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2018 年 4 月 9 日  
函館工業高等専門学校  

 

専攻科課程の教育における三つの方針（ポリシー） 
 

函館高専は，「専攻科の学習・教育到達目標」に基づき，以下のとおり専攻科課程における

「修了認定の方針」，「教育課程の編成・実施の方針」及び「入学者受け入れの方針」の三つ

の方針（ポリシー）を定めます。 
 
【専攻科の学習・教育到達目標】 

函館高専の専攻科課程は，高等専門学校において本科課程の教育を修めた学生に対し，本

科課程と接続した２年間の教育を行い，本科課程における教育内容を発展させた高度な実践

教育を充実させるため，専攻毎に以下の学習・教育到達目標を掲げます。北海道・道南・青

函地域に根ざした学校の特徴を生かし，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍する技術者

に育てるための教育環境を提供します。 
 

■（生産システム工学専攻） 
Ａ．創造力と実行力を持った技術者 

(A-1) 自ら仕事を計画して継続的に実行し，まとめ上げることができる。 
(A-2) チームの一員としての役割と責任を理解して自主的に行動できる。 
(A-3) ものづくりのための創意工夫をすることができる。 

Ｂ．専門技術に関する基礎知識を持った技術者  
(B-1) 数学および物理などの自然科学の基礎知識を持っている。 
(B-2) 機械工学（材料系，設計・加工系，熱流体系，制御系），電気電子工学（回路エレクトロニクス系，通

信系），情報工学（ハードウエア系，ソフトウエア系，ネットワーク系）のいずれかの基礎知識とともに，

それらを複合する基礎知識を持っている。  
(B-3)  実験などを通して機械工学，電気電子工学，情報工学に関する実践的な基礎技術を身につけている。 

Ｃ．情報技術を活用できる技術者  
(C-1) 情報の収集や整理などに，コンピュータなどの情報技術を用いることができる。 
(C-2) データの分析や解析，グラフ化，設計・製図などにコンピュータを活用することができる。 
(C-3) 情報処理を行うためのハードウエアやソフトウエアの基礎技術について理解している。 

Ｄ．社会の歴史や文化，技術者倫理を理解して行動できる技術者  
(D-1) 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観を理解できる。 
(D-2) 科学技術が人間や社会，自然環境および未来の世代に与える影響を理解できる。  
(D-3) 技術者としての社会に対する役割と責任について説明できる。  

Ｅ．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者  
(E-1) 技術的課題について，自分の考えをまとめ，他者と討論できる。 
(E-2) 技術的成果を正確な日本語を用いて論理的な文書にまとめることができる。  
(E-3) 技術的成果を的確にプレゼンテーションすることができる。 
(E-4) 国際的なコミュニケーションを行うための基礎的な英語理解力および表現力を持っている。   

Ｆ．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者  
(F-1) システムを構成する複数の分野の要素技術についての知識を持ち，その知識をシステムの組み上げに応

用できる。   
(F-2) 問題解決のためにデータに基づいた工学的な考察を行い，複数の解決手法を考案し，それらを評価して

その中から最適な解決策を提案できる。 
■（物質環境工学専攻） 
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Ａ．創造力と実行力を持った技術者 

(A-1) 自ら仕事を計画して継続的に実行し，まとめ上げることができる。 
(A-2) チームの一員としての役割と責任を理解して自主的に行動できる。 
(A-3) ものづくりのための創意工夫をすることができる。 

Ｂ．専門技術に関する基礎知識を持った技術者  

(B-1) 数学および物理などの自然科学の基礎知識を持っている。 
(B-2) 物質環境工学の基礎知識（応用化学系，バイオ系，環境系）を持っている。 
(B-3) 実験などを通して物質環境工学に関する実践的な基礎技術を身につけている。 

Ｃ．情報技術を活用できる技術者  

(C-1) 情報の収集や整理などに，コンピュータなどの情報技術を用いることができる。 
(C-2) データの分析や解析，グラフ化などにコンピュータを活用することができる。 

Ｄ．社会の歴史や文化，技術者倫理を理解して行動できる技術者  

(D-1) 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観を理解できる。  
(D-2) 科学技術が人間や社会，自然環境および未来の世代に与える影響を理解できる。 
(D-3) 技術者としての社会に対する役割と責任について説明できる。 

