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校長あ いさつ

〉〉〉

〉〉〉

東京高専は、1965年（昭和40年）に開校し、半世紀を越える歴史の中で、約8,400名の卒業生を社会に送り出して
きました。2021年（令和3年）3月には、本科と専攻科合わせて210名の卒業・修了者のうち、本科では102名が企
業等に就職し、81名が本校専攻科や他大学の3年次に進学しました。また、専攻科では9名が就職し、12名が大学院
に進学しました。
高専卒業生に対する企業や大学からの高い評価は、就職希望者に
対する高い求人倍率（約20倍）
、高専卒業生を採用した企業へのア
ンケート調査、進学先の大学関係者の声などで実証されており、高
専教育がこれまで培ってきた社会的な信頼と実績には確固たるもの
があります。
東京高専の学生は、5年間（専攻科を含めると7年間）の高専教
育を通じて、専門知識を修得するだけでなく、困難な課題に真摯に
取り組む姿勢、問題解決へのプロセスを論理的に考える力、課題を
的確に解決する実行力など、これからの技術者や研究者として必須
な資質・能力を身に付けます。
「真摯な姿勢」
、
「論理的な思考力」
、
そして「的確な実行力」を備えた未来の技術者を創る学校。それが
東京高専です。意欲ある若者が東京高専の門をたたいてくれること
を、教職員一同お待ちしています。
東京工業高等専門学校 校長 谷合 俊一

高等専門学校とは…
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◆高等専門学校（高専）は実践的・創造的技術者を養成することを
目的とした高等教育機関です。
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高専の特色

〇 実験・実習を重視した専門教育

〇 卒業生に対する産業界からの高い評価
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〇 5 年一貫教育
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創造性のある
技術者・研究者

〇 ロボコン、プロコン等の全国大会開催

〇 卒業後、更に高度な技術教育を受けるための専攻科（2 年間）を設置

学生

令和３年４月１日現在 （
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）内は女子数
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各学科定員及び現員
1年

2年

3年

4年

5年

機械工学科

学科名

学年定員
40

43（5）

43（7）

42（4）

46（5）

38（5）

現員合計
212（26）

電気工学科

40

41（9）

44（9）

47（5）

37（5）

36（5）

205（33）

電子工学科

40

40（4）

46（10）

35（8）

38（2）

38（1）

197（25）

情報工学科

40

43（7）

44（3）

43（5）

44（10）

42（4）

216（29）

物質工学科

40

41（14）

35（13）

43（14）

35（11）

40（14）

194（66）

200

208（39）

212（42）

210（36）

200（33）

194（29）

1,024（179）

合計

専攻科定員及び現員
専攻

学年定員

2年

現員合計

8

10（2）

13（1）

23（3）

電気電子工学

8

9（2）

10（0）

19（2）

物質工学
合計

卒業後の進路

〉〉〉

1年

機械情報システム工学

4

5（2）

4（0）

9（2）

20

24（6）

27（1）

51（7）

求人倍率約20倍、大学への編入学・専攻科への進学合わせて81名！

令和３年４月１日現在

令和２年度（令和３年３月卒業）本科進路状況
学科

項目

機械工学科
電気工学科
電子工学科
情報工学科
物質工学科
計

卒業者数
計
40
39
30
40
39
188

男
37
31
25
32
23
148

※1

女
3
8
5
8
16
40

就

職

※2

就職希望者数
就職者数
求人
求人
計 男 女 計 男 女 会社数 総数
18 16 2 18 16 2
390
459
30 22 8 30 22 8
441
557
18 15 3 16 13 3
346
402
23 16 7 23 16 7
308
379
15 8
7 15 8
7
225
269
104 77 27 102 75 27 1,710 2,066

※1. 休学者は含まない

求人
倍率
25.5
18.6
22.3
16.5
17.9
19.9

進学者数
計
22
9
12
15
23
81

男
21
9
10
14
14
68

女
1
0
2
1
9
13

その他

〉〉〉

※2

（自営を含む）

計
0
0
2
2
1
5

男
0
0
2
2
1
5

女
0
0
0
0
0
0

※2. 大学1年次・専門学校等入学はその他に含む

令和２年度（令和３年３月修了）専攻科進路状況
就
職
その他
進学者数
（自営を含む）
就職希望者数
就職者数
求人 求人 求人
計 男 女 計 男 女 計 男 女 会社数 総数 倍率 計 男 女 計 男 女
8 0
機械情報システム工学 8
0 0 0 0
4
4 0 4 4 0 435 494 123.5 4 4
9
6 3
2 1 1 0
2
1 1 2 1 1 404 446 223.0 6 4
電気電子工学
5
4 1
0 0 0 0
3
2 1 3 2 1 218 244 81.3 2 2
物質工学
22 18 4
9
7 2 9 7 2 1,057 1,184 131.6 12 10 2 1 1 0
計
専攻

