
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 函館工業高等専門学校 

設置者名 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 

生産システム工

学科（機械コー

ス） 

 

  

7 7 7  

生産システム工

学科（電気電子コ

ース） 

 11 11 7  

生産システム工

学科（情報コー

ス） 

 7 7 7  

物質環境工学科  11 11 7  

社会基盤工学科  8 8 7  

 

生産システム工

学専攻 
   12 12 7  

物質環境工学専

攻 
   10 10 7  

社会基盤工学専

攻 
   10 10 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/syllabus 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名  なし 



  

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 函館工業高等専門学校 

設置者名 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/upload-

file%20folder/02_%E4%BA%BA%E4%BA%8B/NewFolder/yakuinmeibo(20200401).pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 熊本大学長 
2016 年 4 月 1 日～

2024年 3月 31日 
理事長 

常勤 
豊橋技術科学大

学理事・副学長 

2020 年 4 月 1 日～

2022年 3月 31日 

研究・産学連携 

情報システム 

非常勤 東京大学教授 
2014 年 4 月 1 日～

2022年 3月 31日 
男女共同参画推進 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 函館工業高等専門学校 

設置者名 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表してい

ること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

国立高等専門学校ではシラバスを統一したフォーマットで作成し,Web 上で公開して

いる。 

掲載事項は次のとおりである。 

・科目基礎情報（科目名，開設期，単位数等） 

・到達目標 

・ルーブリック（理想的な到達レベルの目安，標準的な到達レベルの目安，未到達レ

ベルの目安） 

・学科の到達目標項目との関係 

・教育方法等 

・授業計画（授業内容・方法，週ごとの到達目標） 

・評価割合（試験，発表，相互評価，態度，ポートフォリオ，レポート，合計） 

授業計画の作成は，前年度の１月～２月に実施。 

公表時期は毎年 4月 1日より実施。 

授業計画書の公表方法 https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/syllabus 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

全教員が出席する成績確認会議，教員会議を開催し，全学生の各授業科目の成績や単

位数等を記載した学業成績一覧表を確認して適切に成績評価を行い，進級・卒業・修了

の認定を実施している。 

成績評価の方法について，本科では「函館工業高等専門学校学業成績の評定並びに学

年の課程の修了及び卒業の認定に関する規程」，専攻科では「函館工業高等専門学校専攻

科の教育課程等に関する規程」に明記し，本校ホームページにて公表している。 

学生の成績通知については，本科及び専攻科共に前期期末及び学年末毎に，各授業科

目の成績評価と席次を記載した学業成績通知表を作成し，保護者へ郵送している。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 



  

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

学業成績の席次については，学級単位（専攻科の場合は，各学年の専攻単位）に，100

点法による評点の平均点で示す。なお，本科については，必修外選択科目の評定は加え

ない。専攻科については，教育課程表に記載のある科目のみで算出する（他機関科目の

評定は加えない）。 

また，客観的な指標の算出方法は本校ホームページにて公表している。 

 

（本科） 

学業成績の評定は，次のとおり実施している。 

・期末成績は，試験の成績及び平素の成績によって評定する。 

・学年成績は，各期の期末成績を総合して評定する。 

・成績の評定は 100点法を用い，整数で評点する。 

・同一科目を複数の教員が担当している場合は，担当教員の合議によって評定する。 

・試験以外の方法によって評定を行える科目又は特別の理由のある科目については，期

末成績の評定を行わないことがある。 

・正当な理由なく試験を欠席した者及び答案を提出しなかった者の当該科目の試験成績

は，0点とする。 

・やむを得ない事由により試験を欠席した者に対して追試験がなされない場合は，成績

の評定を行わないことがある。ただし，学年成績は評定する。 

・担当教員が特に必要と認めた場合は，再試験及び補講等を行い，その結果を反映し評

定を行うことができる。 

・学業成績の評語は，優（80点～100点），良（70点～79点），可（60 点～69点）及び

不可（0点～59点）で表すものとする。 

 

（専攻科） 

成績の評価及び評定は，次のとおり実施している。 

・授業科目の成績評価は，試験の成績及び平素の学習状況等を総合して行うものとする。 

・成績の評価は，100点法により評価し，優（100点～80点），良（79点～70点），可（69

点～60点）及び不可（59点以下）と評定する。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

(本科)https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/syllabus 
(専攻科) https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/senkou/curriculum 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

（本科） 

学年の課程の修了認定は，教員会議の議を経て校長が行うこととし，次の全てに該当

する者は，当該学年の課程を修了したものとし進級を認める。 

・算定出席日数が，年間の出席すべき日数の 10 分の 8 以上あること。ただし，傷病そ

の他やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の出席すべき日数の 10 分の 7

以上であること。 

・当該学年において修得すべき全ての必修科目及び選択必修科目を修得していること。 

・第 1 学年から第 3 学年までは特別活動の出席日数が年間の出席すべき時間数の 10 分

の 8以上あること。ただし，傷病その他やむを得ない理由による欠席がある場合は，

年間の出席すべき日数の 10分の 7以上であること。 

・当該学年までの修得累積単位数が次の表の基準を満たしていること。 

 

 



  

学科＼学年 1年 2年 3年 4年 5年 

生産システム工学科 24 57 93 127 167 

物質環境工学科 93 130 

社会基盤工学科 92 128 

全学年において修得すべき全ての科目を修得した者は，本校の全学年の課程を修了し

たものとし，教員会議の議を経て，校長が卒業を認める。 

 

（専攻科） 

専攻科の修了の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 

専攻科の修了にあたっては，次に掲げる要件を満たし，かつ学位(学士)を取得しなけ

ればならない。 

・専攻科に 2年以上在籍すること。 

・学則に基づく所定の授業科目の履修として，次の表による単位を修得していること。 

専攻名 
共通科目 専門科目 

合計 
必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 

生産システム

工学専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 

16 単位以

上 

62 単位以

上 

物質環境工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 26 単位 

10 単位以

上 

62 単位以

上 

社会基盤工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 

16 単位以

上 

62 単位以

上 

・特別研究の成果を，学協会などで行われる研究発表会で発表していること。 

・「学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準」に掲げる評価方法及び評価基準によ

り，学習・教育到達目標を達成していること。 

 

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(生産システム工学専攻) 

学習・教育到達目標 

評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

機械コース出
身 

電気電子コー
ス出身 

情報コース出
身 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，
設計から製作までの計画を評価する。(計画の評
価が 60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立
てて継続して実行したことを研究計画書および
研究日誌により評価する。研究計画書が研究日誌
に添付されており，研究時間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立
てて継続して実行し，まとめたことを研究計画書
および研究日誌により評価する。研究計画書が研
究日誌に添付されており，研究時間が 180 時間以
上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，
貢献度評価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意工夫
をすることができる。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創
意工夫をした点についての評価が 60%以上。 

B 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。 

「品質管理(専 1)②」 

「応用解析学(専 1)②」，「流体物理(専 1)②」，
「工業数学(専 1)②」の中のいずれか 1 科目以上。 

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

「マイクロコントローラ応用(専 1)②」，「アシス
ティブテクノロジー概論(専 1)②」，「ロボット制



  

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。 

御論(専 1)②」 

(以下の科目か
ら 8 単位以上
取得) 

(以下の科目
から 12 単位
以上取得) 

(以下の科目か
ら 10 単位以上
取得) 

「流体物理(専1)

②」 

「電子回路応
用(専 1)②」 

「システム設計
工学(専 1)②」 

「システム設計
工学(専 1)②」 

「センサデバ
イス(専 1)②」 

「アドバンスト
信号処理 (専 1)

