
 

１．授業科目の履修 

（１）教育課程 

 ① 一般科目と専門科目 

本校の教育課程は、一般科目と専門科目に大別されます。学年の進行を考慮してできるだ

け学習効果が上がるように系統づけながら、これらを５年間に配当しています。 

低学年では、専門技術の修得に必要な基礎学力と社会人として求められる教養を身につけ

るために一般科目を多く配置し、高学年では、専門科目を多く配置（くさび型教育課程）し

ています。これは、一般科目を履修して身についた基礎学力を基に専門技術を理解し、さら

に実験実習を通じて応用力や創造力を伸ばせるように配慮しているからです。どのような専

門技術であっても、基礎学力がなければ十分な理解は望めません。そのためにも、低学年で

十分な基礎学力をつけるよう心掛けてください。 

② 授業科目の履修 

教育課程表には、授業科目名とともに単位数が示されています。『１単位』とは、１単位

時間（標準50分）の授業30回分を意味しています。年間を通して週４時間の授業を行う科目

は４単位、半期週２時間の場合は１単位の科目となります。卒業するまでに、一般科目で79

単位、専門科目で88単位、合計167単位を取得しなければなりません。授業科目および単位

数は教育課程表にある通りですが、本校は原則として、学年毎に学年修了の認定を行う「学

年制」をとっているため、各学年に配当された科目をその学年で履修しなければなりません。 

（２）学期と授業時間 

 本校は、前期（４月～９月）および後期（10月～３月）の２学期制をとっています。 

授業時間は下表のとおりです。各授業の開始時間に遅れることのないように特に注意して

ください。 

 

授  業  時  間  帯 

ｼｮｰﾄﾎｰﾑﾙｰﾑ  ８：４０ ～  ８：５０ 

１時限目  ８：５０～ ９：４０ 

２時限目  ９：４５～１０：３５ 

３時限目 １０：４０～１１：３０ 

４時限目 １１：３５～１２：２５ 

昼 休 み １２：２５～１３：１５ 

５時限目 １３：１５～１４：０５ 

６時限目 １４：１０～１５：００ 

７時限目 １５：０５～１５：５５ 

８時限目 １６：００～１６：５０ 

９時限目 １６：５５～１７：４５ 

10時限目 １７：５０～１８：４０ 



 

（３）授業科目 

 ① 授業形態 

授業の形態は、講義・演習を主とする科目と実験・実習・実技を主とする科目の２つに分

かれています。主として前者は、試験をもとに成績評価を行い、後者は、実験レポートや提

出物で評価を行います。 

各科目の概要については、この冊子の後半にある授業計画書を参照し、「学習到達目標」、

「学習上の留意点」、「評価方法」、「必要とされる予備知識」、「授業内容」などを早目

に把握してください。 

 ② 受講の心得 

 学生の学習に対する自主的かつ積極的な姿勢は、すべての科目で必要となります。予習、

復習をきちんと行い、疑問点や不明な点は早目に質問して解明するように努力して下さい。 

また、実験レポート等の課題は、計画性を持って取り組み、自分の力で期限までに提出す

るよう心掛けてください。 

 

