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明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
**********************************************************************
平素から一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE）の事業活動に
ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JABEE ではタイムリーな情報発信のツールとして、定期的にメールニュース
「JABEE NEWS」を発行、JABEE 認定プログラムや各分野並びに分野を運営
していただく正会員学協会など、広く JABEE に関係する方々にお届けして
います。
内容に関するご意見ご要望をお寄せいただくことはもちろん、配信先の
追加、変更、停止等のご希望がありましたらお知らせ下さい。
また、お手許で関係先への転送をご手配いただいている配信先につきまし
ては、ご指示をいただければ当方から直接配信をさせていただきますので、
配信先リストをお送り下さい。
（「JABEE NEWS」は bcc で配信させていただきます。
）
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1.

認定審査結果の審査年度内通知と 2013 年度の審査スケジュールについて
JABEE では、以前よりご要望のありました受審プログラムへの認定審査結果
の審査年度内通知の実現に向けて検討を行って参りました結果、2013 年度の
認定審査より、認定結果の通知時期を早めた新しいスケジュールにより認定
審査を実施することに致しました。
これにともない、2013 年度の認定審査は以下のスケジュールで実施いたし
ます。
認定申請受付期間

3 月 1 日～4 月 20 日

自己点検書提出期限

7月5日

実地審査訪問時期

9 月下旬～11 月中頃（第 2 火曜日）

認定可否の通知（内示）

2 月末

認定プログラムの公表

3 月中旬

審査結果報告・認定証の送付

4 月上旬
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詳細は JABEE ホームページの下記 URL をご参照願います。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/kijun/2013schedule_130122.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2. 2012 年度第 2 回通常理事会を開催
新年 1 月 18 日(金)、2012 年度第 2 回通常理事会を開催しました。2012 年度
専門職大学院認証評価報告書(案)を決定した他、欠員となっていた代表理事・
副会長 1 名の選任、2012 年度の認定会議委員並びにアドバイザーの選任、2012
年度の定時社員総会までの理事会・総会などの開催予定等を審議、報告しました。
報告された社員総会などの開催予定は以下の通りです。
2012 年度認定会議
4 月 13 日(土) 建築会館
2013 年度第 1 回通常理事会
4 月 26 日(金） 建築会館
2013 年度定時社員総会
5 月 27 日(月） 建築会館
2013 年度第 2 回通常理事会
5 月 27 日(月） 建築会館
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3. JABEE 国際シンポジウム「海外の技術者教育認定の実例」開催のご報告
前号でご案内した掲題のシンポジウムを、1 月 18 日(金)に芝浦工業大学豊洲
キャンパスの交流棟で開催しました。
当日参加を含めた約 70 名の参加者が、米国とシンガポールに加え、中国の技術者
教育認定の状況を紹介する講演、並びに質疑応答に参加、国際同等性などの観点
から今後の技術者教育およびその認証のあり方についての活発な意見交換に参加
されました。
なお、シンポジウムで使用された資料などは以下の URL でご覧になれます。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/news.htm
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
4. 科学技術人材育成コンソーシアムが主催するシンポジウムのご案内
JABEE が幹事会員の一員として共催する科学技術人材育成コンソーシアム
の人材育成シンポジウム「工学教育の新しい展開に向けて（グローバル化への
現状と課題）
」が 2 月 9 日(土)、日本学術会議講堂で開催されます。
東京大学元総長で JABEE 初代会長・現最高顧問の吉川弘之氏の基調講演の他、
質保証、国際化、認定制度並びに高大接続の観点などについて、それぞれの
分野の第一人者に講演をいただきます。JABEE 基準委員長の牧野光則中央大学
教授が技術者教育認定の国際的動向と JABEE の対応について講演します。
参加料は無料ですので、多数のご参加をお待ちしております。
詳細と参加申し込みは以下をご参照ください。
http://www.jfes.or.jp/_ecst/topic/topic20130107_sympo20130209.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
5．「技術士への道」-JABEE プログラム関係者へのお願い-
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国家資格である「技術士」になるためには、一般の受験者は一次並びに
二次にわたる試験と必要な実務経験を経る必要があります。
一方、JABEE 認定プログラムの修了生は一次試験が免除されています。
日本技術士会では二次試験挑戦への啓蒙、指導を行っていますが、この度、
JABEE と日本技術士会は、JABEE 修了生に宛てた「技術士への道」という
案内書を合同で作成しました。
各教育機関の関係者様には内容をご理解いただき修了生への頒布にご協力
をお願い申し上げます。
JABEE プログラム修了証を修了生に授与する時が良い機会だと思います。
詳細は以下の URL で参照いただけます。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/koho/gijutsushi_letter_20130125.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
6. 技術士 CPD 制度上での JABEE 審査員業務の扱い
一時期、技術士 CPD 制度から JABEE 審査員業務が消えていましたが、昨年、
技術士会が再検討をし、「JABEE 審査員業務は、大学等における技術者育成に
関わる協力と位置づけ、年度あたり 10 時間を上限として計上できる」となり
ました。
2011 年 4 月 1 日に遡り技術士 CPD 記録に計上できます。
より多くの技術士の皆さんに JABEE 審査員になっていただくためには効果的
であると期待されます。
リスト上の修正記載内容は以下の URL で参照いただけます。
http://www.engineer.or.jp/cmtee/kensyuu/121115guideline-henkouten.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
7.「JABEE のあゆみ」設立から 13 年（1999-2012）の刊行
既にご案内の通り、JABEE は、1999 年 11 月 19 日の設立から現在までの
13 年間にわたる歩みを纏め、昨秋、刊行しました。全体で 270 ページ以上に
及ぶ資料としても価値のある刊行物です。
配布についてのお申し込みは既に締め切りましたが、まだ、若干の部数があり
ます。ご希望の場合はホームページ掲載の申込書をご利用下さい。
また、本誌の内容は JABEE のホームページでご覧いただけます。
本誌の内容については以下の URL をご参照ください。
http://www.jabee.org/OpenHomePage/about_jabee1.htm#ayumi
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一般社団法人日本技術者教育認定機構 事務局（広報担当）
〒108-0014
東京都港区芝 5-26-20 建築会館 4 階
TEL：03-5439-5031
FAX：03-5439-5033
Mail : koho@jabee.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

