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入学者選抜の
基本方針

入学定員

推薦選抜

学力選抜
（前期）

生産システム工学専攻　12名
応用化学専攻　　　　　　4名
選抜方法 ： 推薦書、自己推薦書、面接、調査書の総合判定
出願期間 ： 平成30年　5月　8日（火）～　5月11日（金）
面 接 日 ： 平成30年　5月19日（土）
面接会場 ： 旭川工業高等専門学校
合格発表 ： 平成30年　5月25日（金）
選抜方法 ： 学力検査、面接、調査書の総合判定
出願期間 ： 平成30年　5月　8日（火）～　5月11日（金）
試 験 日 ： 平成30年　6月　9日（土）
試験会場 ： 旭川工業高等専門学校
合格発表 ： 平成30年　6月15日（金）

学力選抜
（後期）

社 会 人
特別選抜

過去問題

選抜方法 ： 学力検査、面接、調査書の総合判定
出願期間 ： 平成30年10月　9日（火）～10月12日（金）
試 験 日 ： 平成30年11月10日（土）
試験会場 ： 旭川工業高等専門学校
合格発表 ： 平成30年11月16日（金）
選抜方法 ： 小論文、面接、調査書の総合判定
出願期間 ： 平成30年10月　9日（火）～10月12日（金）
試 験 日 ： 平成30年11月10日（土）
試験会場 ： 旭川工業高等専門学校
合格発表 ： 平成30年11月16日（金）
過去の学力検査問題を本校ホームページに
掲載しています。

本校の求める学生像に見合う学生を選抜するために、次のように入学者の選抜を行っています。
○多様な学生を求めるために推薦選抜、学力選抜及び社会人選抜を実施します。
○高専卒業程度の基礎学力を身につけていることを重視します。
○基礎学力を活用して論理的に思考できることを重視します。

“学士”  取得までの費用の比較

入学者選抜

進　学

就　職

環境・生産
システム工学
教育プログラム
学位取得［学士（工学）］

修習技術者［技術士補］

環境・生産システム工学
ＪＡＢＥＥ認定技術者教育プログラム

学
　
費

項　　目 専　攻　科 国立大学（例）
入 学 金 84,600円

234,600円
282,000円
535,800円

差額
約20万円

約60万円（2年間）授業料（年額）

（専攻科進学と国立大学編入学）

「専攻科進学（自宅）」と「国立大学編入学（アパート）」の学費と生活費の差は、2年
間で約220万円（一例）となります。

生
　
活
　
費

アパート生活との
２年間の差額

約6万円
（食事・小遣いなど）

約12万円
（部屋代・食事・小遣いなど）

約142万円

－

生活形態 一般的な生活費用（月額）

自 宅

ア パ ー ト

※参考資料　大学院の授業料等
大学院生

授 業 料 535,800円（年間）
282,000円
30,000円

入 学 金
検 定 料

奨学制度

専攻科修了生からのメッセージ

○大学院進学（過去5年間の人数）
・北海道大学大学院（41）
・筑波大学大学院（4）
・早稲田大学大学院（3）
・奈良先端科学技術大学院大学（3）
・北陸先端科学技術大学院大学（2）
・他　3大学院（7）

○主な就職先（過去5年間の人数）
・（株）日立パワーソリューションズ（5）
・旭化成（株）（2）
・三菱電気ビルテクノサービス（株）（2）
・日本オーチス・エレベータ（株）（2）
・（株）ホンダテクノフォート（2）
・（株）牧野フライス製作所（2）
・旭川工業高等専門学校技術職員（1）
・他　24社（24）

本校の「環境・生産システム工学」教育プログラムが､JABEE認定プログ
ラム「工学（融合複合･新領域）関連分野」として認定されています。
専攻科に入学した学生は､全員プログラムの履修者となり､プログラム
を修了して登録すると技術士補（応用理学部門）の資格が得られます。

入学料・授業料免除
特別な事情または経済的理由により、入学料及び授業料の納付が困難
な場合には、申請により全額または半額が免除されることがあります。
奨学金
日本学生支援機構による奨学金制度があります。

　専攻科は、より実践的な経験
を積むことで、社会に貢献できる
技術者育成の場だと感じました。
専攻科の講義は座学もあります
が、そのほとんどがグループ
ワークで、企業にお邪魔し、自分
達で考えたアイディアをプレゼ
ンする機会もあります。こうした
経験の中で、意見をまとめること
の難しさや分かりやすい情報共

有の大切さを学ぶことができました。講義の他にもインターンシップ
や大会など、自分の力量を試すチャンスはたくさんあります。いっぱ
い、いっぱい失敗しましょう。2年という短い期間ですが、取り組み次第
では自分を大きく成長させるとても有意義な2年間になると思います。