②」 

「駆動システム
(専 1)②」 

「アクチュエ
ーター材料(専
1)②」 

「知能システム
(専 1)②」 

「機械材料応用
(専 1)②」 

「アドバンス
ト信号処理(専

1)②」 

「オペレーティ
ングシステム論

(専 1)②」 

「加工技術応用
(専 1)②」 

「知能システ
ム(専 1)②」 

「電子回路応用
(専 1)②」 

「センサデバイ
ス(専 1)②」 

「オペレーテ
ィングシステ

ム論(専 1)②」 

「シミュレーシ
ョン工学 (専 2)

②」 

「知能システム
(専 1)②」 

「エネルギー
システム応用

(専 2)②」 

「ロボットビジ
ョン(専 2)②」 

「バイオメカニ

クス(専 2)②」 

「応用計測シ

ステム ( 専 2)

②」 

「データベース

応用(専 2)②」 

「エネルギーシ

ステム応用(専2)

②」 

「シミュレー

ション工学(専
2)②」 

「ネットワーク

応用(専 2)②」 

「応用計測シス
テム(専 2)②」 

「ワイヤレス
伝送工学(専 2)

②」 

「応用計測シス
テム(専 2)②」 

「シミュレーシ
ョン工学 (専 2)

②」 

「ロボットビ
ジョン ( 専 2)

②」 

「ワイヤレス伝
送工学(専 2)②」 

 

「データベー
ス応用 ( 専 2)

②」 

 

 

「ネットワー
ク応用 ( 専 2)

②」 

 

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。 

「システム工学実験(専 1)②」 において，各実験
テーマの B-3 に関する評価項目の合計により評
価する。(評価が 60%以上) 
「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，
成果報告書の B-3 に関する評価項目により評価
する。(評価が 60%以上) 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)
⑧」において，コンピュータを用いて情報検索を
行った事例により評価する。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」の発表の中で，コンピュ
ータを用いてデータの分析や解析，グラフ化や設
計・製図を行ったか否かを評価する。 



  

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。 

「マイクロコントローラ応用(専 1)②」 

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「ユニバーサルデザイン論(専 1)②」 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，
インターンシップ報告書および発表会に
おける D-3に関する評価項目により評価
する。(評価がそれぞれ 60%以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑
応答の評価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，論文の評価が
60%以上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載され
たことにより達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インタ
ーンシップ報告会のプレゼンテーションの評価
が 60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレ
ゼンテーションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価
する。 

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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ
(専 2)②」 

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術
に関する評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工
夫・改善の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)
⑧」において，試行錯誤の過程を記述させ，これ
により評価する。(評価が 60%以上) 



  

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(物質環境工学専攻) 

学習・教育到達目標 評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，設
計から製作までの計画を評価する。(計画の評価が
60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立て
て継続して実行したことを研究計画書および研究
日誌により評価する。研究計画書が研究日誌に添
付されており，研究時間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立て
て継続して実行し，まとめたことを研究計画書お
よび研究日誌により評価する。研究計画書が研究
日誌に添付されており，研究時間が 180 時間以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，貢
献度評価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意工夫
をすることができる。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創意
工夫をした点についての評価が 60%以上。 

B 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。 

「品質管理(専 1)②」 
「応用解析学(専 1)②」，「流体物理(専 1)②」，「工
業数学(専 1)②」の中のいずれか 1 科目以上。 

B-2 物質環境工学(応用化学系，バ
イオ系，環境系)の基礎知識を
持っている。 

「構造有機化学(専 1)②」，「土壌学(専 1)②」，「植
物生理学(専 1)②」，「食品加工学(専 1)②」 
「醸造・醗酵工学(専 2)②」，「化学生態学(専 2)
②」，「機能性食品工学(専 2)②」 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，成
果報告書のB-3に関する評価項目により評価する。
(評価が 60%以上) 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)
⑧」において，コンピュータを用いて情報検索を行
った事例により評価する。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」の発表の中で，コンピュー
タを用いてデータの分析や解析，グラフ化を行っ
たか否かを評価する。 

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「北海道産業構造論(専 1)②」 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インター
ンシップ報告書および発表会における D-3 に関す
る評価項目により評価する。(評価がそれぞれ 60%
以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑応
答の評価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専2)⑧」において，論文の評価が60%
以上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載された
ことにより達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インター
ンシップ報告会のプレゼンテーションの評価が
60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレゼ



  

 

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(社会基盤工学専攻) 

学習・教育到達目標 評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，設計から
製作までの計画を評価する。(計画の評価が 60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立てて継続
して実行したことを研究計画書および研究日誌により評
価する。研究計画書が研究日誌に添付されており，研究
時間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立てて継続
して実行し，まとめたことを研究計画書および研究日誌
により評価する。研究計画書が研究日誌に添付されてお
り，研究時間が 180 時間以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，貢献度評
価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意
工夫をすることができ
る。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創意工夫を
した点についての評価が 60%以上。 

B 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。  

「工業数学(専 1)②」，「弾性力学(専 1)②」 
「応用物理(本 4)②」又は「応用物理特講Ⅰ(本 4，GM)
②」 

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。 

「プロジェクト評価(専 1)②」(計画・マネジメント系)，
「地域・まちづくり論(専 1)②」(地域系) 
「コンクリート構造学Ⅲ(本 4)②」(構造系)，「水理学Ⅲ
(本 4)②」(水・環境系)，「地盤工学(本 4)②」(地盤・防
災・施工系) 
「都市空間デザイン(本 4)①」または「都市空間デザイン
特講(専 1)②」(デザイン系) 

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。 

 「社会基盤工学総合演習(専 2)②」 において，各テーマ
の B-3 に関する評価項目の合計により評価する。(評価が
60%以上) 
「建設工学実験Ⅰ(本 4)②」，「建設工学実験Ⅱ(本 5)②」 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，コンピュータを用いて情報検索を行った事例に
より評価する。 

C-2 設計や製図，解析などに
情報技術を活用できる。 

「社会基盤工学総合演習(専 2)②」において，各テーマの
C-2 に関する評価項目の合計により評価する。(評価が
60%以上) 
「構造設計製図Ⅰ(本 4)②」，「構造設計製図Ⅱ(本 5)②」 

ンテーションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価す
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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ(専
2)②」 

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術に
関する評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工夫・
改善の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)
⑧」において，試行錯誤の過程を記述させ，これに
より評価する。(60%以上) 



  

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「北海道産業構造論(専 1)②」 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告書および発表会における D-3に関する評価項目に
より評価する。(評価がそれぞれ 60%以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑応答の評
価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，論文の評価が 60%以
上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載されたことに
より達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告会のプレゼンテーションの評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレゼンテー
ションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価する。 

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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ(専 2)②」 

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術に関する
評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工夫・改善
の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，試行錯誤の過程を記述させ，これにより評価す
る。(60%以上) 

 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/policy 

 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 函館工業高等専門学校 

設置者名 独立行政法人国立高等専門学校機構 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://www.kosen-

k.go.jp/Portals/0/resources/documents/zaimusyohyoH30.pdf 

収支計算書又

は損益計算書 
https://www.kosen-

k.go.jp/Portals/0/resources/documents/zaimusyohyoH30.pdf 

財産目録  

事業報告書 
https://www.kosen-

k.go.jp/Portals/0/resources/information/H30jigyohokokusho1.pdf 

監事による監

査報告（書） 
https://www.kosen-

k.go.jp/Portals/0/resources/information/kanjiikenH30.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 
単年度計画（名称：独立行政法人国立高等専門学校機構の年度計画 対象年度：令和 2年