（４）試験 

 年間４回の定期試験を実施しますが、定期試験以外にも小テストなどの臨時の試験を実施

する場合があります。教科担当教員からの連絡を聞き漏らさないように注意してください。 

また、やむを得ない理由で受験できなかった者や試験成績がよくなかった者に対して、そ

れぞれ追試験、再試験を行うこともあります。 

① 定期試験 

各期（前期、後期）の中間（６月、１２月）と学期末（９月、２月）には、それぞれ

中間試験と期末試験があります。各定期試験の時間割は、試験開始日の１週間前に掲示

により通知されますが、できるだけ早くから試験の準備をしてください。 

 定期試験を無断で欠席したり、答案を提出しなかった場合には、その科目の試験のみ

の成績として０点が付与されることになります。やむを得ない理由により定期試験を受

験できなかった場合には、追試験等の代替措置が行なわれることがありますので、必ず

学級担任と教科担当教員に連絡し、指示を受けて下さい。 

② 臨時の試験（小テスト） 

定期試験の他にも教科担当教員が必要と認めたときには、臨時の試験（小テスト）を

行うことがあります。成績の評価に影響を与える試験ですので、軽視することなく、充

分な準備で臨んでください。定期試験との比重は、科目によって異なりますので、詳細

については各教科の授業計画書を参照してください。 

③ 追試験 

 病気その他、やむを得ない理由により定期試験を受験できなかった者に対して行う試

験です。臨時の試験で代替する等の措置により実施しない場合もあります。試験を欠席

したときには、できるだけ早く学級担任と教科担当教員に連絡し、教科担当教員からの

指示を受けてください。 



 

④ 再試験 

学習の理解度が不足して定期試験の試験成績がよくなかった者に対して、教科担当教

員が必要と判断した場合に行う試験です。再試験を受験する前に、（教科担当教員から

の補講等を含む）特別な指導を受けなくてはならない場合も生じますので、教科担当教

員の指示に従ってください。再試験はあくまでも、定期試験を補助するための試験です

ので、安易に受験せず、日頃からしっかりした学習計画を立てるようにしてください。 

⑤ 追認試験 

未修得科目を有するまま、特例として学年の課程の修了を認められた者については、

仮進級した学年において、未修得科目の追認試験を受験しなければなりません。追認試

験の結果を基に当該未修得科目について再評価を行い、合格した場合、当該科目の単位

の修得が認められます。 

⑥ 卒業特別措置試験 

最終学年（５学年）終了時において未修得科目を有している者は（１科目２単位ま

で）、追認試験のかわりに卒業特別措置試験を行います。その結果を基に当該未修得科

目について再評価を行い、合格した場合、当該科目の単位の修得（すなわち卒業）が認

められます。 

 

（５）試験を受ける場合の注意事項 

 試験は、自分の学習の理解度が客観的に判定され、今後の学習についての指針を得るための

基準となるものですから、途中で放棄することのないようにベストを尽くして取り組んでくだ

さい。不正行為を行った者に対しては、停学処分だけでなく、その期の定期試験の全科目の試

験成績が０点になります。なお、不正行為を行った科目の学年成績は不合格になるなど、成績

評定の面でも厳しい措置を受けることになります。このことを肝に銘じて、正々堂々と受験し

てください。また、試験前には次の『定期試験受験心得』をよく読んで、その趣旨を理解して

試験に臨んでください。 

『定期試験受験心得』 

□試験開始前の注意事項 

1)  定期試験には十分な準備をして臨むこと。 

2)  試験には遅刻しないように注意し、用便等を済ませ、試験開始時刻前に出席簿の番号

順に着席していること。 

3)  試験開始後、試験時間の３分の１を超えて遅刻した者には、その試験科目の受験を認

めない。 

4)  机に落書きなどが書いてあるときは、消しゴム等で消しておくこと。 

5)  机上には特に指示のない限り、筆記用具（鉛筆・ナイフ・シャープペンシル・同芯・

消しゴム）以外のものを出して置かないこと。また、特に次の事項に注意すること。 

    (ｲ) 筆入れや下敷きを使用しないこと。 

    (ﾛ) 定規、コンパス及び電卓等も指示のない限り使用しないこと。 



 

6)  必要以外のものはすべてカバン等の中に入れて座席の下に置き、机の中を空にしてお

くこと。 

7)  やむを得ない事情があって試験を受けることができない者は、学級担任に事前に届け

出て承認を得ること。この場合、診断書その他やむを得ない事情を証明する書類を添

付すること。 

 □試験中の注意事項 

1)  試験には真摯な態度で臨み、不正行為は絶対にしないこと。 

2)  不正行為を行った者は直ちに退出を命じられ、以降の受験は認められない。 

3)  試験中の筆記用具等の貸借は禁止である。やむを得ない事情が生じた場合には、監督

者に申し出て、その指示に従うこと。 

4)  試験時間途中での答案の提出および退出については、監督者の指示に従うこと。 

5)  試験途中で答案の提出を許可された場合は，答案を裏返しにして自分の机上に置き、

静かに退出する。 

6)  試験が終了したら、直ちに筆記用具を机の中かカバンにしまうこと。 

7) 退出後の廊下等の移動・待機は受験中の学生の迷惑とならないように静粛にすること。 

 