項目

修了者数

令和２年度本科就職先一覧

令和２年度本科進学先一覧

㈱Ａｒｇａｎｏ、㈱IHIインフラ建設、愛知産業㈱、
アイフォーコムホールディングス㈱、旭化成
㈱、
アサヒビール㈱、
アドバンスドプランニング㈱、
イノテック㈱、㈱A・R・P、㈱HYSエンジニ
アリングサービス、㈱NHKテクノロジーズ、NTTコムエンジニアリング㈱、NTTコムソリュ
ーションズ㈱、㈱OEC、岡三情報システム㈱、花王㈱、㈱カワムラサイクル、㈱関電工、
キヤ
ノンメディカルシステムズ㈱、交通システム電機㈱、㈱コスモ計器、権田金属工業㈱、㈱サ
ンケイビルマネジメント、
サントリープロダクツ㈱、
サントリーホールディングス㈱、
ＧＥヘル
スケア・ジャパン㈱、㈱シーエーシー、㈱資生堂、
シャープ㈱、新協電子㈱、㈱スクウェア・エ
ニックス、住友金属鉱山㈱、
ソニーＬＳ
Ｉデザイン㈱、第一化成㈱、第一三共バイオテック㈱、
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構、中外製薬工業㈱、
㈱TBSテックス、
東海旅客鉄道㈱、東京水道㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力ホールディングス㈱、
東京都下水道サービス㈱、東芝エレベータ㈱、東芝三菱電機産業システム㈱、東ソー情報
システム㈱、
㈱ニチイ学館、
日機装㈱、
日研トータルソーシング㈱、
日産自動車㈱、
日東電工
㈱、
日本放送協会
（ＮＨＫ）
、
日本精工㈱、(一財)日本品質保証機構、㈱日本レジストリサービ
ス、
ネクストウェア㈱、
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱、㈱バンダイナムコ
スタジオ、東日本電信電話㈱、東日本旅客鉄道㈱、㈱日立ビルシステム、
㈱ファインディック
ス、
ファナック㈱、㈱FIXER、㈱福井村田製作所、富士ソフト㈱、富士通クラウドテクノロジー
ズ㈱、富士電機㈱、本田技研工業㈱、㈱マイスターエンジニアリング、㈱ミクニ、三井E&S
造船㈱、三井不動産㈱、三菱電機エンジニアリング㈱、三菱電機ビルテクノサービス㈱、㈱
メンバーズ、森トラスト・ビルマネジメント㈱、森永乳業㈱、森ビル㈱、㈱安川電機、
ヤマハモ
ーターエンジニアリング㈱、
ユーティースターコムジャパン㈱、雪印メグミルク㈱、横河ソリ
ューションサービス㈱、㈱LIXIL、横浜市職員

東京工業高等専門学校専攻科、長岡技術科学大学、
豊橋技術科学大学、岩手大学、筑波大学、宇都宮大
学、群馬大学、千葉大学、東京工業大学、東京農工大
学、東京海洋大学、横浜国立大学、山梨大学、金沢大
学、福井大学、岐阜大学、名古屋大学、三重大学、奈
良女子大学、徳島大学、東京都立大学、創価大学、東
京都市大学、東京理科大学、
東洋大学

令和２年度専攻科進学先一覧
豊橋技術科学大学大学院、筑波大学大学院、宇都宮
大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学
院、東京農工大学大学院、電気通信大学大学院、山
梨大学大学院

令和２年度専攻科就職一覧
㈱BEARTAIL、
旭化成㈱、
㈱エヌ・ティ・ティ エムイー、
キリンエンジニアリング㈱、京王電鉄㈱、㈱ジーテク
ト、住友化学㈱、
㈱テクノプロ、富士通㈱

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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KOSEN TOPICS
◆ これからの技術者が育つ「社会実装教育」
東京高専では、高専教育改革の柱の一つとして「社会実装教育」を提案し、その具現化と着実な推進に取り組んでいます。
「社会実装教育」とは、イノベーションを実現できる技術者の育成を目指し、「①課題の把握、②提供する価値の考案・試
作、③社会に導入する、④評価を得る」ということを社会と繋がりながら繰り返し、自ら考え主体的に行動する力を付けると
ともに社会と協創する重要性を体感する今までにない全く新しい教育プログラムです。新たな視点で整備した東京高専の新教
育課程（カリキュラム）として、この「社会実装教育」を体現する科目が全学科の第４、５学年に導入され、満を持して令和
元年度からスタートしました。

カリキュラム「社会実装教育」とは

〉〉〉

1

相手の立場や専門性に応じて多様な
方法で円滑なコミュニケーションを
とることができ、社会にアプローチ
して、課題を発見し、具体的かつ論
理的な実効策を提案できる汎用的能
力の習得を目指します。

2

〉〉〉

チームワーク力を有した上でリー
ダーシップをとる、あるいは、他
者と協調して行動することができ、
倫理観を持って工学に取り組むこ
とができる態度・志向性の習得を
目指します。