Ｅ．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者  

(E-1) 技術的課題について自分の考えをまとめ，他者と討論できる。  
(E-2) 技術的成果を正確な日本語を用いて論理的な文書にまとめることができる。  
(E-3) 技術的成果を的確にプレゼンテーションすることができる。  
(E-4) 国際的なコミュニケーションを行うための基礎的な英語理解力および表現力を持っている。 

Ｆ．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者  

(F-1) 問題を解決するための要素技術についての知識を持ち，その知識を応用できる。 
(F-2) 問題解決のために複数の解決手法を考案し，その中から最適な解決策を提案できる。 
 
 

■（社会基盤工学専攻） 
Ａ．創造力と実行力を持った技術者 

(A-1) 自ら仕事を計画して継続的に実行し，まとめ上げることができる。 
(A-2) チームの一員としての役割と責任を理解して自主的に行動できる。 
(A-3) ものづくりのための創意工夫をすることができる。  

Ｂ．専門技術に関する基礎知識を持った技術者  

(B-1) 数学および物理などの自然科学の基礎知識を持ち，専門科目に応用できる。  
(B-2) 土木工学の基礎知識（構造系，水・環境系，地盤・防災・施工系，計画・マネジメント系）とともに，

地域（地域系）やデザイン（デザイン系）に関する基礎知識を持っている。 
(B-3) 実験，演習を通して土木工学に関する実践的な基礎技術を身につけている。 

Ｃ．情報技術を活用できる技術者  

(C-1) 情報の収集，データの整理や分析などに，コンピュータなどの情報技術を用いることができる。 
(C-2)  設計や製図，解析などに情報技術を活用できる。 

Ｄ．社会の歴史や文化，技術者倫理を理解して行動できる技術者  

(D-1) 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観を理解できる。  
(D-2) 科学技術が人間や社会，自然環境および未来の世代に与える影響を理解できる。 
(D-3) 技術者としての社会に対する役割と責任について説明できる。 

Ｅ．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者  

(E-1) 技術的課題について自分の考えをまとめ，他者と討論できる。 
(E-2) 技術的成果を正確な日本語を用いて論理的な文書にまとめることができる。  
(E-3) 技術的成果を的確にプレゼンテーションすることができる。 
(E-4) 国際的なコミュニケーションを行うための基礎的な英語理解力および表現力を持っている。  

Ｆ．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者  

(F-1) 問題解決に向けて必要となる種々の基礎知識を活用し，制約条件を考慮して実現可能な方針を立案でき

る。 
(F-2) 問題解決のために複数の解決方法を考案し，それらを評価してその中から最適な解決策を提案できる。 

  



3 
 

 

修了認定の方針（ディプロマ・ポリシー） 

  
 専攻科課程の学習・教育到達目標に掲げる技術者像に求められる具体的な資質と能力を専

攻ごとに定め，この資質と能力を身につけ，かつ所定の単位を修得し，学士を取得した者に

専攻科修了を認定します。 
 
 
生産システム工学専攻の修了認定の方針（ディプロマ・ポリシー） 

生産システム工学専攻では，本科課程で学んだ生産システム工学の基礎知識を基盤として，機

械工学（材料系，設計・加工系，熱流体系，制御系），電気電子工学（回路エレクトロニクス系，

通信系），情報工学（ハードウエア系，ソフトウエア系，ネットワーク系）のそれぞれの専門性を

さらに深め，それらを複合する領域での問題解決に当たることができるデザイン能力を持った実

践的技術者の育成を目標としています。所定の単位を修得し，学士を取得するとともに，次に示

す資質と能力を修得した者に対して専攻科修了を認定します。 
【知識と理解】 

・ 機械工学（材料系，設計・加工系，熱流体系，制御系），電気電子工学（回路エレクトロニ

クス系，通信系），情報工学（ハードウエア系，ソフトウエア系，ネットワーク系）の知識

を活用できる能力 
・ 情報の収集，データの分析や解析などに情報技術を活用できる能力 

【チームワークと行動力】 
・ チームの一員としての役割と責任を理解し，自ら計画して継続的に実行し，自主的に行動で

きる能力 
【課題解決力】 
・ 課題解決のために創意工夫して複数の解決手法を考案し，その中から最適な解決策を提案で

きる能力 
【コミュニケーション能力】 
・ 技術的課題について自分の考えをまとめ，他者と討論できる能力 
・ 国際社会に対応できる語学力 

【社会的責任】  
・ 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観などの異文化理解 
・ 技術者に必要な高い倫理観と法令の遵守 