（６）成績評価 

 学業成績の評価は、教科担当教員が試験成績や平素の学習状況（小テストや課題の提出等）

を総合的に判断し、各定期試験毎に行います。授業態度、出席状況や課題等の提出状況が、授

業の理解度に大きく影響を与えることを認識しておいてください。 

各科目の学年成績は科目毎に各期の評価を総合的に判断して評定し、不合格点（60点未満）

がある場合には留年することもあります。各期毎に60点以上の評点が付与されるように努力し

てください。なお、学年成績の評価の方法は担当教員によって違いますので、授業計画書を参

照し、担当教員に確認してください。 

 評点は100点法を用いて整数で表しますが、就職や進学の際に会社や学校に提出する書類等

には、次の評語を用いることがあります。 

 

評   点 評   語 

80点～100点 優 

70点～79点 良 

60点～69点 可 

59点以下 不可 

  

 

評語を見ると中学校の５段階評価等に似ていますが、本校では絶対評価を行っていますので、

クラス全体が努力すれば全員が優になることもあります。 

 



 

多くの中学校では各学期毎に成績を通知しますが、本校では年４回、定期試験が終了する毎

に「学業成績通知書」を保護者に送付します。ただし、学年末には後期末の成績ではなく、学

年成績を通知します。 

学業成績通知書には、各科目の評点、クラスの席次、欠席日数、遅刻回数や学級担任所見等

も記載してあります。不合格点（60点未満）の科目数や全科目の平均点に留意して向上を目指

してください。 

 

（７）進級及び卒業の認定 

① 学年の課程の修了及び卒業の認定 

  本校では学年制を取っていますので、各学年において課程の修了を認定されると進級する

ことができます。各学年の課程の修了は、各科目の学年成績及び出席状況（ＨＲや学校行事

への出席状況を含む）等を総合的に判断して、成績判定教員会議において決定されます。ま

た、卒業は第５学年の課程を修了することにより認定されます。 

 

次の各項目のいずれかに該当する場合、各学年の課程の修了は認定されません。 

1)  学年成績が60点未満となる科目がある場合。 

2)  年間を通じての算定欠席日数が、年間出席すべき日数の２割を超えた場合。 

  病気その他やむを得ない理由による欠席があるときは、３割を超えた場合。ただし、

それ以外の理由による欠席が２割を超えた場合は、適用されません。算定欠席日数と

は、通常の欠席日数と授業の欠課６時間を１日に換算した日数を合計したものをいい

ます。端数は１日になります。 

3) 特別活動に不合格となった場合（3年生以下）。 

 

  上記項目の1)、2)のいずれかに該当する場合でも、以下の(a)～(c)の基準全てを満たす者

については、特別に審議して仮進級を認める場合があります。ただし、学年の課程修了は，

未修得科目の追認試験に合格しなければ認められません。 

(a)各学科で選出された「実験・実習及び設計製図等」の科目の学年成績が全て60点以上

あること。 

(b)全ての科目において出席時間数が年間の出席すべき時間数の７割以上あること。 

(c)「実験・実習及び設計製図等」を除いた科目において、学年成績が60点未満の未修得

科目の単位数の合計が以下の表で表わされた単位数以下であること。 

    

 

 

 ※ 仮進級した者が、追認試験の結果，単位の修得を認められなかった場合、仮進級した学

年で留年となります。 

 

学  年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

未修得単位総数 ８ ８ ６ ４ ０ 



 