3

クライアントの要求を解決するた
めのプロセスを理解し、複合的な
工学的課題や需要に適合したシス
テム・構成要素・工程を設計する
ことができる創造的思考力の習得
を目指します。

各科目の内容
こんなのがあったら
社会の役にたつかも

社会実装プロジェクトI

社会実装プロジェクトII

社会実装プロジェクトIII

ケーススタディを主とした科目

プロトタイピングを主とした科目

プロジェクト応用編科目

学校内外パートナーと連携
した取り組みをチームワー
クで遂行し、社会と価値を
生み出すプロジェクト基礎
編です。

Ⅰ・Ⅱで身に付けた知識
とスキルを発展させてい
きます。社会実装指向の
取り組みをより深めた相
応の成果とその発信が期
待されます。

（4年

前期1単位）

（4年

課題発見力の重要性を学び、
技術と社会の関係性を理解
し、情報収集・解析から課
題解決に向けた提案まで体
験します。

後期2単位）

（5年

前期2単位）

◆「社会実装教育」授業、開始
令和元年度から「社会実装教育Ⅰ」（4年生前期）、「同 Ⅱ」（4年生後期）の授業が開始されました。令和２年度には
「社会実装教育Ⅲ」（5年生前期）の授業が開始され社会実装科目全体が繋がって実施された最初の年となりました。
社会実装教育の例として、あるチームの取り組みでは市内の農家の方から「規格外野菜のロスを減らしたい」との要望を受
け、実情をヒアリングしながら当該課題の解決法を探るなどしました。
社会実装教育では、こうした社会のニーズに合わせて、これまで学んだ知識に加えて社会貢献も視野に入れ、試作を繰り返
し、依頼者の意図を掴みながら開発を進めて解決策を見出す体験をします。

「社会実装教育Ⅰ」・課題発見と解決とに向けての議論

「社会実装教育Ⅱ」
～規格外野菜の有効活用～
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◆ 第1回全国高専ディープラーニングコンテストで最優秀賞を受賞
第31回高専プロコン全国大会で完全2連覇達成
全国高専ディープラーニングコンテスト（DCON）は、高専生が日頃培った「ものづくりの技術」と人工知能を実現す
る技術である「ディープラーニング」を組み合わせて作品を製作し、それによって生み出される「事業性」を企業評価額
で競うコンテストです。
全国高等専門学校プログラミングコンテスト（高専プロコン）は、優秀なIT人材を社会に供給することを目的としてい
ます。課題部門、自由部門、競技部門の3部門で構成され、予選を勝ち上がったチームが本選に出場し、各部門で最優秀
賞を獲得したチームには文部科学大臣賞が授与されます。
東京高専は、ディープラーニングコンテストでは、「視覚障がい者をサポートするためのAI搭載型自動点字翻訳システ
ム」を開発し、見事初代最優秀賞チームに輝きました。
全国高専プロコン第31回苫小牧大会では新型コロナウイルス感染症の影響のため、二部門のみ（課題部門、自由部門）
の開催となりましたが、二部門ともに最優秀賞を獲得する完全2連覇を達成しました。

◇ディープラーニングコンテスト ─ 受賞作品紹介
東京高専チームは、印刷物を写真に撮るだけですぐに点
字に変換し、視覚障がい者が誰でも簡単に文書を読めるシ
ステム「:::doc（てんどっく～自動点字相互翻訳システム
～）」を開発しました。ディープラーニングを活用し、点
字化しにくい長い文章を要約するエンジンを開発して、シ
ステムに組み込みました。システムの完成度、事業性や社
会的意義が高く評価され、企業評価額5億円、投資総額1億
円の審査結果を得て、最優秀賞を獲得しました。

最優秀賞発表の瞬間

最優秀賞授賞式の様子

◇全国高専プロコン ─ 受賞作品紹介

■ 課題部門：作品名「ぷらんとこれくしょん－体験型植物観察学習システム－」
最優秀賞・文部科学大臣賞

小学校での理科教育において、児童が学校内や近隣の草花を観察し
て調査するためのタブレット向け学習アプリ「ぷらんとこれくしょ
ん」を開発しました。このアプリは、植物を写真に撮るだけでその植
物の種類を自動判別するAIを搭載し、その植物の説明などを表示しま
す。また、撮影した日時、天候、気温やGPSによって取得した撮影場
所を同時に記録します。児童自身がオリジナルのボタニカルマップを
作成できるほか、異なる地域の植生を調査する機能も備えるなど、楽
植物観察アプリ
「ぷらんとこれくしょん」 しく学び合える工夫がたくさん盛り込まれています。