度） 

公表方法：https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/resources/information/nendo-R2.pdf 

中長期計画（名称：独立行政法人国立高等専門学校機構の中期計画 対象年度：平成 31年

（2019年）4月 1日から令和 6年（2024年）3月 31日まで） 

公表方法： 

https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/resources/information/chuukikeikaku-4th.pdf 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/disclosure/system 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 生産システム工学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/precepts） 

（概要） 

校訓・教育目的・目標 

 函館工業高等専門学校は，「汝が夢を持て 大志を抱け 力強かれ」を校訓に掲げ，本科

5 年間あるいは専攻科 2 年間を加えた 7 年間の一貫した教育プログラムのもとで，我国の

技術立国を支える創造力と実行力を持った実践的技術者の育成をめざしている。 

本校の目的（使命） 

本校は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，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。 

教育目的 

技術者に必要な実践的かつ専門的な知識および技術を有する創造的な人材を育成すると

ともに，実践的研究の水準向上に努め，道南地域唯一の総合的な技術系高等教育機関とし

て均衡ある発展を図る。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/pol

icy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校学則」の第 14 条(学年課程の修了又は卒業の認定)において，各学

年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては，学生の平素の成績を評価して行うものと

している。  

「函館工業高等専門学校学業成績の評定並びに学年の課程の修了及び卒業の認定に関する

規程」では，学年の課程の修了認定は，教員会議の議を経て校長が行うこととし，次の全

てに該当する者は，当該学年の課程を修了したものとし進級を認める。 

・算定出席日数が，年間の出席すべき日数の 10分の 8 以上あること。ただし，傷病その他

やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の出席すべき日数の 10 分の 7以上であ

ること。 

・当該学年において修得すべき全ての必修科目及び選択必修科目を修得していること。 

・第 1学年から第 3学年までは特別活動の出席日数が年間の出席すべき時間数の 10 分の 8

以上あること。ただし，傷病その他やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の

出席すべき日数の 10分の 7 以上であること。 

・当該学年までの修得累積単位数が次の表の基準を満たしていること。 

学科＼学年 1年 2年 3年 4年 5年 

生産システム工学科 24 57 93 127 167 



  

物質環境工学科 93 130 

社会基盤工学科 92 128 
 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/g

uidance/policy） 

（概要） 

生産システム工学科の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・1 年次には函館高専としての学生に共通な素養を身に着けるための工学基礎，本校の全

専門分野のリテラシー教育科目と実験実習科目，コミュニケーション能力や人文社会系

の知識を修得するためのカリキュラムを編成している。 

・2 年次以降では「生産システム工学科」として共通で身に着けるべき 3 つの分野の専門

性を修得するためのコースに共通の科目を設定して生産システム工学科としての共通の

土台をつくるカリキュラム編成にしている。さらに，自身が所属する機械コース，電気

電子コース，情報コースの専門性を身につけるための科目を体系的に配置している。 

・4 年次には，各コースに所属しながら，より高度な専門性を修得するための履修コース

のカリキュラムを編成している。特に，各コースの学生からなるチームによる課題解決

型授業「生産システム創造実験」を開講して専門能力の適用力や，分野横断的能力を身

に着けることができる。 

・5 年次では卒業研究を開講し，研究遂行能力や卒業論文作成や発表のための指導を行う。 

（コース共通） 

①機械コースの教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・ 2 年次に配属される機械コースでは，全学科，生産システム学科及びコース共通の基礎

科目を開講する。また，機械工学のより幅広い知識を修得して課題に取り組んでいくこ

とができる科目を学年進行とともに体系的に増やす。 

・4 年次からは，機械コースは，設計加工履修コース，エネルギー履修コース，ロボティ

クス履修コース，グローバルマネジメント履修コースの 4 つの履修コースに配属され，

それぞれ，機械設計加工分野，エネルギー分野，ロボティクス分野のより高度な内容の

座学として，精密加工学，機械電気エネルギー交換，ロボット工学などの科目，実験実習

科目としての機械工学実験，ロボティクス実験などを開講する。グローバルマネジメン

ト履修コースでは，グローバルに活躍できる人材としての基本的な語学力，マネジメン

ト能力，さらには今後の急速な技術革新にあっても対応するための土台となる数学，物

理，化学の基礎を固める科目を開講する。 

② 電気電子コースの教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・2 年次に配属される電気・電子コースでは，全学科，生産システム学科及びコース共通

の基礎科目を開講します。また，電気・電子工学のより幅広い知識を修得して課題に取

り組んでいくことができる科目を学年進行とともに体系的に増やす。 

・4 年次からは，電気電子コースは，エネルギー履修コース，回路エレクトロニクス履修

コース，ロボティクス履修コース，グローバルマネジメント履修コース，の 4 つの履修

コースに配属され，それぞれ，エネルギー分野，電気・電子回路分野，ロボティクス分野

の機械電気エネルギー交換，電子工学，ロボット工学などのより高度な内容の科目や，

応用電子回路製作，ロボティクス実験などの実験科目を開講する。グローバルマネジメ

ント履修コースでは，グローバルに活躍できる人材としての基本的な語学力，マネジメ

ント能力，さらには今後の急速な技術革新にあっても対応するための土台となる数学，

物理，化学の基礎を固める科目を開講する。 

③ 情報コースの教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・2 年次に配属される情報コースでは，全学科，生産システム工学科及びコース共通の基

礎科目を開講する。また，情報工学のより幅広い知識を修得して課題に取り組んでいく

ことができる科目を学年進行とともに体系的に増やす。 

・4 年次からは，情報コースは，IT・ソフトウェア履修コース，回路エレクトロニクス履

修コース，ロボティクス履修コース，グローバルマネジメント履修コース，の 4 つの履修



  

コースに配属され，情報技術，電気・電子回路分野，ロボティクス分野における情報ネッ

トワーク，ディジタル信号処理，ロボット工学などのより高度な内容の科目や，ソフトウ

ェア開発演習，ロボティクス実験などの演習・実験科目を開講する。グローバルマネジメ

ント履修コースでは，グローバルに活躍できる人材としての基本的な語学力，マネジメン

ト能力，さらには今後の急速な技術革新にあっても対応するための土台となる数学，物理，

化学の基礎を固める科目を開講する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/ad

mission） 

（概要） 

【求める人材像】 

・科学技術に興味があり，それを活用して社会へ貢献する意欲や夢のある人 

・異なる文化を尊重し，国内及び国際社会で活躍したい人 

・大学や専攻科に進学してさらに高い専門性を身につけたい人 

・高専・大学・専攻科・実社会などの各ステージを通して成長し続けたい人 

・仲間と協力してともに成長し，未来を切り開こうとする協調性やコミュニケーション能

力のある人 

【入学検査の方針】 

（１年次入学生） 

・中学までの数学，理科，英語，国語，社会やその他の科目の学業の修得状況に加え，以

下の要素を評価の対象とした推薦選抜と学力選抜を行い，入学を許可する。 

・高専入学後，あるいは将来取り組んでみたい課題や夢を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

（３年次外国人留学生・帰国子女） 

諸外国における高等学校相当の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした選

抜を行い，３年次に編入学を許可する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・授業を受けることが可能な基本的な日本語の能力をもつ人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 

（４年次編入学） 

高等学校の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした選抜し，編入学を許可

する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 

本科課程の生産システム工学科における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー） 

・機械・電気電子・情報に関連する技術（たとえばロボット技術，エネルギー技術，電子

機器・通信を支えるエレクトロニクス・コンピュータや情報ネットワーク技術）の技術に

興味のある人 

 

