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　１．専攻科の教育方針

　２．求められる志願者像

Ⅰ．

Ⅱ．選抜方法

選　　抜　　区　　分 試　験　期　日

推薦による選抜【後期】 平成２８年１１月１０日（木）

平成２９年度函館工業高等専門学校専攻科学生募集要項

募集する専攻及び定員

専　　　　　攻 定　　員

選　抜　人　数

推薦による選抜【前期】 平成２８年  ７月２０日（水） 各専攻とも定員の半数程度

平成２８年  ９月１６日（金） 各専攻とも定員の半数程度

平成２８年  ９月１６日（金）社 会 人 特 別 選 抜

若　　干　　名

学 力 に よ る 選 抜

若　　干　　名

  入学者の選抜は、推薦による選抜（前期・後期）、学力による選抜及び社会人特別選抜とし、

次のとおり実施する。

生産システム工学専攻 １２　名

環境システム工学専攻 　８　名

　近年、我が国における産業構造の変化は目覚しく、情報通信技術の加速度的な進歩ととも
に、多くの産業分野において労働集約型から知識集約型への急速な構造転換が図られていま
す。さらには、産業間の構造障壁が取り除かれることによって専門技術の境界領域が広げら
れ、各企業の技術者に幅広い学際的知識と創造力、開発力が要求されています。本校専攻科で
は、創造的な技術開発能力、情報の高度処理能力および提示能力、国際化への対応能力を総合
的に兼ね備え、清廉な技術者倫理と社会への強い貢献意識を持った質の高い実践的技術者を育
成することを目指しています。

　函館高専専攻科は、高専本科等で学んだ専門知識と技術をさらに高め、社会の発展に貢献す
る技術者を育成することを目的としており、次のような人の入学を期待しています。

　(1) 広い視野と深い専門性を身に付けた実践的な技術者として、社会の発展に貢献すること
　　　を志す人

　(2) 自らの向上をめざして、自主的・継続的に学習・研究することを志す人

　(3) 技術者教育を受けるために必要な科学技術、数学および英語についての基礎能力を持っ
　　　ている人

アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）
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Ⅲ．

〒042-8501

〒042-8501

　　　函館工業高等専門学校　学生課教務係　　TEL　0138-59-6333
場　　所

英語の基準に
係る確認書類

検　定　料

期　　間 平成２８年１０月２５日（火）から平成２８年１０月２８日（金）まで

時　　間
午前９時から午後４時まで

　　　（郵送の場合は平成２８年１０月２８日（金）午後４時　必着）

場　　所
函館市戸倉町１４番１号

　　　函館工業高等専門学校　学生課教務係　　TEL　0138-59-6333

　高等専門学校を平成２９年３月に卒業見込みの者で、TOEIC（公開テスト、IPテスト）

350点以上を取得し、かつ学校長が人物、学業ともに優れていると認めて推薦する者

時　　間
午前９時から午後４時まで

　　　（郵送の場合は平成２８年７月８日（金）午後４時　必着）

 ２．出願手続

（１）願書受付

期　　間 平成２８年７月１日（金）から平成２８年７月８日（金）まで

推薦による選抜【前期】及び【後期】

入 学 願 書 本校所定の用紙に、必要事項を記入したもの。

推　薦　書 本校所定の用紙により、推薦学校長が作成したもの。

函館市戸倉町１４番１号

自己アピール書 本校所定の用紙に、必要事項を記入したもの。

　

【前期】

【後期】

 １．出願資格

（２）出願書類等【前期】及び【後期】共通

そ　の　他

１６，５００円、本校所定の振込用紙に氏名を記入の上、願書提出締切日までに
指定の銀行に振り込み、願書提出時に振込金受領書（控）を願書裏面の指定され
た場所に貼付すること。

現に日本国内に在住する外国人は、「在留カード」の写しを添付すること。

調　査　書

成績証明書

照　合　票

受　験　票

本校所定の用紙を使用して学校長が作成し、厳封したもの。ただし、高等学校か
ら高等専門学校に編入学した者は、出身高等学校の調査書も添付すること。

在籍高等専門学校長が作成し、厳封したもの。ただし、高等学校から高等専門学
校に編入学した者は、出身高等学校の成績証明書も添付すること。

TOEIC公開テストの公式認定証（Official Score Certificate）またはTOEIC-IP
テスト（TOEIC Institutional Program）のスコアレポート（Score Report）の
いずれか一つの原本（推薦基準の確認後、出願者本人に返却します）。