 
物質環境工学専攻の修了認定の方針（ディプロマ・ポリシー） 

物質環境工学専攻では，本科課程で学んだ物質環境工学の基礎知識を基盤として，応用化学系，

バイオ系，環境系の専門知識を系統的にさらに深め，その専門性を問題解決に適用できる実践的

技術者の育成を目標としています。所定の単位を修得し，学士を取得するとともに，次に示す資

質と能力を修得した者に対して専攻科修了を認定します。 
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【知識と理解】 
・ 物質環境工学（応用化学系，バイオ系，環境系）に関する知識を活用できる能力 
・ 情報の収集，データの分析や解析などに情報技術を活用できる能力 

【チームワークと行動力】 
・ チームの一員としての役割と責任を理解し，自ら計画して継続的に実行し，自主的に行動で

きる能力 
【課題解決力】 
・ 課題解決のために創意工夫して複数の解決手法を考案し，その中から最適な解決策を提案で

きる能力 
【コミュニケーション能力】 
・ 技術的課題について自分の考えをまとめ，他者と討論できる能力 
・ 国際社会に対応できる語学力 

【社会的責任】  
・ 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観などの異文化理解 
・ 技術者に必要な高い倫理観と法令の遵守 

 
社会基盤工学専攻の修了認定の方針（ディプロマ・ポリシー） 

社会基盤工学専攻では，本科課程で学んだ社会基盤工学の基礎知識を基盤として，土木工学系

（構造系，水・環境系，地盤・防災・施工系，計画・マネジメント系）とともに地域系やデザイ

ン系の専門知識を系統的にさらに深め，その専門性を問題解決に適用できる実践的技術者の育成

を目標としています。所定の単位を修得し，学士を取得するとともに，次に示す資質と能力を修

得した者に対して専攻科修了を認定します。 
【知識と理解】 

・ 社会基盤工学（土木工学系，地域系，デザイン系）に関する知識を活用できる能力 
・ 情報の収集，データの分析や解析などに情報技術を活用できる能力 

【チームワークと行動力】 
・ チームの一員としての役割と責任を理解し，自ら計画して継続的に実行し，自主的に行動で

きる能力 
【課題解決力】 
・ 課題解決のために創意工夫して複数の解決手法を考案し，その中から最適な解決策を提案で

きる能力 
【コミュニケーション能力】 
・ 技術的課題について自分の考えをまとめ，他者と討論できる能力 
・ 国際社会に対応できる語学力 

【社会的責任】  
・ 国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値観などの異文化理解 
・ 技術者に必要な高い倫理観と法令の遵守 
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教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

  
 函館高専の専攻科課程では，修了認定の方針に掲げる資質と能力などを修得させるために，一

般科目と専門共通科目からなる共通科目，各専攻の専門的特徴を反映した専門科目を体系的に編

成し，講義，実験実習，演習等を適切に組合せた授業を開講します。 
 
【一般科目】 
 技術者の共通の素養として求められるコミュニケーション能力，人間や社会の多様性の理解な

ど，グローバル化に対応すべく国際色豊かな科目を配置します。 
 
【専門共通科目】 
 技術者が共通に持つべき基本的な資質と能力を育むための工学基礎科目および周辺技術などに

関する科目を配置します。技術者としての職業意識と倫理観を醸成するために，3 週間以上のイ

ンターンシップを開講します。さらに，３専攻に跨る「地域課題対応型創造実験」を開講し，地

域企業等から依頼された課題テーマに取り組むことで，情報収集能力，創造力，チームワーク力，

発表能力，納期・コスト意識などを含む総合的なエンジニアリングデザイン能力を身に付けるこ

とができるようにします。 
 
【専門科目】 
 各専攻に教育課程編成・実施の方針を定め，それぞれの育成する技術者像に沿ったカリキュラ

ムを編成し実施します。また，各専攻で，1 年次に特別研究Ⅰ，2 年次に特別研究Ⅱを開講し，そ

の研究成果を学協会などで行われる研究発表会で発表することを義務付けます。 
■生産システム工学専攻 
生産システム工学専攻では，機械工学，電気電子工学，情報工学の 3 分野の技術を複合した技