課題部門プロジェクトメンバー

■ 自由部門：作品名「Kiseki Sketch －あなただけの地上絵を－」
最優秀賞・文部科学大臣賞

運動啓発アプリ
「Kiseki Sketch」

ランニングした軌跡をGPSで取得し、地上絵を描きながら楽しくエ
クササイズが行える運動啓発アプリケーション「Kiseki Sketch」を
開発しました。アプリに表示された地図上に簡単なイラストを描く
と、そのイラストのラインを実際の道路に対応させて、地上絵を描く
ための一筆書きの経路を自動生成します。この経路は安全面も考慮さ
れて生成されるため、ユーザはその案内に沿って走るだけでその軌跡
が地上絵になって描かれます。プロコン本選では発想のユニークさと
システムの完成度を高く評価頂きました。

自由部門プロジェクトメンバー

◆ 遠隔授業を実施

令和2年度は遠隔授業を効率的かつ円滑に開始するために、新たに｢遠隔授業ガイドライ
ン｣を作成し、要保護情報の取り扱い、使用ツールなどについて取り決めを行いました。
遠隔授業のツールとしてはMicrosoft Teams（従来から国立高専機構本部がMicrosoft
社と総括契約）を使用し、授業、課題の出題、提出、教員・学生相互の連絡に使用してい
ます。
遠隔授業開始当初は、ホームルームも遠隔で実施しました。授業やホームルームの出欠
確認はTeamsの投票機能を使用、授業中の簡単な質問もクイズ機能で実施します。トラブル時・欠席時、復習では録画し
た授業を後から好きな時に視聴し再受講できます。
National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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本校の教育

―「混合学級」と「学科選択制度」―

〉〉〉

〉〉〉

ものづくり
基礎工学

機械工学科

2
年
進
級
時
に
学
科
を
選
択

混合学級

各学科の
ガイダンス・見学

電気工学科
電子工学科
情報工学科
物質工学科

1 年次の「ものづくり基礎工学」で全 5 学科の学習内容を体験します。また、複数回実施される各学
科のガイダンス・見学などをとおし、自身に適した学科をじっくりと検討のうえ選択できます。
（各学科において定員の上限を超えた場合は、本人の希望と適性（日常成績を含む）とにより配属学科
が決定されます。）
●

Students Interview

2 年生以降それぞれの専門学科に分かれ

入学当初は「情報工学科に行く以外の選

科について知り、視野を広げることがで

学した」と思っていた私ですが、混合学

もちろん、異なる学科を志望する学生も

話をじっくり聞くことができました。最

今まで興味のなかった分野にふれたり、

しましたが、この 1 年間、多くの友人の

高専での生活に慣れるのに有意義な期間

考えてきたことは、私の興味を大きく広

る前に、1 年生の 1 年間を通して様々な学

択肢はあり得ない」「情報へ行くために入

きます。仮配属の学科を志望する学生は

級を通じて、他の学科を志望する友人の

少なくありません。1 年生の 1 年間は、

終的には、情報科志望ということに決定

他学科志望の友達と仲良くできたりと、

考えに触れて、あるいは実習を体験して

だったと思います。

げてくれたように思えます。

電気工学科

森田雪乃さん

平成 28 年度入学

八王子市立浅川中学校出身
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●

情報工学科

板橋竜太さん

平成 29 年度入学

横浜市立中川西中学校出身

東京工業高等専門学校における３つの教育方針

（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）
◆ディプロマ・ポリシー（卒業の認定に関する方針）
【準学士課程】

本校では、以下に示す能力を身につけ、学則で定める修業年限以上在籍し、所
定の単位を修得した学生に対して卒業を認定します。
(1) 技術と地球環境保全との関係を理解し、危機管理・安全確保に関する倫理
観と的確な行動規範
(2)日本語及び英語によるコミュニケーション能力と国際的に活躍しうる素養
(3)基礎学力の上に、実践力、創造力、研究開発能力
(4) 生涯にわたる自己啓発能力や健康管理能力及び社会の変化に的確に対応で
きる柔軟性

【専攻科課程】

本専攻科では、以下に示す能力を身につけ、学則で定める修業年限以上在籍し、所定の単位を
修得した学生に対して修了を認定します。
(1)科学技術分野の専門的基礎知識と技術の修得および生涯にわたり自己啓発・管理できる能力
(2)日本語及び英語によるコミュニケーション能力と国際的に活躍しうる素養
(3)自ら修得した専門知識および技術を基に問題解決に必要な知識や技術を複合・融合的に応用
できる能力
(4)安全・環境・文化などへの技術の影響を配慮し、問題解決に向けて異なる専門領域・言語・
文化を持つ他者とも相互理解しあえる能力

