業等との連携を意識した開発研究まで幅広い領域での研究に

取り組む。」及び「（３）総合工学システムを意識した他コースとの共同研究体制や大阪府立大学との協力

体制を整備することで特色ある研究の推進を図る。」であり、個々の教員は、目的に沿った研究活動を行っ

ている。 

 研究活動を円滑に運営する体制として、地域連携テクノセンターをはじめとする学内運営組織が整備さ

れ、校長のリーダーシップの下で研究の推進が図られている。具体的には、研究活動を推進させるため以

下の研究体制及び支援体制をとっている。 

 １．企業等からの外部資金を共同研究・受託研究・教育・研究奨励寄付金などの制度を設け、外部資金

を獲得して研究を進める。 

 ２．準学士課程における卒業研究や専攻科課程における長期インターンシップ及び「工学特別研究」を

カリキュラムとして実施し、外部との共同研究や学内でのコース横断の研究を進める体制を整えて、

また、これらの授業を活用することで、最先端の研究を媒体にした高等教育も実施する。 

 ３．外部機関から研究者を受け入れる制度を設け、地域連携テクノセンター内の設備を外部研究者が活

用できるようにすることで共同研究等の推進を可能とし、また、外部研究者には当校教員が連携し、

当該教員の研究室学生も外部研究者と共同研究を行い、学生のコミュニケーション能力や企業での仕

事の進め方などＯＪＴ方式での教育を可能とする。 

 ４．地元のＮＰＯ法人と共同で研究会の開催、産官学交流会（８月）や地域交流メッセ（３月）の主催、

高槻連携フォーラム（10月）等を共催することで、教育研究連携の窓口を広げる。 

 地域連携テクノセンターは、地域社会や企業との連携を図る事業を推進する目的で設置されており、毎

年、産官学交流会と地域交流メッセというイベントを開催し、技術交流を促進している。また、高槻産学

連携フォーラムや財団法人堺市産業振興センターが企画するラボツアーをきっかけとして地元中小企業と

の連携を行っている。また、これらを通じて学生のインターンシップ先も確保されている。このような産

学交流システムを通じた産学交流プロジェクトの一つとしては、ＮＰＯ法人北河内エコエナジーがある。

また、当校の教員のシーズ集をウェブサイトでも公開し、地域への情報提供を行っている。 

 また、地域連携テクノセンターは、広報誌を発行し、産官学交流目的、産学連携制度（共同研究、受託

研究、教育研究奨励寄付金、技術相談等）に関して詳しい説明並びに申込み方法を紹介し、地域貢献、外

選択的評価事項Ａ 研究活動の状況 

Ａ－１ 高等専門学校の目的に照らして、必要な研究体制及び支援体制が整備され、機能しており、研

究の目的に沿った活動の成果が上がっていること。 
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部研究資金の獲得を目指している。 

 これらのことから、高等専門学校の研究の目的に照らして、優れた研究体制及び支援体制が適切に整備

され、機能していると判断する。 

 

Ａ－１－② 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

 研究の目的「（１）教育への還元」に沿って平成21年度に大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大