② 留年 

 課程の修了が認められなかった学生は、原級留置すなわち留年となります。留年とい

う事態を招かないように普段から努力し、欠席しないよう心掛けてください。 

なお、留年及び在学期間の制限等については、学生生活の手引きを参照してください。 

また、留年した場合でも、長い人生における貴重な経験となるよう自分を戒め、諦めずに

卒業を目指して努力を続けてください。 

③ 留年者の再履修 

 留年した場合は、原則的にはその学年の全ての科目を再履修しなければなりません。ただ

し、前年度において、出席日数及び時間数の不足による留年でない場合については、次の条

件を満たしている科目については、単位の修得を有効と認め、再履修する必要はありません。 

ｱ) 各学科で選出された「実験・実習及び設計製図等」の科目の内、学年成績が60点以上

の評点を与えられた科目。 

ｲ) 学外実習（合格点を与えられた場合） 

ｳ) 第３学年においては、上記の「実験・実習及び設計製図等」の科目以外の内、学年成

績が80点以上の評点を与えられた科目。 

ｴ) 第４学年及び第５学年においては、上記の「実験・実習及び設計製図等」の科目以外

の内、学年成績が70点以上の評点を与えられた科目。 

 

なお、上記の①と③において、「各学科で選出された「実験・実習及び設計製図等」の

科目」とは次の表で表わされた科目がそれに該当します。これらは本校が、実験・実習及

び設計製図等の科目については非常に重要と考えていることによります。 

 

 

平成20年度における「各学科から選出された実験・実習及び設計製図等」の科目 

（実験・実習等の科目の中で、「進級規程および申し合せ」において規定された科目） 

  機械工学科 電気電子工学科 情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 

第１学年 
機械工作実習 

機械創造演習Ⅰ 

 

な し 

 

な し 基礎化学実験 な し 

第２学年 

機械工作実習 

機械設計製図 

機械創造演習Ⅱ 

工学基礎実験I 

創造実験I 

情報工学実験I 

情報創造実験I 

物質工学実験Ⅰ 

物質工学創造演習 

測量学・測量実習 

創造デザイン演習 

第３学年 

機械工作実習 

機械設計製図 

機械創造演習Ⅲ 

工学基礎実験Ⅱ 

創造実験Ⅱ 
情報工学実験Ⅱ 

物質工学実験Ⅱ 

物質工学実験Ⅲ 

測量学・測量実習 

建設ＣＡＤ 

第４学年 
機械設計製図 

機械工学実験 
工学応用実験I 

情報工学実験Ⅲ 

情報創造実験Ⅱ 

応用物質工学実験Ｉ 

応用物質工学実験Ⅱ 

物質工学創造実験 

機器分析 

測量学・測量実習 

環境都市工学実験 

構造設計製図Ⅰ 

創造設計製作演習 

第５学年 

 

機械工学実験 

 

工学応用実験Ⅱ 情報工学実験Ⅳ 
応用物質工学実験Ⅰ 

応用物質工学実験Ⅱ 

環境都市工学実験 

構造設計製図Ⅱ 

 



 

（８）学生の自主的に修得した学修の単位認定 

 本校では、次に掲げる文部大臣認定技能試験に合格した場合、それに関係する本校の授業科

目についての単位の修得を認定します。 

  1) 実用英語技能検定 

  2) 工業英語能力検定 

 それぞれの検定試験の認定単位数は、別表のとおりです。 

合格した場合には、「特別学修による単位修得認定申請書」に必要事項を記入して申請して

ください。詳細については掲示により通知します。 

認定された場合、第４学年及び第５学年に開設する「英語演習」の履修が免除されます。免

除された「英語演習」の評点は、100点が付与されます。免除された時間を他の科目の勉強に

使うなど、有効に利用できます。 

 

実用英語技能検定試験 工業英語技能検定試験 TOEIC 

級 単位数 級 単位数 点 単位数 

１級 ８ １級 ８ 

準１級 ４ ２級 ４ 

２級 ２ ３級 ２ 

480点以上 1 

 