平成29年度　生産システム工学専攻修了
（旭川出身・旭川高専システム制御情報工学科卒業）

【進路：早稲田大学大学院情報生産システム研究科】

藤田　大地 さん
ふじた だいち

　旭川高専では「環境・生産シス
テム工学」教育プログラムを実
施しており、専攻科では地球の環
境問題に関する講義や実験、研
究が組み込まれています。これ
からの科学者・技術者は地球環
境を意識した研究、ものづくりを
行わなければいけません。その
ため、この専攻科2年間は今後の
人生において必ず有益になりま

す。また、研究の面でも学生のレベルが高くなっており、私自身も学会
発表や論文執筆の経験を多く持つことができ、研究者として大きく成
長することができました。皆さんも大学編入、就職以外に専攻科という
進路も考えてみましょう。

平成29年度　応用化学専攻修了
（旭川出身・旭川高専物質化学工学科卒業）

【進路：北海道大学大学院 総合化学院 総合化学専攻 分子化学コース】

石丸　裕也 さん
いしまる ひろや
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専攻科の概要 各専攻の教育内容

専門分野の融合化・複合化
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地域社会、産業社会の様々な要求に応えるために既存の情報機器・分析機器を使いこなし、新しい技術にも対応できる能力を
持った技術者の育成
日本及び世界の歴史、文化に対する知識と教養に基づいて物事を認識するとともに、科学技術が社会や自然環境に及ぼす影響
を考慮し、その社会的責任を自覚する技術者倫理を持った技術者の育成
論理的思考に支えられた明晰な日本語を用いて記述し発表する能力、学会等において討議できるコミュニケーション能力及び
国際的な場でのプレゼンテーション等の基礎的コミュニケーション能力を持った技術者の育成
多様な工業技術システムを理解し、地球環境に優しい技術開発や研究を遂行できるエンジニアリングデザイン能力を持った
技術者の育成
多角的視点で自ら考え、新たな価値を創造・開発することができ、それをシステム化する、あるいは再構築する能力を持った
技術者の育成

【生産システム工学専攻】
生産システム工学専攻では、次のような人材を求めます。
機械工学、電気・電子工学、情報工学に関連する十分な基礎
学力を有する人
機械工学、電気・電子工学、情報工学に関連する分野の高度
な知識と技術、実践力を身に付けたい人
機械工学、電気・電子工学、情報工学に関連する分野で、社
会の発展に貢献できる技術者・研究者を目指す人
目的に向けて、主体的かつ継続的に努力できる人

１．

２．

３．

４．

【応用化学専攻】
応用化学専攻では、次のような人材を求めます。
化学および生物分野に関する十分な基礎学力を有する人
化学および生物分野の高度な知識と技術、実践力を身に付
けたい人
化学および生物関連の分野で、社会の発展に貢献できる技
術者・研究者を目指す人
目的に向けて、主体的かつ継続的に努力できる人

１．
２．

３．

４．

【生産システム工学専攻】
生産システム工学専攻は、所定の単位を修得し、かつ以下の
ような能力を身につけた学生に対して修了を認定する。
本科で修得した機械工学、電気・電子工学、情報工学の基礎
の上に、より深く高度な知識・技術を身につけ、専門分野およ
び複合・境界領域の諸問題に自主的に対応できる。
専門分野および複合・境界領域分野の実験・実習を通じて実
践力を身につけ、技術が社会に与える影響や環境について、
自主的に思考し行動できる。
専門分野および複合・境界領域に対して、課題発見能力、課
題解決能力、コミュニケーション・プレゼンテーション能力を
もち、自主的な学習を通して豊かな創造力を発揮し総合的な
判断ができる。
豊かな教養と論理的で柔軟な思考力、倫理観および国際的
視野を身につけ、社会に貢献できる。

１．

２．

３．

４．

【応用化学専攻】
応用化学専攻は、所定の単位を修得し、かつ以下のような
能力を身につけた学生に対して修了を認定する。
本科で修得した化学および生物分野の基礎の上に、より深く
高度な知識・技術を身につけ、専門分野に加えて複合・境界領
域の諸問題にも自主的に対応できる。
化学および生物分野における高度な実験・実習を通じて実践
力を身につけ、技術が社会に与える影響や環境について、自
主的に思考し行動できる。
専門分野および複合・境界領域に対して、課題発見能力、課題
解決能力、コミュニケーション・プレゼンテーション能力をも
ち、自主的な学習を通して豊かな創造力を発揮し総合的な判
断ができる。
豊かな教養と論理的で柔軟な思考力、倫理観および国際的視
野を身につけ、社会に貢献できる。