◆カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）
【準学士課程】

本校では、
「ディプロマ・ポリシー」に定めた四つの能力を学修するため、次のような
編成方針、実施方針および成績評価基準に基づいて教育を実施します。
◆編成方針
「ディプロマ・ポリシー」に定めた四つの能力を学修するため、一般科目と専門科目を
配置し、以下のように5年一貫の体系的な教育課程を編成します。
(1)技術と地球環境保全との関係を理解し、危機管理・安全確保に関する倫理観と的確
な行動規範を学修するため、人文・社会科学や地学・生物学の一般科目、各分野の
これに関わる専門科目などの学修を体系的に編成します。
(2)日本語及び英語によるコミュニケーション能力と国際的に活躍しうる素養を育成す
るため、グループワーク、発表及び討論を取り入れた国語、外国語、社会、さらに
は保健体育に関わる一般科目を主とした学修を総合的に編成します。
(3)基礎学力の上に、実践力、創造力、研究開発能力を学修するため、自然科学系の一
般科目、核となる専門分野ならびに融合・複合分野の専門科目などと、ものづくり
マインドを養う実験・実習・演習科目および卒業研究とを組み合わせた学修を体系
的に編成します。
(4)主体的に学び、生涯にわたる自己啓発能力や健康管理能力及び社会の変化に的確に
対応できる柔軟性を育成するため、人文・社会科学や保健体育の一般科目、プロジェ
クト学習型の専門科目などの学修を体系的に編成します。
◆実施方針
「ディプロマ・ポリシー」に定めた四つの能力を学修するため、1年次より体験重視に
より専門分野の基礎を身につけるようにするとともに、学年に応じて幅広い教養と総
合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するように、体系的な教育課程を学修でき
るようにします。
(1)「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力が、教育課程の中でどのように養成される
か把握できるよう、科目毎にシラバスによって、各科目との対応と、それらを修得
する方法を学生が理解しやすいように説明します。また、これらを可視化したカリ
キュラムマップによって、学生の理解が深まるようにします。
(2)個々の学生の活発な主体的学習を促進するため、授業時間のみならず、予習・復習等、
授業時間外の様々な機会を通じ、諸課題に積極的に挑戦できるようにします。さら
に応用編として、高学年では、社会実装プロジェクト系科目※1に取り組み、主体
的に動き、対話・思考・試行・試作・実装して問題解決する一連を学びます。
(3)成績評価は、公正かつ透明性確保のため、各科目に掲げられた授業の到達目標に対
する達成度を目安として採点し、評価の客観性を担保するため、複次的・複層的な
積み上げによる成績評価を行います。
※１ 社会実装プロジェクト系の専門科目は、学生が社会の現実の問題と向き合い
ながら、
1. 非専門家であるユーザーの生の声を工学的な表現や具体的な技術に変換す
る高度なコミュニケーション能力
2. ユーザーの複雑な要求に基づきながら制作物の改良に取り組む主体性と創
造性
を学修する科目です。イノベーション創出には、自らの工学的専門知識を活
用し、
「何を創りだすか」を考え、実際に社会で行動できる能力を持つ技術者
が必要と考えられます。
◆成績評価基準
「ディプロマ・ポリシー」に定めた四つの能力の学修のため、体系的に一般科目ならび
に専門科目が配置されています。科目の特性に応じて、試験、レポート及び成果物等
により、科目毎の到達目標の達成度を客観的に評価し、その積み重ねにより「ディプ
ロマ・ポリシー」に定めた各能力の修得度を総合的に評価します。本校では、次のよ
うな成績評価基準を定めています。
(1)学期末における成績評価は、シラバスに示す評価方法に基づいて実施します。
(2)学期の中間時点における成績評価もシラバスに示す評価方法に準じて実施します。
(3)最終的な科目の成績は１００点法により採点し、評価は以下のＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５
段階とし、成績評語は評価に応じて次のとおりとします。ただし、卒業研究につい
ては「合」又は「否」を、インターンシップについては、
「修了」又は「未修」を
判定します。
Ｓ（優） 特に優れている。（100～95 点）
Ａ（優） 優れている。
（ 94～80 点）
Ｂ（良） 普通である。
（ 79～70 点）
Ｃ（可） やや劣る。
（ 69～60 点）
Ｄ（不可） 劣る。
（ 59～ 0 点）