（９）遅刻・欠席等 

 本校では、欠席、欠課について厳しい姿勢を取っています。これは、学習に対する真面目な

姿勢として、出席を成績と同様に重視しているからです。 

 欠席、欠課は各科目の単位の修得にも大きく関係してきます。また、遅刻についても、厳し

く接するために、各科目において遅刻の回数が５回ある場合、それを１時間に相当する欠課と

みなして算定されます。 

 学生は、本来無遅刻、無欠席を心掛けるべきですが、長い期間のうちには病気、事故等のや

むを得ない理由で、授業や学校行事を欠席することもあります。欠席等をする場合には、学生

課教務係にある「欠席、欠課、遅刻、早退届」に必ず理由を明記して学級担任に連絡の上、同

係に提出してください。事前に提出できなかった場合は、学級担任または教務係に電話連絡し、

後日登校した際、速やかに提出してください。また、病気で長期にわたり欠席する場合は、医

師の診断書を添付してください。 

欠席や欠課をしないことが第一ですが、届出の有無や診断書の添付が学年修了の認定に影響

を与えることもありますので、必ず届出をしてください。なお、欠席、欠課、遅刻、早退の区

別は、次のとおりです。 

   欠席：１日の全ての授業または学校行事に出席できないとき 

   欠課：１日の授業または学校行事の１部を欠席するとき 

    （担当教員によっても若干違いがありますが、１時間(50分)の授業の半分以上、

授業に不在の場合は欠課とみなされることがあります。） 



 

   遅刻：各授業時間の途中から出席するとき 

      （担当教員が出席を取り終わってから、授業に出席するような場合、遅刻とみな

されることがあります。）） 

   早退：各授業時間の途中から欠席するとき 

 出席できなかった授業については、直ちにノートの欠落部分を補ったり、教科担当教員や友

人に授業内容や課題の有無などを聞いて、遅れを取り戻す努力をすることが必要です。 

 ５年間を通じて出席状況が非常に良好な学生については、卒業時に次のような賞が与えられ

ます。誰にでもチャンスがあり、価値のある素晴らしい賞ですから、途中でくじけずに頑張っ

てこれらの賞を目指して下さい。 

  皆勤賞：在学期間を通じて、無欠課、無欠席。（遅刻10回以内） 

  精勤賞：在学期間を通じて、算定欠席３日以内。（遅刻15回以内）  

      

（10）休学・退学等 

① 休学と復学 

 家庭の事情や疾病、その他やむを得ない理由によって３ヶ月以上継続して欠席する場合は、

学生課教務係にある「休学願」を、学級担任、学年主任を経て学生課教務係に提出してくだ

さい。なお、疾病によって休学するときは、医師の診断書が必要です。 

休学の期間は１年以内ですが、特別の理由がある場合は、連続２年を限度として延長を認め

る場合もあります。しかし、休学期間は通算して３年を超えることはできません。休学しよ

うとする場合は、学級担任及び保護者に相談の上慎重に検討してください。また、休学期間

中の生活等についても学級担任と相談してください。 

休学の事由が無くなったときは、校長の許可を得て復学することができますので、学級担

任、学科主任を経て教務係に「復学願」を提出して下さい。 

② 退学 

 病気や家庭の事情、その他によって在学することが困難になり、進路を変更する場合は、

学級担任、学科主任を経て学生課教務係に「退学願」を提出し、校長の許可を得てください。

この場合も事前に学級担任に事情を説明し、慎重に検討してください。 

 前期終了時または学年末で退学する場合は、新たな学期（後期または新学期）を迎える前

に手続きを終了させてください。手続きが遅れて新たな学期に入ってしまうと、その学期の

授業料を納入しなければなりません。 

 学年末で退学する場合には、出席状況等必要な要件を満たすと当該学年の課程終了を認定

する場合があります。一般社会においては、修了認定された学年が、重要な意味をもつこと

もままあります。 

 退学を許可された者で、状況の変化により再入学を希望する場合は、相当学年への再入学

が許可されることもあります。 

 

 



 

（11）特別欠席等 

 次の事項に該当す場合は特別欠席となり、出席したものとして取扱います。事前に「特別欠

席願」を学級担任を経て学生課教務係に提出してください。特別欠席が許可されたら、「特別

欠席届」を学級担任及び各教科担当教員に提出しなければなりません。 

  1) 自然の災害、伝染病、集団中毒、火災、交通障害などによる欠席。 

  2) 父母または３親等以内の近親者（甥、姪は除く）の喪に服するための欠席。（忌引） 

  3) 学校の定めた校外行事（クラブ活動による対外試合など）に参加するための欠席。 

  4) 就職試験または大学編入学試験を受験するための欠席。 

  5) その他、校長が特に認めたもの。 

 該当するかどうかの判断は、学級担任に相談してください。 

 また、台風や冬期間の雪害等によって、公的交通機関が遅れたために遅刻または欠課となっ

た場合には、特別欠席とは別の特例処置があります。担任から詳細な説明がありますので、指

示にしたがって所定の手続きを行ってください。 

 