学教育推進プログラム「総合的な科学技術力を育成する実験実習」が採択され、低学年で始まる「総合工

学実験実習」から卒業研究に至る総合科学技術教育を実施し、学生の持つ能力を開発するためのプログラ

ムを行っている。初年度である平成21年度の「総合工学実験実習Ⅳ」（卒業製作）では､新エネルギーを応

用したものづくりというテーマで、「圧電素子を用いた発電パネルの製作」をはじめ８テーマの発表が行わ

れた。 

 研究の目的「（１）教育への還元」並びに研究の目的「（２）社会（特に地域社会）への還元」に沿って、

専攻科学生の「課題研究」→「インターンシップ（前期）」→「工学特別研究」→「インターンシップ（後

期）」→「工学特別研究」という流れで、地元企業等との連携に沿った形で「工学特別研究」が行われてい

る。企業でのインターンシップで学生自身が探求し抽出した課題に学生が取り組むことにより、学生の能

力向上とともに支援企業への貢献にもなっている。また、その成果を学生が学会等で発表している。 

 地元企業から奨励研究費の支援を受けて「アンモニア電解装置の最適化」、「褐炭の有効利用」などの課

題を準学士課程の「卒業研究」及び専攻科課程の「工学特別研究」で実施し、研究を進めるにあたり、担

当学生も企業担当者と打ち合わせを行うなど研究計画・実施能力はもとより、コミュニケーション能力の

向上を図っている。また、当該研究成果は支援企業の企業活動や経営判断に大きく貢献している。さらに、

大阪市の企業との共同研究では、「燃料電池用の特性診断器の開発」を共同で行っており、この課題につい

てもこれまでに専攻科の学生及び準学士課程の学生が延べ10人程関わり、その成果は国内外の会議で発表

するとともに、同研究企業で商品化が行われ、現在も改善研究と応用研究が実施されている。 

 地元企業から機械システムコースの教員に対して持ち込まれた技術相談として、「アンモニア分解処理」

に関し、当校「工学特別研究」にて実現の可能性について検討され、当該企業から教育研究奨励寄付金を

受けて、研究を進め、化学系教員（物質化学コース教員と一般科目理系（化学）教員）とも連携して推進

するため当校校長奨励研究費を受け、コース横断の研究体制を整え、現在も研究を継続している。この研

究成果として研究に関わった学生が国際会議で発表（３件）するとともに論文１件を発表しており、教育

面への還元が行われ、地元企業でも、今後の事業展開に向けての情報として活用されている。 

 これらのことから、研究の目的に沿った優れた活動の成果が上げられていると判断する。 

 

Ａ－１－③  研究活動等の実施状況や問題点を把握し、改善を図っていくための体制が整備され、機能しているか。 

 研究活動等の実施状況や問題点を把握し、改善を図る機関として、研究担当副校長兼地域連携テクノセ

ンター長、産学交流室長、材料評価室長、専攻科長、総務課長、会計課長、教員若干名、技術教育支援室

長補佐からなる地域連携テクノセンター運営会議を設置している。 

 また、産学交流室では産学交流室会議、材料評価室では材料評価室管理運営会議が開かれ、運営管理に

関する事柄等について審議している。 

 さらに、外部評価委員会や学校協議会においても研究活動、地域連携や産官学交流について外部の有識

者による意見、提言を受け、改善を図っている。平成18年度の外部評価委員会にて、外部資金獲得と地域

貢献の推進を指摘され、研究主事室及び産学交流室にて議論し、地元の商工会議所や当校ウェブサイトで
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共同研究や技術相談の広報を強化している。 

 これらのことから、研究活動等の実施状況や問題点を把握し、改善を図っていくための体制が整備され、

機能していると判断する。 

 

 以上の内容を総合し、「目的の達成状況が非常に優れている。」と判断する。 
 
【優れた点】 

 ○ 研究の目的「（１）教育への還元」及び「（２）社会（特に地域社会）への還元」を達成するために、

平成 21 年度に文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラム」に

採択された「総合的な科学技術力を育成する実験実習」を推進し、また、地域連携テクノセンターを

中心に地元企業との共同研究をインターンシップに活用し成果を上げている。 
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【評価結果】 

目的の達成状況が良好である。 

 
（評価結果の根拠・理由） 
Ｂ－１－① 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして、公開講座等の正規課程の学生以外に対する教育サービスが