【専攻科課程】

本校では、
「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような編成
方針、実施方針および成績評価基準に基づいて教育を実施します。
◆編成方針
実験・演習・実習・研究を重視し、ものづくりに関係する科目や本科の科目と連携し
た科目を配置し、基礎学力の定着と応用分野の知識、ものづくりや研究・開発能力を
涵養する教育課程を編成します。
(1) 科学技術分野の専門的基礎知識と技術および生涯にわたり自己啓発・管理できる能
力を学修するため、
一般科目と専門科目を体系的に配置した教育課程を編成します。
(2) 日本語及び英語によるコミュニケーション能力と国際的に活躍しうる素養を育成す
るため、グループワーク、ディスカッション及びプレゼンテーションを取り入れた
国語・英語に関わる一般科目を主とした学修を総合的に編成します。
(3) 基礎学力の上に、自ら修得した専門知識および技術を基に問題解決に必要な知識や
技術を複合・融合的に応用できる能力を着実に身につけるため、実験・実習・演習
科目および特別研究を組み合わせた学修を体系的に編成します。
(4) 豊かな人間性を涵養し、安全・環境・文化などへの技術の影響を配慮し、問題解決
に向けて異なる専門領域・言語・文化を持つ他者とも相互理解しあえる能力を総合
的に身につけ、幅広い教養と総合的な判断力を培うため、人文社会系を含んだ科目
群および特色ある専門科目などの学修を体系的に編成します。
◆実施方針
ディプロマ・ポリシーに定めた能力と教育課程における関係を示すために、シラバス
において科目ごとに対応を示します。
(1)「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力が、教育課程の中でどのように養成される
か把握できるよう、科目毎にシラバスによって、各科目との対応と、それらを修得
する方法を学生が理解しやすいように説明します。
(2) 個々の学生の活発な主体的学習を促進するため、
授業時間のみならず、
予習・復習等、
授業時間外の様々な機会を通じ、諸課題に積極的に挑戦できるようにします。
(3) 特色ある教育を通じ、技術者としての汎用的技能、態度・志向性ならびに創造的思
考力を育みます。具体的な本校独自の特徴的な科目は下記※1の通りです。
(4) 成績評価は、公正かつ透明性確保のため、各科目に掲げられた授業の到達目標に対
する達成度を目安として採点し、評価の客観性を担保するため、複次的・複層的な
積み上げによる成績評価を行います。
※１ 本校専攻科の特徴的な科目として、必修科目である専攻科特別実習（１ヶ月以
上の長期インターンシップ）
、全専攻で必修科目として開設している環境工学
特論、東京工業大学との包括的連携により開設している先端理工学研究特論の
それぞれを実施します。
専攻科特別実習では、学生は自身の個性に応じて国内外の企業、大学、研究機
関の中から実習先を選ぶことができ、この経験を通じて、問題解決に向けて異
なる専門領域・言語・文化を持つ他者とも相互理解しあえる能力を養うことが
できます。加えて、自ら修得した専門知識および技術を基に問題解決に必要な
知識や技術を複合・融合的に応用できる能力を高めることができます。
環境工学特論は、種々の環境問題の特徴や質を考察し、対策を考える力と経験
を積むことを目的とした科目で、専門分野の垣根を取り払って環境負荷を低減
する技術や製造プロセス等を考えることにより、技術が環境に与える影響につ
いて配慮する力を身につけることができます。
先端理工学研究特論Ⅰ・Ⅱは、東京工業大学の教員が自身の最先端の研究につ
いて解説し、研究のデザインの仕方、研究における試行錯誤、ブレイクスルー、
研究する上での心構えや考え方、研究職に就くまでのキャリアデザイン等を含
めて学ぶことで、生涯にわたり自己啓発・管理できる能力や、修得した専門知
識および技術を基に問題解決に必要な知識や技術を複合・融合的に応用できる
能力の素養を身につけます。
◆成績評価基準
本校では、次のような成績評価基準を定めています。科目の特性に応じて、試験、レポー
ト及び成果物等により、それぞれ身につけるべき能力の修得度を客観的に評価します。
成績はシラバスに示す評価方法に基づき１００点法により採点し、評価は以下の優・
良・可・不可の4段階とし、成績評価は次のとおりとします。ただし、特別研究Ⅰ・Ⅱ
および特別実習については「合」又は「否」を判定します。
優
優れた成績
（100～80 点）
良
良好な成績
（ 79～70 点）
可
合格と認められる成績 （ 69～60 点）
不可 合格と認められない成績 （ 59～ 0 点）

◆アドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針）
【準学士課程】

本校では、ものづくり、基礎学力、技術者としての倫理観、コミュニケーション能力、グループ活動
を大切に考えることを基本としたエンジニアを育てることを目標に、次のような入学者を求めます。
(1)理数系科目が好きであり、それらの科目の成績が優秀である。
(2)科学や技術の分野で新しいことを学びたいという学習意欲がある。
(3)英語でのコミュニケーション能力習得に熱意がある。
(4)ものづくりに興味があり、新しいものを作りたいと考えている。
(5)仲間とともにグループで作業ができる。
(6)自覚的な行動ができる。
(7)規則正しい生活と、毎日の自発的学習ができる。
◆入学者選抜の基本方針
(1)推薦による入学者選抜
出身中学校長から推薦された志願者のうち、一定水準以上の数学・理科の学力を身につけ、かつ
自発的・継続的な学習能力を有する本校への入学意志が強い志願者を受け入れる。
(2)学力による入学者選抜
準学士課程における学習に必要な基礎学力をもつ志願者を数学の学力を重視した学力検査により
選抜する。
(3)編入学者の選抜
編入学を志望する学科（学年）の学習に必要な学力、意欲及び適性のある志願者を学力検査及び
面接により選抜する。