（12）実験・実習における安全確保 

 本校は、実践的技術者の育成を目的としており、そのために数多くの実験・実習を教育課程

の中に取入れています。実験や実習においては、多くの装置や機械、あるいは薬品などを取扱

うことになります。どの場合も注意事項をきちんと守れば安全ですが、ちょっとした不注意が

大事故につながることもあります。簡単そうに見える実験でも、注意をよく聞いて慎重に取り

組んでください。 

 学生の皆さんには、高専機構で編集された『実験実習安全必携』が配布されます。また，各

学科には、学科で行う実験・実習及び卒業研究等についての安全心得をまとめた『安全教育マ

ニュアル』が備えられています。マニュアルをよく読んで、安全に対する心構えを身に付けて

ください。 

 

（13）転科 

 本校では、第１学年と第２学年に限り、学力検査及び面接試験を行い、その結果を受けて校

長が転科を認めています。ただし、２年修了時に転科を許可された場合には、カリキュラムの

都合で転科先の第２学年の科目を履修しなければなりません。したがって、第２学年の教育課

程を二度履修することになります。 

 転科は、在学中に一度しか認めません。転科を希望する場合には、一時的な感情に惑わされ

ることなく、将来のことを充分考えて、保護者や学級担任とよく相談してください。 

 転科の受付は、１月頃に学生掲示板により通知します。希望者は、「転科届」を学級担任を

経て学生課教務係に提出してください。 

 



 

２．見学及び見学旅行 

 

（１）見学 

 学校での授業科目の教授内容として、学校近郊の施設、設備等を見学したり、調査活動を行

うことがあります。見学を実施する際には、担当教員からその詳細について連絡があります。

授業の一部であることを自覚してください。 

 

（２）見学旅行 

 本校では第４学年の学年末休業期間に、５～６日間程度の日数で、主として関東・関西方面

の企業・施設等を見学する旅行を行っています。 

 ① 見学旅行の目的 

  見学旅行は、最新設備を持つ工場や巨大プラント等、各学科に関係の深い主要企業、研究

所、工事現場などを見学することにより、産業技術への理解を深め、将来の進路選択の参

考とすると同時に、学生同士の親睦を深めることを目的としています。 

 ② 見学の要点 

 1) 生産プロセスを理解する。 

 2) 技術者に課せられている仕事およびその責任を体験する。 

 3) 新技術の採用と利用状況を観察する。 

 ③ 注意事項 

  見学する工場や研究所などは将来就職する職場と密接な関係があります。学生らしい態度

と節度をもって行動してください。以下に主な厳守事項を記します。 

 1) 旅行出発前に旅行日程および宿泊場所を家人に連絡すること。 

 2) 服装は、学生にふさわしいものとすること。 

 3) 指定された集合場所、時刻、見学場所での指示・規則を遵守すること。 

 4) 旅行期間中においても、本校の学則などに違反しないこと。 

 

 

３．進学 

 

 本校で勉強しているうちにさらに専門知識を深めたり、研究テーマを追求したいと考えるよ

うになる者も多くいるはずです。高専卒業生に対して、大学編入学または高専専攻科に入学す

る道が開かれています。平成16年度から函館高専にも、専攻科が設置されました。 

大学等への道は狭くはありませんが、漠然とした期待感や大学等への進学を学歴の一部とす

るなどの安易な気持ちではいけません。高学年になってから編入学を目指しても、学力不足で

失敗することがあります。低学年のうちから、しっかりとし目的意識を持って学習し、基礎学

力を身に付けてください。詳細は、『進学の手引き』で確認してください。 