計画的に実施されているか。 

 当校の使命に掲げられた「産業および地域に貢献する」ことを目的とし、公開講座を実施している。ま

た、産学交流室・広報室を中心とする産官学交流会・出前授業・地域協力等の取組が毎年計画的に実施さ

れている。 

 当校では公開講座規程を定め、公開講座を毎年実施している。公開講座の目的は「地域社会における文

化・産業の向上及び地域住民の生涯教育推進に資するとともに、本校に対する地域住民の理解を深めるた

め」であり、実施テーマは各系・コース及び技術教育支援室において企画・立案され、広報室の協力を経

て実施されている。 

 当校単独の事業のほかに連携事業として大阪府立中央図書館と連携した未来展や公開講座、サイエンス

カフェなどがある。大阪府立中央図書館との連携事業である未来展は、大阪府立中央図書館において夏休

み期間中に開催されており、当校ではロボット展示や学生制作物の展示など地域の小中学生のものづくり

への興味を育む催しを主体的に実施している。大阪府立図書館との連携事業においては、展示のみならず

小中学生対象のロボット教室を開催し、例年多くの受講生を迎えている。 

 中小企業従業員や就労希望者を対象とした講習としては、平成20年度に経済産業省「高等専門学校等を

活用した中小企業人材育成事業」に採択され、また平成21、22年度においては全国中小企業団体中央会の

「ものづくり分野の人材育成・確保事業」を継続的に開催している。 

 当校では産学交流室を設置し、産官学交流会と府立高専地域交流メッセを年１回ずつ開催している。い

ずれのイベントにおいても、基調講演を当日来場する企業人のみならず近隣住民や興味を有する者に開放

している。 

 広報室主催の行事として、中学生対象の体験入学やオープンキャンパス等がある。 

 地域住民に対して、ＮＨＫロボコン校内エキシビション大会を学生主事室主催で開催していること、ま

た、学友会主催の高専祭には高専祭ＰＲコーナーを展示することで来場者の相談等に応じている。 

 これらのことから、高等専門学校の教育サービスの目的に照らして、公開講座等の正規課程の学生以外

に対する十分な教育サービスが計画的に実施されていると判断する。 

 

Ｂ－１－② サービス享受者数やその満足度等から判断して、活動の成果が上がっているか。また、改善のためのシステ

ムがあり、機能しているか。 

 公開講座は、平成20年度に10講座、平成21年度に６講座を開講し、受講者数は約300人でほぼ定員を

満たしており、中には募集人数を上回る講座もあった。アンケート結果によれば、「大変満足した」、「まあ

まあ満足した」と回答した受講者が80％を超えている。また、講座によっては全員が「良かった」と答え

選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

Ｂ－１ 高等専門学校の目的に照らして、正規課程の学生以外に対する教育サービスが適切に行われ、

成果を上げていること。 
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ている。 

 また、平成20年度に経済産業省「高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業」に採択され、主に

中小企業従業員や就労希望者を対象とした社会人向け講座として実施した。事業終了後は評価委員会を開

催し、実施した講習の反省点やニーズについての検討を行い、評価委員会の提言と講習アンケート結果を

分析して地域のニーズを汲み取った結果、新たに平成21年度には全国中小企業団体中央会の「ものづくり

分野の人材育成・確保事業」に応募して採択され、開催されている。 

 このように、それぞれの活動の実施後にはアンケ－ト調査を行い、意見を次年度に反映させるシステム

が存在している。 

 産学交流室を中心とした各種の催物への参加企業数も増加傾向にある。 

 出前授業等学外への教育サ－ビスは好評を得ており、毎年イベントへの参加依頼が絶えない状況であり、

当校の正規課程の学生以外に対する教育サ－ビスの成果は上がっている。アンケート結果は極めて良好で

満足度が高い回答が得られているが、自由記述に書かれた小学生の要望についてはできる限り真摯に対応

し、例えば、「時間が短い、講師が早口になって聞き取りにくい」という意見には、できるだけ十分な時間

が取れるよう先方の小学校と事前に交渉して改善に努めている。また初期には、実験キャリアのあまりな

い協力企業の者がサポートし、成功率が低下する事例が見られたため、問題点とその改善点を担当教員が

協力企業の者に具体的に指示したところ、その後の成功率が上がっている。また、出前授業の実施終了後

は報告書を地域連携テクノセンター長に提出することとしている。 

 広報室会議やその他委員会での審議など、組織としても改善に取り組んでおり、各教育サ－ビスにおけ

る改善のためのシステムは機能している。 

 これらのことから、サービス享受者数やその満足度等から判断して、活動の成果が上がっており、また、

改善のためのシステムがあり、機能していると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「目的の達成状況が良好である。」と判断する。 
 
【優れた点】 

 ○ 当校の使命に掲げられた「産業および地域に貢献する」ことを目的とし、公開講座、出前授業を開

催しているほか、平成 21、22 年度においては全国中小企業団体中央会の「ものづくり分野の人材育

成・確保事業」を継続的に開催している。また、平成 20 年度に経済産業省「高等専門学校等を活用

した中小企業人材育成事業」に採択され、中小企業における若手技術者の育成を支援している。 
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ⅰ 現況及び特徴（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 大阪府立工業高等専門学校 