１．

２．

３．

４．
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・旭川高専の専攻科には、「生産システム工学専攻」と「応用化学専攻」の2専攻が設置
　されています。
・生産システム専攻は本科の機械システム工学科、電気情報工学科、及びシステム制御
　情報工学科を基盤とし、応用化学専攻は物質化学工学科を基盤としています。
・専攻科の修了生は、「特別研究Ⅱ」の取り組み状況により「大学改革支援・学位授与機構」
　から学士（工学）の学位を取得でき、学士としての就職や大学院進学への道が開けます。
・JABEE認定の旭川高専教育プログラム「環境・生産システム工学」を修了すると修習
　技術者（応用理学部門の技術士補へ登録可能）となり、技術士への道が開けます。

「環境・生産システム工学」教育プログラム学習・教育到達目標

グローバル人材の育成

専攻科入学者に求める能力と適性  （アドミッション・ポリシー）

専攻科修了認定方針  （ディプロマ・ポリシー）

旭川高専は、修了認定方針（ディプロマ・ポリシー）に定める人材を育成するため、高専を優秀な成績で卒業したか、あるい
は同程度の学力を有する人を受け入れます。

　機械・制御・電気電子・情報
産業での研究開発の場面で活
躍できる技術者の育成を目指
しています。高専5年間で学ん
だ内容をもとに、幅広い専門
的な講義と実験を通じて、高
度な知識・技術を学びます。ま
た、技術者としての倫理や生産
システムへの環境の配慮など、
技術者として必要な心構えや
姿勢を養います。

生産システム工学専攻 　化学産業・バイオ産業での
研究開発の場面で活躍できる
技術者の育成を目指していま
す。高専5年間で学んだ内容を
もとに化学・生物学に関する専
門的な講義と実験を通じて、
高度な知識・技術を学びます。
また、技術者としての倫理や生
産システムへの環境の配慮な
ど、技術者として必要な心構え
や姿勢を養います。

応用化学専攻

北海道大学大学院、北海道大学低温科学研究所、東京大学大学院、
東京工業大学大学院、早稲田大学大学院、ブリュッセル自由大学、
フリードリヒ・アレクサンダー大学、国土交通省北海道開発局旭川開発建設部、
北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場、日立金属株式会社、
株式会社牧野フライス製作所、武田テバファーマ株式会社　他7社

インターンシップ実習先 （H29年度実績）

・CNT生成のためのIJ法による金属触媒塗布条件の最適化
・酸化物半導体の結晶成長と物性に関する研究
・表色系による色表現を用いた非等方性乱流場の可視化法に関する研究
・人型ロボットPepperの拡張移動ユニットの開発
・マイクロ波加熱を利用する温室効果ガス分解プロセスの実証研究
・日本沿岸産未利用海藻資源からの生物活性物質の探索
・キラルレセプターで表面修飾された金ナノ粒子の合成と機能評価

特別研究テーマの一例 （H29年度実績）

外国人講師による英語を用いた専門授業
　各専攻の特別ゼミナールⅠ
（2単位・演習1年生）の一部で
は、道内大学の外国人教員を
非常勤講師として招聘し、英語
を用いた専門科目の集中講義
を行なっています。

　生産システム工学専攻の高嶋 佑伍さんがシンガ
ポールのRepublic Polytechnicで行われた、語学力
とファシリテーションスキルの向上を目標とした研修
に参加しました。全国の高専から集まった7名の学生
とともに、授業や演習を通じて語学の理解を深め、英
語で議論するための手法についても学びました。

ファシリテーションスキル＆インターンシップ経験英語研修

インターンシップ （4単位・実習：主に1年生の夏休み時期を利用） 環境マネジメント （2単位：1年生）
専門分野の融合・複合を図る
ため、出身学科の異なる学生
からなるグループを構築し、エ
ネルギー問題などをテーマと
し、課題解決に必要な工学知
識と関連技術についてディス
カッションを通じて学びます。

企業・研究機関・大学院などで4週間の就業体験をします。高専では体
験できない実社会の課題に取り組み、本科で得た知識能力を発展させ、
問題解決能力を養います。高専機構主催の公募型海外インターシップも
準備されています。

特別研究 （Ⅰ：2単位・1年生、Ⅱ：８単位・2年生）
専攻科では本科で培った工学知識・技術をより深く、かつ広く学べるよう
に２年間の特別研究を設定しています。専攻科の学修総まとめ科目とな
る「特別研究Ⅱ」の取り組み状況を含め、一定の条件を満たすと学士（工
学）の学位を取得できます。

グループディスカッションの様子

エンジニアリングデザイン （2単位・演習：2年生）
豊富な知識と経験を持つ企業技
術者（マイスター）による技術者
教育を導入しています。地域の企
業などからの技術ニーズを課題
として設定し、マイスターの指導
のもとで5名程度がグループを構
成し、問題解決に向け実効的な取
り組みを行います。 プロセスと成果を発表

特別研究発表会でのポスター発表シンポジウムでのポスター発表

廃炉ロボコンに本校代表として参加イノベーション・ジャパンでの成果発表

シラバスなど詳細はホームページでご覧いただけます ➡
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