本校所定の用紙に必要事項を記入し、写真を貼付したもの（写真は出願前３ヶ月
以内に撮影し、上半身、脱帽、正面向き、縦6.5 cm×横4.5 cmのもの)。
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※ 午前８時４０分までに、本校の指定する場所で受付を済ませること。

　【前期】平成２８年　８月１９日（金）午後４時

　【後期】平成２９年　１月１０日（火）午後４時

　入学に必要な書類、経費等については『入学確約書』の提出者へ２月下旬に通知する。

　なお、この際は「調査書」の提出は必要としない。

 ４．合格者の発表

　選抜の結果は、以下の期日に本校構内の掲示により発表するとともに、合格者には『合格

通知書』を交付（郵送）する。

　また、合格者の受験番号を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

 ５．入学確約書の提出

　【前期】平成２８年　７月２７日（水）午前１０時

　【後期】平成２８年１１月２２日（火）午前１０時

イ．出願書類等不備なものは受け付けない。

ウ．提出した出願書類等に虚偽の記載があった場合は、入学後においても入学を取り消す

　　ことがある。

エ．願書提出後の記載事項の変更は認めない。

オ．受理した出願書類及び検定料は返還しない。

カ．出願状況を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

 ３．選抜の方法

　入学者の選抜は、成績点（60点満点）及び面接評点・自己アピール書（40点満点）を合算した

合計点（100点満点）並びに推薦書及び調査書の記載内容等を考慮し、総合的に判定する。

　合格通知を受けた者は、以下の期限までに『入学確約書』を函館工業高等専門学校学生課教

務係へ提出すること。

　なお、期限までに『入学確約書』の提出がない場合は、入学の意思がないものとして取扱う。

 ６．入学手続

 ７．「推薦による選抜【前期】」に合格とならなかった者について

　「推薦による選抜【前期】」の結果、合格とならなかった者で「学力による選抜」または

「推薦による選抜【後期】」の受験を希望する者は、各選抜の定めるところにより、再度出願

の手続きを行うこと。

【前期】

【後期】試験日時

試験内容

試験会場 函館工業高等専門学校

面　接

平成２８年　７月２０日（水）９：００～

平成２８年１１月１０日（木）９：００～

※　出願に関する注意事項

ア．郵送の場合は必ず書留郵便とし、封筒に「専攻科出願書類在中」と朱書きすること。
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Ⅳ． 学力による選抜

　

　　　　　　

〒042-8501

　　程を修了した者又は平成２９年３月に修了見込みの者のうち学校教育法第五十八条の二

・出願資格（３）により出願する場合は、次の①又は②のいずれか及び③の書類
　を提出すること。

調　査　書

そ　の　他

 １．出願資格
次の各号のいずれかに該当する者
（１）高等専門学校を卒業した者又は平成２９年３月卒業見込みの者

（３）短期大学を卒業した者又は平成２９年３月卒業見込みの者
（４）専修学校の専門課程を修了した者又は平成２９年３月修了見込みの者のうち学校教育法
　　第１３２条の規定により大学に編入学することができる者
（５）外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者
（６）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
　　外国の学校教育における１４年の課程を修了した者又は平成２９年３月修了見込みの者

　　（同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定により大学
　　に編入学することができるもの

函館市戸倉町１４番１号

　　　函館工業高等専門学校　学生課教務係　　TEL　0138-59-6333
場　　所

②専門士の称号授与証明書又は授与見込み証明書
③専修学校の専門課程の学科の分野や履修内容が確認できる書類

成績証明書

 ２．出願手続

（１）願書受付

（７）我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

　　制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該
　　１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

　　課程を修了した者又は平成２９年３月修了見込みの者

期　　間 平成２８年８月３０日（火）から平成２８年９月２日（金）まで

時　　間
午前９時から午後４時まで

　　　（郵送の場合は平成２８年９月２日（金）午後４時　必着）

出身又は在籍学校長が作成し、厳封したもの。ただし、高等学校から高等専門学
校に編入学した者は、出身高等学校の成績証明書も添付すること。

①専修学校が発行する、修業年限２年以上で修了に必要な総時間数が1,700時間
以上の専門課程を修了したこと又は修了見込みであることの証明書

受　験　票

検　定　料

（２）出願書類等

入 学 願 書 本校所定の用紙に、必要事項を記入したもの。

本校所定の用紙に必要事項を記入し、写真を貼付したもの（写真は出願前３ヶ月
以内に撮影し、上半身、脱帽、正面向き、縦6.5 cm×横4.5 cmのもの)。

１６，５００円、本校所定の振込用紙に氏名を記入の上、願書提出締切日までに
指定の銀行に振り込み、願書提出時に振込金受領書（控）を願書裏面の指定され
た場所に貼付すること。