（２）所在地 大阪府寝屋川市 

（３）学科等の構成 

   学 科：総合工学システム学科 

   専攻科：総合工学システム専攻 

（４）学生数及び教員数（平成22年５月１日現在） 

   学生数：学 科 1,011人 

       専攻科 54人 

   専任教員数：80人 

   助手数：４人 

２ 特徴 

・沿革 

 大阪府立工業高等専門学校は，中学校卒業後５年間の

中堅技術者教育を行う高等教育機関として 1962（昭和

37）年に機械工学科２学級，電気工学科１学級が文部省

より設置認可され，翌 1963（昭和 38）年に開校した。

1963（昭和 38）年には工業化学科および土木工学科

（各１学級）の増設置が認可され，４学科５学級，入学

定員200名の工業高等専門学校の形態が確立された。ま

た，1990（平成２）年に機械工学科２学級のうち，１学

級をシステム制御工学科へ分離改組することが認可され，

1991（平成３）年に電気工学科は電子情報工学科へ，土

木工学科は建設工学科へそれぞれ学科名称等の変更がな

され，５学科５学級となった。その後，外部有識者で組

織された「府立工業高等専門学校あり方検討会議」等の

提言を受け，「創造力のある実践的技術者の養成」と

「産業および地域への貢献」の２つをミッションとして，

本校に専攻科を設置し，その上で本科４，５年と専攻科

１，２年の教育プログラムを日本技術者教育認定機構

（JABEE）に認定される教育プログラムにすべきである

と判断し，2004（平成 16）年に，本科および専攻科の

達成目標を設定し，教育課程を設計した。文部科学省や

大学評価・学位授与機構等との協議・調整を経て，2005

（平成 17）年度から本科は総合工学システム学科１学

科６コース（機械システム，システムデザイン，メカト

ロニクス，電子情報，物質化学，環境都市システム），

専攻科は総合工学システム専攻１専攻４コース（機械工

学，電気電子工学，応用化学，土木工学）として教育・

研究が実施されている。「総合工学システム教育プログ

ラム」が2008(平成20)年６月に「工学(融合複合・新領

域)」関連分野でJABEE認定された。 

 

・準学士課程教育の特色 

 本校では高専の一般的特徴である５年間一貫教育，後

期中等教育を含む高等教育，早期専門教育を行っている。 

 準学士課程では，異なる専門技術を融合・複合・シス

テム化できる知識と技術を修得した実践的な技術者，行

動的な職業人の育成を目指しており，３年次までに，情

報，機械および電気電子工学分野の基礎科目などの幅広

い工学基礎とものづくり技術を共通に学習し，４年次の

コース選択によって専門工学分野の知識と技術を深める

教育を実施している。本校卒業後就職する者は約 60%で

あり，専攻科への進学，大学３年生への編入学のコース

を選ぶ者は約 40%である。開学以来 7813 名の卒業生を

社会に送り出し高い評価を得ている。さらに卒業生への

求人倍率は，高校・大学などの他教育機関に比べ極めて

高く，ほぼ 100%の就職率，進学率を堅持している。こ

れは卒業後の進路が多様であることと相まって「Ⅱ.目

的」に述べる本校の教育理念を実践してきた結果である。 

 

・専攻科課程教育の特色 

 専攻科は４つのコースが配置され，本科の６つのコー

スから進学できる総合工学システム専攻となっている。

国際的に活躍できる研究開発能力を有する技術者の育成

を企図し，本科で修得した実践的な技術力の深化を図る

とともに，デザイン能力の修得を目指している。 

 カリキュラムの特徴としては，ものづくり教育を共通

で実施するとともに専攻する分野の専門性を高める科目

を配置し，インターンシップや工学特別研究などで府内

の企業等と協力した新しい発想による OJT（on-the-job 

training：実地訓練）を実施し，体系的・一貫的なもの

づくりプロセスが修得できる科目を配置している。専門

分野の深化と他の専門分野との複合化・融合化を図り，

自らの専門技術を基盤として他分野の問題に対しても柔

軟に対応できる実践力を養成するとともに，ものづくり

に関わる構想，開発，設計，製造，運用などの全工程を

体系的に理解して実践的に行動できる能力を養成し，独

創的な技術を開発することができる技術者の育成を目指

している。 

 専攻科設置以来 80 名の修了生を社会に送り出し，高

い評価を得ている。2009（平成 21）年度の専攻科修了

生（第４期生）については，約 60％が大学院へ進学し，

残り約 40%が企業へ就職している。就職した学生は，企

画設計，生産技術，研究開発などに携わっており，「も

のづくり」に関わる技術者として活躍している。 
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ⅱ 目的（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 大阪府立工業高等専門学校の使命，教育理念，教育方針，養成する人材像及び達成目標 