学部等名 物質環境工学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/precepts） 

（概要） 

校訓・教育目的・目標 

 函館工業高等専門学校は，「汝が夢を持て 大志を抱け 力強かれ」を校訓に掲げ，本

科 5 年間あるいは専攻科 2 年間を加えた 7 年間の一貫した教育プログラムのもとで，我国

の技術立国を支える創造力と実行力を持った実践的技術者の育成をめざしている。 

本校の目的（使命） 



  

本校は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，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。 

教育目的 

技術者に必要な実践的かつ専門的な知識および技術を有する創造的な人材を育成すると

ともに，実践的研究の水準向上に努め，道南地域唯一の総合的な技術系高等教育機関とし

て均衡ある発展を図る。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/pol

icy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校学則」の第 14 条(学年課程の修了又は卒業の認定)において，各学

年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては，学生の平素の成績を評価して行うものと

している。  

「函館工業高等専門学校学業成績の評定並びに学年の課程の修了及び卒業の認定に関する

規程」では，学年の課程の修了認定は，教員会議の議を経て校長が行うこととし，次の全

てに該当する者は，当該学年の課程を修了したものとし進級を認める。 

・算定出席日数が，年間の出席すべき日数の 10分の 8 以上あること。ただし，傷病その他

やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の出席すべき日数の 10 分の 7以上であ

ること。 

・当該学年において修得すべき全ての必修科目及び選択必修科目を修得していること。 

・第 1学年から第 3学年までは特別活動の出席日数が年間の出席すべき時間数の 10 分の 8

以上あること。ただし，傷病その他やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の

出席すべき日数の 10分の 7 以上であること。 

・当該学年までの修得累積単位数が次の表の基準を満たしていること。 
 

学科＼学年 1年 2年 3年 4年 5年 

生産システム工学科 24 57 93 127 167 

物質環境工学科 93 130 

社会基盤工学科 92 128 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/

guidance/policy） 

（概要） 

物質環境工学科の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・1 年時には工学基礎，本校の全専門分野のリテラシー教育科目と実験実習科目，コミュ

ニケーション能力や人文社会系の知識を修得するためのカリキュラムを編成する。 

・2 年次以降は化学，バイオ，環境関係のより幅広い知識を修得して課題に取り組んでい

くことができる科目を学年進行とともに体系的に増やす。 

・4 年次には，バイオ・環境履修コース，材料物性履修コース，グローバルマネジメント

履修コースの 3 つの履修コースに配属され，それぞれの共通科目としての無機工業化



  

学，食品衛生学など，履修コースとしての生物化学，分子生物学，無機材料工学，金属材

料工学など化学，バイオ環境関係分野の座学やバイオ工学実験，マテリアル工学実験な

どより高度な内容の実験科目を開講する。 

・グローバルマネジメント履修コースでは，グローバルに活躍できる人材としての基本的

な語学力，マネジメント能力，さらには今後の急速な技術革新にあっても対応するため

の土台となる数学，物理，化学の基礎を固める科目を開講する。 

・グローバルマネジメント履修コースでは，進学を意識する学生に対する数理系科目を設

定している。 

・4 年次においては，各履修コースの学生からなるチームによる課題解決型授業であるバ

イオ工学実験やマテリアル工学実験を開講して専門能力の適用力や，分野横断的能力を

身に着けることができるようにしている。 

・5 年次では卒業研究を開講し，研究遂行能力や卒業論文作成や発表のための指導を行

う。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/ad

mission） 

（概要） 

【求める人材像】 

・科学技術に興味があり，それを活用して社会へ貢献する意欲や夢のある人 

・異なる文化を尊重し，国内及び国際社会で活躍したい人 

・大学や専攻科に進学してさらに高い専門性を身につけたい人 

・高専・大学・専攻科・実社会などの各ステージを通して成長し続けたい人 

・仲間と協力してともに成長し，未来を切り開こうとする協調性やコミュニケーション能

力のある人 

【入学検査の方針】 

（１年次入学生） 

・中学までの数学，理科，英語，国語，社会やその他の科目の学業の修得状況に加え，以

下の要素を評価の対象とした推薦選抜と学力選抜を行い，入学を許可する。 

・高専入学後，あるいは将来取り組んでみたい課題や夢を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

（３年次外国人留学生・帰国子女） 

諸外国における高等学校相当の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした

選抜を行い，３年次に編入学を許可する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・授業を受けることが可能な基本的な日本語の能力をもつ人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 

（４年次編入学） 

高等学校の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした選抜し，編入学を許

可する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 

本科課程の物質環境工学科における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

・地域の農水産資源の有効利用や科学技術の発展などに化学や生物工学の知識を利用して

みたい人 

 

 

学部等名 社会基盤工学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/precepts） 



  

（概要） 

校訓・教育目的・目標 

 函館工業高等専門学校は，「汝が夢を持て 大志を抱け 力強かれ」を校訓に掲げ，本

科 5 年間あるいは専攻科 2 年間を加えた 7 年間の一貫した教育プログラムのもとで，我国

の技術立国を支える創造力と実行力を持った実践的技術者の育成をめざしている。 

本校の目的（使命） 

本校は，教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，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。 

教育目的 

技術者に必要な実践的かつ専門的な知識および技術を有する創造的な人材を育成すると

ともに，実践的研究の水準向上に努め，道南地域唯一の総合的な技術系高等教育機関とし

て均衡ある発展を図る。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/guidance/pol

icy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校学則」の第 14 条(学年課程の修了又は卒業の認定)において，各学

年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては，学生の平素の成績を評価して行うものと

している。  

「函館工業高等専門学校学業成績の評定並びに学年の課程の修了及び卒業の認定に関する

規程」では，学年の課程の修了認定は，教員会議の議を経て校長が行うこととし，次の全

てに該当する者は，当該学年の課程を修了したものとし進級を認める。 

・算定出席日数が，年間の出席すべき日数の 10分の 8 以上あること。ただし，傷病その他

やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の出席すべき日数の 10 分の 7以上であ

ること。 

・当該学年において修得すべき全ての必修科目及び選択必修科目を修得していること。 

・第 1学年から第 3学年までは特別活動の出席日数が年間の出席すべき時間数の 10 分の 8

以上あること。ただし，傷病その他やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の

出席すべき日数の 10分の 7 以上であること。 

・当該学年までの修得累積単位数が次の表の基準を満たしていること。 

 

 

 

 

 

 

学科＼学年 1年 2年 3年 4年 5年 

生産システム工学科 24 57 93 127 167 

物質環境工学科 93 130 

社会基盤工学科 92 128 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/

guidance/policy） 



  