【専攻科課程】

本専攻科では、学習・教育目標の国際化・複合化に対応できる技術者を
育成することを目標に、次のような入学者を求めます。
(1) 工学の基礎を修得し、実践力、創造力、研究開発力の素養を有して
いる人
(2) さまざまな課題に主体的に取り組む意欲のある人
(3) 自己表現や他者理解などを積極的に図ることができる人
◆入学者選抜の基本方針
(1) 推薦による選抜
出身高等専門学校長から推薦された志願者のうち、一定水準以上の
基礎学力を身につけ、かつ主体的・継続的な学習意欲とコミュニケー
ション能力を有し、本専攻科への入学意志が強い志願者を選抜する。
(2) 学力による選抜
一定水準以上の基礎学力を身につけ、かつ主体的・継続的な学習意
欲とコミュニケーション能力を有する志願者を選抜する。
(3) 社会人特別入試
企業などにおいて一定以上の在職期間を有し、一定水準以上の基礎
学力を身につけ、かつ主体的・継続的な学習意欲とコミュニケーショ
ン能力を有し、本専攻科への入学意志が強い志願者を選抜する。

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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一般教育科（全 5 学科共通）

Department of Liberal Arts

一般教育科の科目は、数学・物理・化学・英語・国語・社会・体育で構成され、全学科の学生が受講し
ています。数学・物理といった理系科目の充実に加え、英語・社会・国語といった文系科目においても、
将来に備えて TOEIC 対策講座を受講できるなど、実践・実用的な講座編成が大きな特長です。

7

１年「基礎数学」

3 年「Science English」

1 年「国語総合」

4 年「応用物理」

1 年「体育」

2 年「社会と文化から見る歴史」

こんな一般科目を学びます

〉〉〉

1年

2年

3年

〉〉〉

4年

Reading, Grammar＆Writing

5年

TOEIC English

Oral Communication
Listening

Science English

Comprehensive English

国語総合
文章表現法
哲学倫理

文章表現法
社会と文化から見る歴史

科学技術から見る歴史

技術者のための哲学・倫理

現代社会論

教養選択

芸術
健康と福祉
体育
物理

応用物理

化学

地球・環境・省エネルギー

基礎数学
基礎数学演習

線形代数
微分積分

応用数学
解析

微分方程式

確率統計

数学総合演習
（※

〉〉〉こんなことに力を入れています

ライフサイエンス・バイオテクノロジー

は選択科目）

～ 一般教育・学びのフィールド

一般教育科の科目は、機械・電気・電子・情報・物質といった各専門分野で活躍
するために必要な、土台作りとなる勉強・学問領域と言えます。たとえば、国際社
会で活躍するエンジニア・研究者となるためには英語力が必要となりますし、また、
強い心と体もこれからのエンジニアには欠かせないことから、体育も用意されてい
ます。一般教育科では、将来エンジニアを目指す受験生のみなさんと共に教養を高
め、深めていきたいと考えます。
第 32 回関東信越地区高等専門学校英語弁論大会の様子

〉〉〉在校生・教員の声

情報工学科 坂本楓さん
平成31（令和元）年度入学
町田市立木曽中学校出身

基礎がしっかりした学力や「伝わる」
表現力を身につけることこそ、活躍
できる自分になるための第一歩。専
門科目の土台にもなる一般科目を、先
生方や友達と深く学べます。様々な
知識に触れて、吸収して、未来の自
分への貯金を増やしましょう。

電気工学科 川原雅明さん
平成31（令和元）年度入学
小平市立小平第五中学校出身

工業の学校なので理系科目に特化し
ていると思いそうですが、そんなこ
とはなく様々な分野を学ぶことがで
きます。また、先生方は自分で考え
る時間を増やしてくれるような授業
をしてくださるのでとても楽しく新
しいことを学ぶことができます！

数学科 小中澤聖二 教授
（専門分野：複素関数論）

一般教育科では英語、国語、社会、体
育、芸術のような教養科目と数学、理
科のような専門基礎科目の授業を提供
しています。本科１年生から専攻科２
年生までの各学年に対して、高校レベ
ルから大学２年程度のレベルまでの内
容が効率よく学習できるように授業が
組み立てられています。

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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機械工学科

Department of Mechanical Engineering

機械工学科では、創造性豊かな発想で機械を設計製作できる技術者の育成を目指し、以下の学習・教育
目標を設定しています。
①機械工学に関わる基礎学力を備え、現実の問題に応用することができる。
②機械システムの発案から設計および製作までを行うことができる。
③機械工学と電子・情報工学の両者に関わる基礎学力に基づいて、メカトロニクスを体現した機械シス
テムを設計・製作できる。
この目標を踏まえ、本学科の教育課程は、「ものづくり工学系」科目群、「機械の力学系」科目群および
｢メカトロニクス制御系」科目群の 3 本柱で構成されています。ものづくり工学系科目では、最新の 3 次
元 CAD等を利用した設計手法を学ぶとともに、その加工技術を、附属のものづくり教育センターで実践
的に学びます。機械の力学系科目では、機械工学の基礎を構成する材料力学、流体力学、熱力学、機械力
学等を中心にした理論の基本を学び、機械の構造および動作原理の基本を理解します。メカトロニクス制
御系科目では、機械を制御する手法について学び、機械の知能化に関する基本を身に付けます。
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3次元CAD・CAM実習