 

（１）使命 

 

大阪府立工業高等専門学校（以下「本校」という）は，教育基本法の精神にのっとり，学校教育法に基づい

て深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

本校は設置者である大阪府から次のような使命（ミッション）が与えられている。 

 

使命（ミッション） 

○創造力のある実践的技術者を養成する 

○産業および地域に貢献する 

 

（２）教育理念 

 

使命を達成するため，学生が本校に在学しているあいだに身につけてほしいもっとも基本的な資質を３つの

言葉で表現したのが「教育理念」である。 

 

教育理念 

自律・実践・協調 

 

（３）教育方針 

 

 本校の「教育理念」をより具体的に説明したものが「教育方針」である。 

 

教育方針 

「自律」は，心身を鍛え，自らを律し，物事を多元的に理解できる幅広い視野と教養を基礎として，目下の

課題を自覚し，それを達成するために，自ら考え，学び，行動できる自律性をもった人材を養成することを意味

します。 

 

「実践」は，学び考えたことを，積極的に行動にうつし，たとえ失敗してもその失敗を活かして，目的を達

成するためのよりよい方法と結果をめざす，進取の気性と向上心をもった人材を養成することを意味します。 

 

そして，「協調」は，社会や組織のなかで，自らの役割や責任を自覚し，異なる考えや立場をもった他者と

も対話をもって共通理解をつくり，協力して取り組むことのできる社会性と，リーダーシップをもった人材を養

成することを意味します。 

 

これが，学習・生活・進路など，学校生活のあらゆる場面で本校教職員が共通に持つ教育方針であり，自律

した人間たれ，チャレンジ精神旺盛に実践せよ，社会のなかでリーダーシップをもった人材たれという，学生諸

君へのメッセージです。 

 

（４）養成する人材像 

 

「教育理念」「教育方針」にもとづき，本校の教育課程を通じてどのような人材を養成することをめざして

いるのかを示すのが「養成すべき人材像」である。 

 

本科（準学士課程）で養成する人材像 

ものづくりの場でのリーダー的資質を備えた創造力のある実践的な技術者 

 

【機械システムコース】 

  ものづくりをトータルに支える柔軟な思考力を持つ機械技術者 

【システムデザインコース】 

  コンピュータ支援技術を利用したものづくりエンジニア 

【メカトロニクスコース】 

  機械と電気とコンピュータを総合化してシステムを作れるエンジニア 

【電子情報コース】 

  情報化社会において活躍できる創造性豊かな技術者 
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【物質化学コース】 

  ものづくりの根底を支え，環境を守り，地球の未来を創造する化学技術者 

【環境都市システムコース】 

  幅広い視野を持ち，環境に配慮した都市を創造できる建設技術者 

 

専攻科（学士課程）で養成する人材像 

ものづくりの場でのリーダー的資質を備えた，創造力があり，国際的に通用する実践的な開発・研究型技術

者 

 

【機械工学コース】 

  ものづくりをトータルに捉え，エネルギーや環境問題のような社会システムに対応できる開発・研究型機械

技術者 

【電気電子工学コース】 

  情報化社会において活躍できる創造性豊かな開発・研究型技術者 

【応用化学コース】 

  ものづくりの根底を支え，環境を守り，地球の未来を創造する開発・研究型化学技術者 

【土木工学コース】 

  幅広い視野と深い専門知識を持ち，環境に配慮した都市を創造できる開発・研究型建設技術者 

 

（５）達成目標 

 

 本校の教育課程，日々の授業，その他学校での諸活動を通じて，最終的に身につける目標が「達成目標」であ

る。 

 

本科（準学士課程）達成目標 

 

Ａ 豊かな人間性と社会性 

A-1 社会の仕組みや歴史・文化についての基礎知識を身につけ，技術と人間とのかかわりについて理解する。 

A-2 言語文化についての基礎知識と，日本語による口頭・記述での表現力および基本的な英語能力を身につけ

る。 

A-3 スポーツや芸術の体験的学習を通じて技能と柔軟な表現力を身につける。 

Ｂ 数学・自然科学・情報の基礎知識と応用する能力 

B-1 数学や自然科学の基礎知識を身につけ，応用することができる。 

B-2 情報技術に関する基礎知識と技術を身につけ，基礎的な解析やデータ処理ができる。 

Ｃ ものづくりの基礎となる知識と技術の修得  

C-1 基礎的専門知識と技術を身につける。 

C-2 地球環境への影響や社会の要求を理解できる。 

Ｄ ものづくりを，計画的かつ組織的に遂行する総合化能力 

D-1 ものづくりの工程を体系的に理解し，他者と共通認識を形成しながら仕事を遂行するための基本を身につ

ける。 

D-2 必要な知識を主体的に身につけながら課題にとりくむ。 

 