（概要） 

社会基盤工学科の教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

・1 年時には工学基礎，本校の全専門分野のリテラシー教育科目と実験実習科目，コミュ

ニケーション能力や人文社会系の知識を修得するためのカリキュラムを編成する。 

・2 年次から配属される社会基盤工学科（社会基盤コース）では，全学科共通の基礎科目

を開講する。また，社会基盤工学科として大規模建造物，インフラ等の設計・維持管理な

ど都市デザインや建設設計関係のより幅広い知識を修得して課題に取り組んでいくこと

ができる科目を学年進行とともに体系的に増やす。 

・4 年次からは，都市デザイン履修コースと建設設計履修コース，グローバルマネジメン

ト履修コースの 3 つの履修コースに配属され，履修コース共通の科目と，履修コースご

とに景観や環境に配慮した都市計画，グローバルデザインにも配慮した都市のデザイン

や，国土や地域計画，地盤，海岸・海洋などに関係した建設設計分野のより高度な内容の

科目を開講する。グローバルマネジメント履修コースでは，グローバルに活躍できる人

材としての基本的な語学力，マネジメント能力，さらには今後の急速な技術革新にあっ

ても対応するための土台となる数学，物理，化学の基礎を固める科目を開講する。 

・5 年次においては，各履修コースの学生からなるチームによる課題解決型授業「応用創

造デザイン」を開講してデザインと安全面の両面から専門能力を実社会で適用できる能

力や，分野横断的能力を身に着けることができるようにする。 

・5 年次では卒業研究を開講し，研究遂行能力や卒業論文作成や発表のための指導を行

なう。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/ad

mission） 

（概要） 

【求める人材像】 

・科学技術に興味があり，それを活用して社会へ貢献する意欲や夢のある人 

・異なる文化を尊重し，国内及び国際社会で活躍したい人 

・大学や専攻科に進学してさらに高い専門性を身につけたい人 

・高専・大学・専攻科・実社会などの各ステージを通して成長し続けたい人 

・仲間と協力してともに成長し，未来を切り開こうとする協調性やコミュニケーション能

力のある人 

【入学検査の方針】 

（１年次入学生） 

・中学までの数学，理科，英語，国語，社会やその他の科目の学業の修得状況に加え，以

下の要素を評価の対象とした推薦選抜と学力選抜を行い，入学を許可する。 

・高専入学後，あるいは将来取り組んでみたい課題や夢を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

（３年次外国人留学生・帰国子女） 

諸外国における高等学校相当の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした

選抜を行い，３年次に編入学を許可する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・授業を受けることが可能な基本的な日本語の能力をもつ人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 

（４年次編入学） 

高等学校の学業の修得状況に加え，以下の要素を評価の対象とした選抜し，編入学を許

可する。 

・自らの夢や将来取り組んでみたい課題を表現できる人 

・生徒会，部活動，委員会等のような他者との関わりのなかで得られた経験を持つ人 

・自らの意見や考えを的確に伝えることができる人 

・グローバルに活躍したいと考えている人 



  

本科課程の社会基盤工学科における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

・国内外を舞台に，地図に残るような大型建設プロジェクなど未来社会をデザインしてみ

たい人 

・自然災害から人命を守り，自然と調和した持続可能な社会基盤づくりで人々の役に立ち

たいと考えている人 

 

 

学部等名 専攻科（生産システム工学専攻） 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/senkou/aim） 

函館高専の専攻科は，生産システム工学専攻，物質環境工学専攻，社会基盤工学専攻の

３専攻で構成され，高等専門学校本科における５年間の教育で培われた実践的技術者とし

ての基盤の上に，高い専門性と広い視野，自ら新分野を開拓できる問題発見・解決能力と

研究開発能力，国際的なコミュニケーション能力を備えた創造的な技術者の育成を目指し

ている。そのため，専攻科の目的（使命）及び各専攻の教育目的は次のように定められて

いる。 

専攻科の目的（使命） 

専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する

高度な専門的知識及び技術を教授研究し，もって広く産業の発展に寄与する人材を養成す

ることを目的とする。 

生産システム工学専攻の教育目的 

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を育成することを教育目的とする。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒 業 の 認 定 に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校専攻科の教育課程等に関する規程」において，次のとおり定めて

いる。 

専攻科の修了の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 

専攻科の修了にあたっては，次に掲げる要件を満たし，かつ学位(学士)を取得しなけれ

ばならない。 

・専攻科に 2年以上在籍すること。 

・学則に基づく所定の授業科目の履修として，次の表による単位を修得していること。 

専攻名 
共通科目 専門科目 

合計 
必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 



  

生産システム

工学専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 16単位以上 62 単位以上 

・特別研究の成果を，学協会などで行われる研究発表会で発表していること。 

・「学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準」に掲げる評価方法及び評価基準によ

り，学習・教育到達目標を達成していること。 

 

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(生産システム工学専攻) 

学習・教育到達目標 

評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

機械コース出
身 

電気電子コース出
身 

情報コース出身 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，設計から
製作までの計画を評価する。(計画の評価が 60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立てて継続
して実行したことを研究計画書および研究日誌により評
価する。研究計画書が研究日誌に添付されており，研究時
間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立てて継続
して実行し，まとめたことを研究計画書および研究日誌
により評価する。研究計画書が研究日誌に添付されてお
り，研究時間が 180 時間以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，貢献度評
価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意
工夫をすることができる。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創意工夫を
した点についての評価が 60%以上。 

B 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。 

「品質管理(専 1)②」 

「応用解析学(専 1)②」，「流体物理(専 1)②」，「工業数
学(専 1)②」の中のいずれか 1 科目以上。 

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。 

「マイクロコントローラ応用(専 1)②」，「アシスティブ
テクノロジー概論(専 1)②」，「ロボット制御論(専 1)②」 

(以下の科目か
ら 8単位以上取
得) 

(以下の科目から
12 単位以上取得) 

(以下の科目から
10 単位以上取得) 

「流体物理(専 1)

②」 

「電子回路応用(専
1)②」 

「システム設計工学
(専 1)②」 

「システム設計
工学(専 1)②」 

「センサデバイス
(専 1)②」 

「アドバンスト信号
処理(専 1)②」 

「駆動システム

(専 1)②」 

「アクチュエーター

材料(専 1)②」 

「知能システム(専

1)②」 

「機械材料応用

(専 1)②」 

「アドバンスト信号

処理(専 1)②」 

「オペレーティング

システム論(専 1)②」 

「加工技術応用
(専 1)②」 

「知能システム(専
1)②」 

「電子回路応用(専
1)②」 

「センサデバイ
ス(専 1)②」 

「オペレーティング
システム論(専 1)②」 

「シミュレーション
工学(専 2)②」 

「知能システム
(専 1)②」 

「エネルギーシステ
ム応用(専 2)②」 

「ロボットビジョン
(専 2)②」 

「バイオメカニ
クス(専 2)②」 

「応用計測システム
(専 2)②」 

「データベース応用
(専 2)②」 

「エネルギーシ

ステム応用(専 2)

②」 

「シミュレーション

工学(専 2)②」 

「ネットワーク応用

(専 2)②」 



  

「応用計測シス
テム(専 2)②」 

「ワイヤレス伝送工
学(専 2)②」 

「応用計測システム
(専 2)②」 

「シミュレーシ
ョン工学 (専 2)

②」 

「ロボットビジョン
(専 2)②」 

「ワイヤレス伝送工
学(専 2)②」 

  「データベース応用
(専 2)②」 

  

  「ネットワーク応用
(専 2)②」 

  

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。 

「システム工学実験(専 1)②」 において，各実験テーマの
B-3 に関する評価項目の合計により評価する。(評価が
60%以上) 
「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，成果報告
書の B-3 に関する評価項目により評価する。(評価が 60%
以上) 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」にお
いて，コンピュータを用いて情報検索を行った事例によ
り評価する。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」の発表の中で，コンピュータを用
いてデータの分析や解析，グラフ化や設計・製図を行った
か否かを評価する。 

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。 

「マイクロコントローラ応用(専 1)②」 

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「ユニバーサルデザイン論(専 1)②」 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告書および発表会における D-3 に関する評価項目に
より評価する。(評価がそれぞれ 60%以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑応答の評
価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，論文の評価が 60%以上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載されたことに
より達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告会のプレゼンテーションの評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレゼンテー
ションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価する。 