・出願資格（７）により出願する場合は、出身又は在籍学校長作成の修了証明書

※　出願に関する注意事項

ア．郵送の場合は必ず書留郵便とし、封筒に「専攻科出願書類在中」と朱書きすること。

イ．出願書類等不備なものは受け付けない。

本校所定の用紙を使用して出身又は在籍学校長が作成し、厳封したもの。ただ
し、出願資格（１）により出願する者で高等学校から高等専門学校に編入学した
者は出身高等学校の調査書も添付すること。
なお、出願資格（４）、（５）及び（６）により出願する場合は、資格に係る最
終学校の成績証明書をもってこれに代える。

照　合　票

（２）高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の課

・現に日本国内に在住する外国人は、「在留カード」の写しを添付すること。
　又は修了見込証明書を添付すること。
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　 配　点

100点

★専門科目については、願書提出時に受験する科目群を選択し、試験当日、４科目の中から

筆記試験科目の合計点（350点満点）を学力点とする。

面接担当者が、質問に対する回答内容、応答態度を評価して総合したものを面接評点

 （150点満点）とする。

試験時間

６０分

　　 ９０分

１２０分

（５）試験会場　　函館工業高等専門学校

　  　なお、期限までに『入学確約書』を提出しない場合は、入学の意思がないものとして取り

　入学に必要な書類、経費等については『入学確約書』の提出者へ２月下旬に通知する。

 ７．「学力による選抜」に合格とならなかった者について
「学力による選抜」の結果、合格とならなかった者で、「推薦による選抜【後期】」の受験を

希望する者は、再度出願の手続きを行うこと。

　なお、この際は「調査書」の提出を必要としない。

ウ．提出した出願書類等に虚偽の記載があった場合は、入学後においても入学を取り消す

　　ことがある。

エ．願書提出後の記載事項の変更は認めない。

オ．受理した出願書類及び検定料は返還しない。

カ．出願状況を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

 ３．選抜の方法

　入学者の選抜は、調査書の記載内容等を考慮し、学力点、面接評点を合算した総合点（500点

満点）により判定する。

（１）筆記試験科目及び出題範囲

科　　目 試　験　科　目　及　び　出　題　範　囲

英　　語
本校本科での第４学年程度までの英語、工学的な英語、

100点
リスニングテストを含む。

（２）学力点

（３）面接評点

（４）試験期日等

期　　　　　日 科　目　等

数　　学 基礎、線形代数、微分・積分（微分方程式を含む)。

専
門
科
目

生産システ
ム工学専攻

（機械工学科目群）材料力学、流体力学、熱力学、材料学、

150点（電気電子工学科目群）電気磁気学、電気回路、電子回路、電子工学

（情報工学科目群）信号処理、論理回路、プログラミング（Ｃ言語）、情報ネットワーク

環境システ
ム工学専攻

（物質工学科目群）物理化学、有機化学、無機化学、分析化学
150点

（環境都市工学科目群）構造力学、水理学、土質工学、コンクリート構造学

時　　　　間

　３科目を選択する。

平成２８年９月１６日（金）

英　　語

数　　学

専　　門

面　　接

※　午前８時４０分までに本校の指定する場所で受付を済ませること。

 ４．合格者の発表
　選抜の結果は、平成２８年１０月５日（水）午前１０時に本校構内の掲示により発表する

とともに、合格者には『合格通知書』を交付（郵送）する。

　９：００～　１０：００

１０：２０～　１１：５０

１３：００～　１５：００

１５：１０～　　　　　　

　また、合格者の受験番号を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

 ５．入学確約書の提出

　合格通知を受けた者は、『入学確約書』を平成２８年１０月２０日（木）午後４時までに

函館工業高等専門学校学生課教務係へ提出すること。

　なお、期限までに『入学確約書』の提出がない場合は、入学の意思がないものとして取扱う。

 ６．入学手続
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Ⅵ．

　

    （１）願書受付

　

〒042-8501 函館市戸倉町１４番１号

　　程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二（同法第七十条第一項及び第八十二条に
　　おいて準用する場合を含む。）の規定により大学に編入学することができる者もの

検　定　料

英語の基準に
係る確認書類

出身又は在籍学校長が作成し、厳封したもの。ただし、高等学校から高等専門学
校に編入学した者は、出身高等学校の成績証明書も添付すること。

TOEIC公開テストの公式認定証（Official Score Certificate）またはTOEIC-IP
テスト（TOEIC Institutional Program）のスコアレポート（Score Report）の
いずれか一つの原本（推薦基準の確認後、出願者本人に返却します）。