専攻科（学士課程）の達成目標 

 

Ａ 豊かな人間性と社会性 

A-1 社会の仕組みについての知識を基礎として，技術と社会とのかかわりについて理解し，思考できる。 

A-2 言語・文化の違いをふまえて物事を理解し，日本語による口頭・記述での論理的な表現力および英語によ

るコミュニケーション能力をもつ。 

Ｂ 数学・自然科学・情報の基礎知識と応用する能力 

B-1 数学や自然科学の知識を応用して基礎的な課題を解決することができる。 

B-2 情報技術に関する知識をもち，事象を数理的にモデル化し解析やデータ処理ができる。 

Ｃ ものづくりの基礎となる知識と技術の修得 

C-1 専門知識と技術を身につける。 

C-2 地球環境への影響や社会の要求に配慮できる。 

Ｄ ものづくりを，計画的かつ組織的に遂行する総合化能力 

D-1 ものづくりの工程を体系的に理解し，他者と共通認識を形成しながら，組織的に仕事を遂行できる。 

D-2 ものづくりの課題を自ら理解・発見し，必要な知識を主体的に身につけながら，計画的に仕事を遂行でき

る。 
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ⅲ 選択的評価事項に係る目的（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」に係る目的 

 高等専門学校における研究に関しては，学校教育法，高等専門学校設置基準で以下のように定められている。 

 

学校教育法 

 第115条 高等専門学校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

２ 高等専門学校は，その目的を実現するための教育を行い，その成果を広く社会に提供することにより，

社会の発展に寄与するものとする。 

 

第119条 高等専門学校には，専攻科を置くことができる。 

２ 高等専門学校の専攻科は，高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより，これと

同等以上の学力があると認められた者に対して，精深な程度において，特別の事項を教授し，その研究を指導す

ることを目的とし，その修業年限は，１年以上とする。 

 

高等専門学校設置基準 

第２条  高等専門学校は，その組織編制，施設，設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態になら

ないようにすることはもとより，常にその充実を図り，もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。  

２  前項の場合において，高等専門学校は，その教育内容を学術の進展に即応させるため，必要な研究が行な

われるように努めるものとする。 

 

 そこで，本校ではこれらを受けて，本校の研究の目的として，以下の２項を定めている。 

 

（１）教育への還元 

（２）社会（特に地域社会）への還元 

 

 

選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

本校が大阪府立の高等専門学校として付与されているミッションは「技術者育成」および「地域貢献」であ

る。このうち「技術者育成」は正規課程（本校では本科と専攻科の教育課程）の学生に対する任務である。一方，

地域貢献は「地元産業界および地域社会に本校が有する教育資源を還元する」ことであり，地域の企業に対する

技術相談，小中学生に対する科学の啓発などさまざまな分野を含んでいる。これは本校における正規課程の学生

以外に対する教育サ－ビスであり，この目的達成のための具体的方策として以下の活動を行っている。  

(1) 地域のニーズに応える公開講座や講演会等の開催 

  本校が主体的に行う教育サ－ビスとして，専門技術講座や一般教養講座などの公開講座の開講を通じて，地

域住民に生涯学習を含めた学習の機会を提供している。 

(2) 地域小中学生を対象とした理工系分野の公開講座・出前授業 

地域小中学生の理科離れ，工学離れ防止に貢献するためにものづくりの手順を考えてもらうことを主眼にお

いた工作教室や，目でみてわかる実験教室などを実施している。 

(3) 産業界との連携による技術講座の開講や技術相談 

  地域産業界との連携による技術講座の開催や，経済産業省の助成事業である「中小企業人材育成事業」や
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「ものづくり分野の人材育成・確保事業」などを通して，中小企業従業員および地元への就労を希望する就