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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ(専 2)②」 



  

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術に関する
評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工夫・改善
の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」にお
いて，試行錯誤の過程を記述させ，これにより評価する。
(評価が 60%以上) 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 

（概要） 

専攻科の教育課程の編成・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する。 

【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する。 

【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する。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する。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する。 

【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する。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る。 

■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する。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する。 

 

入 学 者 の 受 入 れ に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/subject/admission） 

（概要） 

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る。 

 これを実現するため，各専攻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

生を受け入れる。 

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） 



  

・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

を行っている。 

・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 

 

 

学部等名 専攻科（物質環境工学専攻） 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/senkou/aim） 

函館高専の専攻科は，生産システム工学専攻，物質環境工学専攻，社会基盤工学専攻の

３専攻で構成され，高等専門学校本科における５年間の教育で培われた実践的技術者とし

ての基盤の上に，高い専門性と広い視野，自ら新分野を開拓できる問題発見・解決能力と

研究開発能力，国際的なコミュニケーション能力を備えた創造的な技術者の育成を目指し

ている。そのため，専攻科の目的（使命）及び各専攻の教育目的は次のように定められて

いる。 

専攻科の目的（使命） 

専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する

高度な専門的知識及び技術を教授研究し，もって広く産業の発展に寄与する人材を養成す

ることを目的とする。 

物質環境工学専攻の教育目的 

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を育成することを教育目的とする。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒 業 の 認 定 に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校専攻科の教育課程等に関する規程」において，次のとおり定めて

いる。 

専攻科の修了の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 

専攻科の修了にあたっては，次に掲げる要件を満たし，かつ学位(学士)を取得しなけれ

ばならない。 

・専攻科に 2年以上在籍すること。 



  

・学則に基づく所定の授業科目の履修として，次の表による単位を修得していること。 

専攻名 
共通科目 専門科目 

合計 
必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 

物質環境工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 26 単位 10単位以上 62 単位以上 

・特別研究の成果を，学協会などで行われる研究発表会で発表していること。 

・「学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準」に掲げる評価方法及び評価基準によ

り，学習・教育到達目標を達成していること。 

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(物質環境工学専攻) 

学習・教育到達目標 評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，設計から
製作までの計画を評価する。(計画の評価が 60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立てて継続
して実行したことを研究計画書および研究日誌により
評価する。研究計画書が研究日誌に添付されており，研
究時間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立てて継続
して実行し，まとめたことを研究計画書および研究日誌
により評価する。研究計画書が研究日誌に添付されてお
り，研究時間が 180 時間以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，貢献度評
価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意
工夫をすることができ
る。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創意工夫を
した点についての評価が 60%以上。 

B 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。 

「品質管理(専 1)②」 
「応用解析学(専 1)②」，「流体物理(専 1)②」，「工業
数学(専 1)②」の中のいずれか 1 科目以上。 

B-2 物質環境工学 (応用化学
系，バイオ系，環境系)の
基礎知識を持っている。 

「構造有機化学(専 1)②」，「土壌学(専 1)②」，「植物
生理学(専 1)②」，「食品加工学(専 1)②」 
「醸造・醗酵工学(専 2)②」，「化学生態学(専 2)②」，
「機能性食品工学(専 2)②」 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，成果報告
書の B-3に関する評価項目により評価する。(評価が 60%
以上) 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，コンピュータを用いて情報検索を行った事例に
より評価する。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」の発表の中で，コンピュータを用
いてデータの分析や解析，グラフ化を行ったか否かを評
価する。 

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「北海道産業構造論(専 1)②」 

D-3 技術者としての社会に対
する役割と責任について

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告書および発表会におけるD-3に関する評価項目に



  

説明できる。 より評価する。(評価がそれぞれ 60%以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑応答の評
価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，論文の評価が 60%以
上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載されたこと
により達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告会のプレゼンテーションの評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレゼンテー
ションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価する。 

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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ(専 2)
②」 

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術に関す
る評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工夫・改善
の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，試行錯誤の過程を記述させ，これにより評価す
る。(60%以上) 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 

（概要） 

専攻科の教育課程の編成・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する。 

【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する。 

【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する。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する。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する。 

【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する。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る。 

■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する。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する。



  

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する。 

 

入 学 者 の 受 入 れ に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/subject/admission） 

（概要） 

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る。 

 これを実現するため，各専攻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

生を受け入れる。 

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（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及び学力選抜試験を行っ

ている。 

・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 

 

学部等名 専攻科（社会基盤工学専攻） 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/senkou/aim） 

函館高専の専攻科は，生産システム工学専攻，物質環境工学専攻，社会基盤工学専攻の

３専攻で構成され，高等専門学校本科における５年間の教育で培われた実践的技術者とし

ての基盤の上に，高い専門性と広い視野，自ら新分野を開拓できる問題発見・解決能力と

研究開発能力，国際的なコミュニケーション能力を備えた創造的な技術者の育成を目指し

ている。そのため，専攻科の目的（使命）及び各専攻の教育目的は次のように定められて

いる。 

専攻科の目的（使命） 

専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する

高度な専門的知識及び技術を教授研究し，もって広く産業の発展に寄与する人材を養成す

ることを目的とする。 

社会基盤工学専攻の教育目的 

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

践的技術者を育成することを教育目的とする。 

教育目標 

本校は優れた技術者を育成する一方，技術相談や共同研究を通じて，地域社会や地域企

業の発展に貢献したいと考えている。 

本校は，実践的な技術者教育と地域に根ざした学校という特徴を生かして，大学とは異



  

なる高等教育機関を目指す。本校は，地域，日本，世界のあらゆる分野で活躍するために

は，以下の能力を備えた技術者が必要と考え，その育成を教育目標としている。 

A．創造力と実行力を持った技術者 

B．専門技術に関する基礎知識を持った技術者 

C．情報技術を活用できる技術者 

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 

E．多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

F．問題解決のためのデザイン能力を持った技術者 

 

卒 業 の 認 定 に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 

（概要） 

「函館工業高等専門学校専攻科の教育課程等に関する規程」において，次のとおり定めて

いる。 

専攻科の修了の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 

専攻科の修了にあたっては，次に掲げる要件を満たし，かつ学位(学士)を取得しなけれ

ばならない。 

・専攻科に 2年以上在籍すること。 

・学則に基づく所定の授業科目の履修として，次の表による単位を修得していること。 

専攻名 
共通科目 専門科目 

合計 
必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 

社会基盤工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 16単位以上 62 単位以上 

・特別研究の成果を，学協会などで行われる研究発表会で発表していること。 

・「学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準」に掲げる評価方法及び評価基準によ

り，学習・教育到達目標を達成していること。 

学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準(社会基盤工学専攻) 

学習・教育到達目標 評価基準(平成 30 年度以降の入学生) 

A 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，設計から
製作までの計画を評価する。(計画の評価が 60%以上) 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」において，研究計画を立てて継続
して実行したことを研究計画書および研究日誌により
評価する。研究計画書が研究日誌に添付されており，研
究時間が 90 時間以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，研究計画を立てて継続
して実行し，まとめたことを研究計画書および研究日誌
により評価する。研究計画書が研究日誌に添付されてお
り，研究時間が 180 時間以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」において，貢献度評
価が 60%以上。 

A-3 ものづくりのための創意
工夫をすることができ
る。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，創意工夫を
した点についての評価が 60%以上。 