術の一つとして，ロボット技術に重点を置いたカリキュラムを編成します。ロボットの制御方法

を学修するロボット制御論，制御用組み込み技術を学修するマイクロコントローラー応用，人間

の動作をサポートする技術を学修するアシスティブテクノロジー概論などを必修科目とし，機

構・流体・材料・加工技術，電子回路やプログラミング・シミュレーション技術，通信・ネット

ワーク技術などを選択科目として開講して，複合分野に対応できる能力を身に付けることができ

るようにします。 
■物質環境工学専攻 
物質環境工学専攻では，バイオ環境分野と材料物性分野を充実させるとともに，農学系や食品

系の分野を強化したカリキュラムを編成します。本科課程の「バイオ環境履修コース」と「材料

物性履修コース」の知識を統合するために，他方の履修コースの知識を補填する「科目群」の選

択科目を設けて，幅広い専門知識を身に付けることができるようにします。また，必修科目とし

て，土壌学，化学生態学，植物生理学などの農学系の科目，食品加工学，醸造・醗酵工学，機能

性食品工学などの食品系の科目を開講します。 
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■社会基盤工学専攻 
社会基盤工学専攻は，土木工学分野を充実させるとともに，地域系やデザイン系，情報技術系

の分野を強化したカリキュラムを編成します。本科課程の「建設設計履修コース」と「都市デザ

イン履修コース」の知識を統合するために，他方の履修コースの知識を補填する「科目群」の選

択科目を設けて，幅広い専門知識を身に付けることができるようにします。また，高度な情報技

術を身に付けることができるように，情報技術を用いて専門科目の演習に取り組む「社会基盤工

学総合演習」を開講します。 
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入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

  
 函館高専の専攻科課程では，創造的な技術開発能力，情報の高度処理能力及び提示能力，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

い実践的技術者の育成を目指しています。これを実現するため，各専攻科では教育を受けるにふ

さわしい学力，すなわち専門分野の基礎知識・数理能力・語学力を備え，専攻科入学以降もこれ

らの能力に加え，課題解決能力，特別研究遂行能力を高め，自らのキャリアデザインに生かそう

とする意欲を備えた学生を受け入れます。 
 
生産システム工学専攻の入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

生産システム工学専攻では，次のような人の入学を期待しています。 
 ・機械工学，電気電子工学，情報工学の知識を高め、それらを複合したものづくりや課題解決

に取り組みたいという意欲のある人 
・ グローバルに活躍する自分を想像して，国際社会と関わりを持とうという意欲のある人 
・ 自らの良心に従って物事を判断しようとする人 

そのため，生産システム工学専攻では，本科課程の機械工学，電気電子工学，情報工学のいず

れかの学業に加えて，以下のような観点を評価の対象として推薦及び学力選抜試験を行っていま

す。 
・ 自らの専門性を生かして研究を進めた経験 
・ 学生生活の中で得られた総合的な経験 
・ 学習意欲と自らのキャリアデザインの具体化 

 

物質環境工学専攻の入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

物質環境工学専攻では，次のような人の入学を期待しています。 
・ 物質環境工学（応用化学系，バイオ系，環境系）の知識を高め，それらの知識を活用して

農水産資源の有効利用や課題解決に取り組みたいという意欲のある人 
・ グローバルに活躍する自分を想像して，国際社会と関わりを持とうという意欲のある人 
・ 自らの良心に従って物事を判断しようとする人 

そのため，物質環境工学専攻では，本科課程の物質環境工学（応用化学系，バイオ系，環境系）

の学業に加えて，以下のような観点を評価の対象として推薦および学力選抜試験を行っています。 
・ 自らの専門性を生かして研究を進めた経験 
・ 学生生活の中で得られた総合的な経験 
・ 学習意欲と自らのキャリアデザインの具体化 
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社会基盤工学専攻の入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

社会基盤工学専攻では，次のような人の入学を期待しています。 
・ 社会基盤工学（土木工学系，地域系，デザイン系）の知識を高め，それらの知識を活用し

て社会基盤整備や課題解決に取り組みたいという意欲のある人 
・ グローバルに活躍する自分を想像して，国際社会と関わりを持とうという意欲のある人 
・ 自らの良心に従って物事を判断しようとする人 

そのため，社会基盤工学専攻では，本科課程の社会基盤工学（土木工学系，地域系，デザイン

系）の学業に加えて，以下のような観点を評価の対象として推薦および学力選抜試験を行ってい

ます。 
・ 自らの専門性を生かして研究を進めた経験 
・ 学生生活の中で得られた総合的な経験 
・ 学習意欲と自らのキャリアデザインの具体化 

 