労希望者に対する技術講習を実施している。 

(4) 本校施設の地域への開放 

  地域住民の生涯学習や健康増進の場として日曜日に運動場を提供している。 
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ⅳ 自己評価の概要（対象高等専門学校から提出された自己評価書から転載） 

 

選択的評価事項Ａ 研究活動の状況 

  本校では，研究の目的を「（１）教育への還元」および「（２）社会（特に地域社会）への還元」と定め，そ

れらを達成するための研究推進の基本方針を定めている。研究活動を円滑に運営する体制として，地域連携テ

クノセンターをはじめとする学内組織が整備され，校長のリーダーシップのもとで研究の推進が図られている。

地域連携テクノセンターは，地域社会や企業との連携を図る事業を推進する目的で設置され、産学交流室と材

料評価室から構成されている。この２室が両輪となって、本校における研究の目的を達成するために取り組ん

でいる。毎年，産官学交流会と地域交流メッセを開催し，技術交流の促進等を行う一方，本校の教員の技術・

研究シーズを記載した「大阪府立高専教員シーズ集」を発行し，ウェブサイトを通じても地域の公共団体や産

業へ情報提供を行い，地域と連携することによって社会貢献を行うことを目的とする研究支援体制を整備して

いる。 

  専攻科課程（学士課程）は，授業科目「課題探究」でテーマの探究方法について学んだのち，「インターンシ

ップ（前期）」で共同研究先の企業・大学等から課題を持ち帰って，「工学特別研究」で探究し，再度「インタ

ーンシップ（後期）」で現場の実情にあった解決策を探究し，「工学特別研究」で総仕上げを行うこととなって

いる。この「課題探究」→「インターンシップ（前期）」→「工学特別研究」→「インターンシップ（後期）」

→「工学特別研究」という流れによって，必ず学協会等での発表が義務付けられているほか，国際会議の発表

件数が多く，JABEE 等から高い評価を受けている。 

  一方では，研究活動や地域連携の実施状況や問題点を把握し，改善を図る目的で，地域連携テクノセンター

運営会議を設置しており，研究活動の実施状況や問題点の把握を行っている。また，外部の有識者で組織され

る外部評価委員会や学校協議会を設置し改善を図っている。 

  産官学交流プロジェクトの１つとして，本校の呼びかけで自治体と大阪の中小企業が集まって，平成 16 年４

月に「北河内エコエナジープロジェクト研究会」が発足したが，平成 18 年３月には NPO 法人として新たな活動

を開始している。 

 

選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

  サ－ビスの目的は，「産業および地域に貢献する」ことである。この目的を達成するため，毎年計画的に一般

市民・小中学生を対象とした公開講座を実施している。地域協力活動は，産学交流室・広報室を拠点とし，毎

年積極的に技術相談，公開講座，出前授業の実施，学外行事催物への参加を行っている。また，学校行事とし

て中学３年生を対象とした体験入学や一般市民・中学生を対象としたオ－プンキャンパス，産官学交流会や地

域交流メッセを実施し，本校の PR に加えて本校の教育や研究成果を公開することにより，地域交流を図るとと

もに研究成果を地域に還元している。平成 18 年度から NHK 高専ロボコンのエキシビション大会を地区大会前に

実施し，子ども達をはじめとする地元住民に披露している。 

  地域における教育・文化の発展に寄与する目的で実施されている数々の活動により，正規課程の学生以外に

対する教育サ－ビスが計画的に実施されていると判断される。 

  また，公開講座や体験入学・オープンキャンパス実施後に行われるアンケ－ト調査結果から，活動の成果は

上がっていると判断できる。アンケ－ト調査結果は，広報室をはじめ各種委員会や実施コ－スで検討され，次

年度の計画に反映されている。加えて自己点検や外部評価により改善のシステムが存在し，機能している。 

  以上のことから，本校で実施している正規課程の学生以外に対する教育サ－ビスは計画的に実施され，サ－

ビス享受者数やその満足度から活動の成果が上がっていると判断でき，改善のためのシステムが存在し，機能

していると判断できる。 
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ⅴ 自己評価書等 

 

 対象高等専門学校から提出された自己評価書本文については、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しており

ますのでご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

機構ウェブサイト  http://www.niad.ac.jp/ 

 

  自己評価書     http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201103/ 

kousen/no6_1_3_jiko_osakafukousen_k_s201103.pdf 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