B 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。  

「工業数学(専 1)②」，「弾性力学(専 1)②」 
「応用物理(本 4)②」又は「応用物理特講Ⅰ(本 4，GM)
②」 

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

「プロジェクト評価(専 1)②」(計画・マネジメント系)，
「地域・まちづくり論(専 1)②」(地域系) 
「コンクリート構造学Ⅲ(本 4)②」(構造系)，「水理学Ⅲ
(本 4)②」(水・環境系)，「地盤工学(本 4)②」(地盤・防



  

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。 

災・施工系) 
「都市空間デザイン(本 4)①」または「都市空間デザイン
特講(専 1)②」(デザイン系) 

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。 

 「社会基盤工学総合演習(専 2)②」 において，各テーマ
の B-3 に関する評価項目の合計により評価する。(評価
が 60%以上) 
「建設工学実験Ⅰ(本 4)②」，「建設工学実験Ⅱ(本 5)②」 

C 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。 

「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，コンピュータを用いて情報検索を行った事例に
より評価する。 

C-2 設計や製図，解析などに
情報技術を活用できる。 

「社会基盤工学総合演習(専 2)②」において，各テーマの
C-2 に関する評価項目の合計により評価する。(評価が
60%以上) 
「構造設計製図Ⅰ(本 4)②」，「構造設計製図Ⅱ(本 5)②」 

D 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。 

「グローバル・ケーススタディ(専 1)②」 

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。 

「北海道産業構造論(専 1)②」 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告書および発表会におけるD-3に関する評価項目に
より評価する。(評価がそれぞれ 60%以上) 

E 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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会の質疑応答の評
価が 60%以上。 

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。 

「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，論文の評価が 60%以
上。 
学協会における発表の予稿が予稿集に掲載されたこと
により達成したと評価する。 

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。 

「インターンシップ(専 1)④」において，インターンシッ
プ報告会のプレゼンテーションの評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」において，発表会のプレゼンテー
ションの評価が 60%以上。 
学協会で発表を行うことにより達成したと評価する。 

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。 

「グローバル・コミュニケーション(専 1)②」 
「プラクティカル・サイエンス・イングリッシュ(専 2)
②」 

F 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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の要素技術に関す
る評価が 60%以上。 

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。 

「地域課題対応型創造実験(専 1)④」の中で，工夫・改善
の評価が 60%以上。 
「特別研究Ⅰ(専 1)④」または「特別研究Ⅱ(専 2)⑧」に
おいて，試行錯誤の過程を記述させ，これにより評価す
る。(60%以上) 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/guidance/policy） 



  

（概要） 

専攻科の教育課程の編成・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する。 

【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する。 

【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する。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する。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する。 

【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する。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る。 

■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する。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する。

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」を開講する。 

 

入 学 者 の 受 入 れ に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.hakodate-

ct.ac.jp/subject/admission） 

（概要） 

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る。 

 これを実現するため，各専攻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

生を受け入れる。 

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（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及び学力選抜試験を行

っている。 

・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 

 

 



  

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/disclosure/kihonnsosiki 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 
a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1人 － 1人 

生産システム工学科 － 15人 11人 0人 4人 0人 30人 

物質環境工学科 － 4人 5人 0人 1人 0人 10人 

社会基盤工学科 － 4人 5人 0人 0人 0人 9人 

一般系 － 13人 8人 0人 0人 0人 21人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 6人 6人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/subject/teachers（本校

ホームページ），https://researchmap.jp/（researchmap） 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 
 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

生産システ

ム工学科 

120 人 125 人 104.2％ 600 人 564 人 94.0％ 若干名  2 人 

物質環境工

学科 

40 人 37 人 92.5％ 200 人 175 人 87.5％ 若干名  1 人 

社会基盤工

学科 

40 人 37 人 92.5％ 200 人 191 人 95.5％ 若干名  1 人 

合計 200 人 199 人 99.5％ 1,000 人 930 人 93.0％ 若干名  4 人 

生産システ

ム工学専攻 

12 人 7 人 58.3％ 24 人 22 人 91.7％ -人 -人 

物質環境工

学専攻 

4 人 3 人 75.0％ 8 人 8 人 100.0％ -人 -人 

社会基盤工

学専攻 

4 人 4 人 100.0％ 8 人 8 人 100.0％ -人 -人 

合計 20 人 14 人 70.0％ 40 人 38 人 95.0％   人 

（備考） 

 
b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 



  

生産システム

工学科 

95人 

（100.0％） 

34人 

（ 35.8％） 

60人 

（  63.2％） 

1人 

（ 0.01％） 

物質環境工学

科 

32人 

（100％） 

18人 

（ 56.3％） 

13人 

（ 40.6％） 

1人 

（  3.1％） 

社会基盤工学

科 

32人 

（100％） 

10人 

（ 31.3％） 

21人 

（ 65.6％） 

1人 

（ 3.1％） 

合計 
159人 

（100％） 

62人 

（ 39.0％） 

94人 

（ 59.1％） 

3人 

（ 1.9％） 

生産システム

工学専攻 

13人 

（100％） 

3人 

（ 23.1％） 

8人 

（ 61.5％） 

2人 

（ 15.4％） 

物質環境工学

専攻 

3人 

（100％） 

1人 

（ 33.3％） 

2人 

（ 66.7％） 

0人 

（ 0.0％） 

社会基盤工学 

専攻 

4人 

（100％） 

2人 

（ 50.0％） 

2人 

（ 50.0％） 

0人 

（ 0.0％） 

合計 
12人 

（100％） 

6人 

（ 30.0％） 

12人 

（ 60.0％） 

2人 

（ 10.0％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 
 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
概要） 

国立高等専門学校ではシラバスを統一したフォーマットで作成し,Web 上で公開している。 

掲載事項は次のとおりである。 

・科目基礎情報（科目名，開設期，単位数等） 

・到達目標 

・ルーブリック（理想的な到達レベルの目安，標準的な到達レベルの目安，未到達レベルの目

安） 

・学科の到達目標項目との関係 

・教育方法等 

・授業計画（授業内容・方法，週ごとの到達目標） 

・評価割合（試験，発表，相互評価，態度，ポートフォリオ，レポート，合計） 

授業計画の作成は，前年度の１月～２月に実施。 

公表時期は毎年 4月 1 日より実施。 

 



  

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

＜学修の成果に係る評価の基準に関する事項＞ 

（本科） 

学業成績の評定は，次のとおり実施している。 

・期末成績は，試験の成績及び平素の成績によって評定する。 

・学年成績は，各期の期末成績を総合して評定する。 

・成績の評定は 100点法を用い，整数で評点する。 

・同一科目を複数の教員が担当している場合は，担当教員の合議によって評定する。 

・試験以外の方法によって評定を行える科目又は特別の理由のある科目については， 

期末成績の評定を行わないことがある。 

・正当な理由なく試験を欠席した者及び答案を提出しなかった者の当該科目の試験成績は， 

0 点とする。 

・やむを得ない事由により試験を欠席した者に対して追試験がなされない場合は，成績の 

評定を行わないことがある。ただし，学年成績は評定する。 

・担当教員が特に必要と認めた場合は，再試験及び補講等を行い，その結果を反映し評定を 

行うことができる。 

学業成績の評語は，優（80点～100点），良（70 点～79 点），可（60点～69点）及び 

不可（0点～59 点）で表すものとする。 

 

（専攻科） 

成績の評価及び評定は，次のとおり実施している。 

・授業科目の成績評価は，試験の成績及び平素の学習状況等を総合して行うものとする。 

・成績の評価は，100点法により評価し，優（100点～80点），良（79 点～70点）， 

可（69点～60点）及び不可（59点以下）と評定する。 

 