本校所定の用紙に必要事項を記入し、写真を貼付したもの（写真は出願前３ヶ月
以内に撮影し、上半身、脱帽、正面向き、縦6.5 cm×横4.5 cmのもの)。

１６，５００円、本校所定の振込用紙に氏名を記入の上、願書提出締切日までに
指定の銀行に振り込み、願書提出時に振込金受領書（控）を願書裏面の指定され
た場所に貼付すること。

本校所定の用紙に、出身又は在籍学校長が作成し、厳封したもの。ただし、出願
資格（１）により出願する者で高等学校から高等専門学校に編入学した者は出身
高等学校の調査書も添付すること。調　査　書

（２）高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の課

平成２８年８月３０日（火）から平成２８年９月２日（金）まで

午前９時から午後４時まで

社会人特別選抜

 1．出願資格

　次の各号のいずれかに該当し、TOEIC（公開テスト、IPテスト）350点以上を取得しており、

（７）我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

　　１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

企業での就業期間が１ヵ年以上であり、かつ所属する企業等の長が推薦する者。

（１）高等専門学校を卒業した者

（３）短期大学を卒業した者

（４）専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第１３２条の規定により大学に編

　　入学することができる者

（５）外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者

（６）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

　　外国の学校教育における１４年の課程を修了した者

 ２．出願手続

（１）願書受付

期　　間

　　制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

　　課程を修了した者

成績証明書

照　合　票

　なお、出願資格（４）、（５）及び（６）により出願する場合は、資格に係る
最終学校の成績証明書をもってこれに代える。

時　　間
　　　（郵送の場合は平成２８年９月２日（金）午後４時　必着）

　　　函館工業高等専門学校　学生課教務係　　TEL　0138-59-6333

（２）出願書類等

入 学 願 書 本校所定の用紙に、必要事項を記入したもの。

推　薦　書 本校所定の用紙により、所属長が作成したもの。

場　　所

受　験　票
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※午後２時５０分までに、本校の指定する場所で受付を済ませること。

 ４．合格者の発表

 ５．入学確約書の提出

 ６．入学手続

　入学に必要な書類、経費等については『入学確約書』の提出者へ２月下旬に通知する。

Ⅶ．その他

そ　の　他

・出願資格（３）により出願する場合は、次の①又は②のいずれか及び③の書類

　を提出すること。

①専修学校が発行する、修業年限２年以上で修了に必要な総時間数が1,700時間
以上の専門課程を修了したこと又は修了見込みであることの証明書

②専門士の称号授与証明書又は授与見込み証明書

③専修学校の専門課程の学科の分野や履修内容が確認できる書類

・出願資格（７）による場合は、出身又は在籍学校長作成の修了証明書または

　修了見込証明書を添付すること。

・現に日本国内に在住する外国人は、「在留カード」の写しを添付すること。

電　話　0138-59-6333

ＦＡＸ  0138-59-6330

出願手続等に関しての不明な点は、下記担当まで照会すること。

〒042-8501  函館市戸倉町14番1号

函館工業高等専門学校学生課教務係

　また、合格者の受験番号を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

　合格通知を受けた者は、『入学確約書』を平成２８年１０月２０日（木）午後４時までに

オ．受理した出願書類及び検定料は返還しない。

カ．出願状況を本校ホームページで公開する（http://www.hakodate-ct.ac.jp/)。

 ３．選抜の方法
　入学者の選抜は、推薦書及び調査書の記載内容等を十分に考慮し、面接試験により行う。

　面接での質問に対する回答内容、応答態度を質問項目別に評価したものを総合的に判定する。

函館工業高等専門学校学生課教務係へ提出すること。

　なお、期限までに『入学確約書』の提出がない場合は、入学の意思がないものとして取扱う。

　選抜の結果は、平成２８年１０月５日（水）午前１０時に本校構内の掲示により発表する

とともに、合格者には『合格通知書』を交付（郵送）する。

試験日時

試験内容

試験会場

面　接

函館工業高等専門学校

平成２８年　９月１６日（金）１５：１０～

ア．郵送の場合は必ず書留郵便とし、封筒に「専攻科出願書類在中」と朱書きすること。

イ．出願書類等不備なものは受け付けない。

ウ．提出した出願書類等に虚偽の記載があった場合は、入学後においても入学を取り消す

　ことがある。

エ．願書提出後の記載事項の変更は認めない。

※　出願に関する注意事項

- 7 -