＜卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること＞ 

（本科） 

学年の課程の修了認定は，教員会議の議を経て校長が行うこととし，次の全てに該当 

する者は，当該学年の課程を修了したものとし進級を認める。 

・算定出席日数が，年間の出席すべき日数の 10分の 8 以上あること。ただし，傷病 

その他やむを得ない理由による欠席がある場合は，年間の出席すべき日数の 10分の 

7 以上であること。 

・当該学年において修得すべき全ての必修科目及び選択必修科目を修得していること。 

・第 1学年から第 3学年までは特別活動の出席日数が年間の出席すべき時間数の 10 分 

の 8以上あること。ただし，傷病その他やむを得ない理由による欠席がある場合は， 

年間の出席すべき日数の 10 分の 7以上であること。 

・当該学年までの修得累積単位数が次の表の基準を満たしていること。 

学科＼学年 1年 2年 3年 4年 5年 

生産システム工学科 24 57 93 127 167 

物質環境工学科 93 130 

社会基盤工学科 92 128 

全学年において修得すべき全ての科目を修得した者は，本校の全学年の課程を修了した 

ものとし，教員会議の議を経て，校長が卒業を認める。 

 

（専攻科） 

専攻科の修了の認定は，教員会議の議を経て校長が行う。 

専攻科の修了にあたっては，次に掲げる要件を満たし，かつ学位(学士)を取得しなけれ 

ばならない。 

・専攻科に 2年以上在籍すること。 



  

・学則に基づく所定の授業科目の履修として，次の表による単位を修得していること。 

専攻名 
共通科目 専門科目 

合計 
必修科目 選択科目 必修科目 選択科目 

生産システム

工学専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 16単位以上 62 単位以上 

物質環境工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 26 単位 10単位以上 62 単位以上 

社会基盤工学

専攻 
18 単位 8 単位以上 20 単位 16単位以上 62 単位以上 

・特別研究の成果を，学協会などで行われる研究発表会で発表していること。 

・「学習・教育到達目標の達成度の評価方法と基準（別添参照）」に掲げる評価方法 

及び評価基準により，学習・教育到達目標を達成していること。 

 

 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

（本科） 

生産システム工学

科 
167単位 無 単位 

物質環境工学科 167単位 無 単位 

社会基盤工学科 167単位 無 単位 

（専攻科） 

生産システム工学

専攻 
62単位 無 単位 

物質環境工学専攻 62単位 無 単位 

社会基盤工学専攻 62単位 無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/disclosure/1170-2 

 

  



  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

 

学部等名 学科等名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

本科 

生産システム工学科 

（機械コース） 

84,600 円 234,600 円 

約 68,000円～ 

約 88,000円 

（内訳） 

日本スポーツ振興センター共済掛金  1,550円 

学生会入会金   1,500円 

学生会費       6,600円 

育成会入会金  10,000円 

育成会費      14,000円 

クラブ振興資金会費  2,400円 

教科書代       約 20,000円 

関数電卓と名札 約  2,000円 

ジャージ       10,700円 

寄宿料 8,400円～9,600円（寮生のみ） 

入寮費  3,000円（寮生のみ） 

寮保護者会費  3,000円（寮生のみ） 

寮生会入会金 400円（寮生のみ） 

寮生会費  3,600円（寮生のみ） 

生産システム工学科 

（電気電子コース） 

生産システム工学科 

（情報コース） 

物質環境工学科 

社会基盤工学科 

専攻科 

生産システム工学専攻 

約 22,000円～ 

約 61,000円 

（内訳） 

日本スポーツ振興センター共済掛金  1,550円 

育成会入会金  10,000円（本科からの進学者除く） 

育成会費      14,000円 

学生会行事参加負担金  2,500円 

教科書代       約 4,000円～約 13,000円 

寄宿料 8,400円～9,600円（寮生のみ） 

入寮費  3,000円（寮生のみ） 

寮保護者会費  3,000円（寮生のみ） 

寮生会入会金 400円（寮生のみ） 

寮生会費  3,600円（寮生のみ） 

物質環境工学専攻 

社会基盤工学専攻 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

函館工業高等専門学校教育研究支援基金<戸倉基金〉 

学生支援 

・優秀な学生に対する奨学給付金等 

・課外活動や修学事業への助成 

・学生の国際学会等発表に対する助成 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

本校では，個々の学生に対する進路選択の支援組織として，キャリアセンターを設置して

おり，一貫したキャリア教育として，学年ごとに目標設定と振り返りを行わせ，進路決定と

ともに最終的な自己実現の達成につながる指導を行っている。 

また，学生一人ひとりの進路選択をバックアップするため，キャリアデザイン講座，進学

就職に関する講座及び各種イベントなどを実施しており，毎年，本校卒業生・修了生の進

学・就職等の進路決定率は，ほぼ 100％を達成している。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 



  

（概要） 

総合学生支援センターを設置し，センターの組織の一つに学生相談室がある。学生相談室

員は本校教職員 4名と臨床心理士の資格を持った非常勤カウンセラー2名で構成されてい

る。学生相談室の開設日・時間は月、水、木 金曜日の 15 時から 17 時まで。学生相談室で

は，｢学生に対する学校生活及びメンタルヘルス調査｣，「こころと体の健康調査」，｢Hyper-

QU｣等の調査を実施し，注意が必要な学生の早期発見に繋げている。月 1回程度開催する総合

学生支援センター定例会では，要支援学生リストを作成し，教職員が情報共有を行ってい

る。 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.hakodate-ct.ac.jp/disclosure/1170-2 

 

  



  

（別紙） 
 
※この別紙は、更新確認申請の場合に提出すること。 
 
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が 1人以上 10人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0 人の場合には、「0 人」と

記載すること。 
 

学校名  

設置者名  

 

 

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 

 
 

 前半期 後半期 年間 

支援対象者（家計急変

による者を除く） 
人 人 人 

内 

訳 

第Ⅰ区分 人 人  

第Ⅱ区分 人 人  

第Ⅲ区分 人 人  

家計急変による 

支援対象者（年間） 
  人 

合計（年間）   人 

（備考） 

 

 

 

※本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学

の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、

第３号に掲げる区分をいう。 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨

学生認定の取消しを受けた者の数 

 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受け

たことにより認定の取消しを受けた者の数 

 

年間 人 

 

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当し

たことにより認定の取消しを受けた者の数 
 



  

 

 

右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに

限り、認定専攻科を含む。）、高等

専門学校（認定専攻科を含む。）及

び専門学校（修業年限が２年以下の

ものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修業年限で卒業又は修了 

できないことが確定 
人 人 人 

修得単位数が標準単位数

の５割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の５割以下） 

人 人 人 

出席率が５割以下その他 

学修意欲が著しく低い状況 
人 人 人 

「警告」の区分に 

連続して該当 
人 人 人 

計 人 人 人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、

当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得な

い事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

右以外の大学等 
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

年間 人 前半期 人 後半期 人 

 

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）

の処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数 

 
 

退学 人 

３月以上の停学 人 

年間計 人 



  

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給

付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数 

 

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより

認定の効力の停止を受けた者の数 
 

３月未満の停学 人 

訓告 人 

年間計 人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学

等 

短期大学（修業年限が２年のもの

に限り、認定専攻科を含む。）、

高等専門学校（認定専攻科を含

む。）及び専門学校（修業年限が

２年以下のものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修得単位数が標準単位数

の６割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の６割以下） 

人 人 人 

ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 人 人 

出席率が８割以下その他 

学修意欲が低い状況 
人 人 人 

計 人 人 人 



  

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 