工作機械を使った金属加工実習

メカトロニクス実習で設計・製作したロボットの走行テスト

流体のコンピュータシミュレーション（卒業研究）

採血訓練用シミュレータの開発（卒業研究）

自律自走ロボットの市街地走行実験の様子（卒業研究）

こんな専門科目を学びます

〉〉〉

1年

2年

3年

ものづくり基礎工学

〉〉〉

4年

5年

機械工学実験実習、演習
機械工学展望

情報基礎

インターンシップ

経営工学

社会実装プロジェクト
材料力学
機械工学基礎力学

機械材料学

加工学

機械設計法

CAD/CAM/CAE
機械力学

デザイン工学
熱力学

伝熱工学

流体力学
メカトロニクス

〉〉〉こんなことに力を入れています

卒
業

応用物理

先端テクノロジー

研

機械数学

統計リテラシー

究

基礎電気工学

発電・電気エネルギー

基礎電子工学

基礎制御工学

通信伝送工学

計算機システム

情報通信ネットワーク

情報処理基礎

ディジタル信号処理

コンピューター援用計測制御

知識情報工学

ロボット・モビリティ工学

～機械工学・学びのフィールド
機械工学やものづくりに関する知識を実
践的に身に付けることができるように、実習
科目を 2～4 年次に配置しています。また、
実習科目で学んだ事項について理論的な知
識を補強するために、関連する講義科目を主
に 2 年次以上に配置しています。ものづくり
の動機から始まり、設計、製作、評価の過程
を重視し、評価と修正を繰り返しながら合理
的で最適な解を導く方法が習得できます。

〉〉〉在校生・教員の声
ものづくりは想像を現実のものにす
る技術です。機械工学科では力学理
論にもとづき、求めている効果をい
かに今の世界のなかで成り立たせる
かを学ぶことができます。さらに、
ゼミなどの課外活動でもさまざま
な技術に触れることができるの
で、ものづくりの基礎と応用だけ
でなく、社会や自然とのつながり
までも理解できるようになってき
たなと感じます。

栗田桃花さん
平成29年度入学
都立白鴎高等学校附属中学校出身

機械工学は海底から宇宙まで、人
々の生活や社会を支える機械や構
造物を創造する学問です。四力学
(材料力学、機械力学、流体力学、
熱力学)、ロボット・メカトロニク
スの制御、材料・加工のものづく
り技術から構成されます。是非、
機械工学科で共に学びましょう。

髙田宗一朗准教授
（専門分野：機械力学）

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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電気工学科

Department of Electrical Engineering

電気工学科は電気を扱う分野を総合的に学べる学科です。本学科では、将来、優秀な電気技術者になる
素地を育てるために、「幅広い分野に対応できる基礎学力の育成と、生涯にわたり学び続けられる力をは
ぐくむ」を教育目標に、スマートフォンに代表される【情報・通信】、半導体に代表される【電子物性・
デバイス】、再生可能エネルギーやロボットに代表される【エネルギー・制御】の分野を柱に教育課程を
編成しています。
授業では、考え方や基礎知識をよく理解できるように、講義と実験実習を有機的に結合するとともに、
電気工学の基礎科目である電気回路、電磁気学に関しては演習・補習等により、確実に身につくよう工夫
されています。研究に関する素地については卒業研究で１年間研究室に入り、教員の指導のもとに自発的
に研究課題に取り組み、研究の基本的な方法や論文のまとめ方を学ぶとともに、豊かな創造性の育成を図
ります。
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電力測定実験（２年生）

マイコン制御実験（４年生）

電子物性デバイス研究風景（伊藤研究室）

パワーエレクトロニクス研究風景（綾野研究室）

こんな専門科目を学びます

〉〉〉

1年

2年

情報基礎

電気電子工学展望

3年

〉〉〉

4年

5年

インターンシップ

経営工学

応用物理

統計リテラシー

電気数学

先端テクノロジー

電気回路

発電・電気エネルギー

電気回路

電力システム

電磁気学
ディジタル回路

電子回路
電気電子計測

プログラミング言語

電気機器
通信伝送工学

計算機システム

情報通信ネットワーク

情報処理基礎

ディジタル信号処理

卒
業
研
究

知識情報工学
制御工学

ロボット・モビリティ工学

電子物性工学

先端エレクトロニクス

半導体デバイス

生体材料工学

環境・エネルギー工学
ものづくり基礎工学

電気電子工学実験
社会実装プロジェクト

〉〉〉こんなことに力を入れています

～電気工学・学びのフィールド
電気系資格の登竜門である「第二種電気工事士」
の資格取得講座を開講しています。電気系基礎科
目である電気回路や電磁気学の学力向上も図れる
とともに、資格保有者にしか行えない電気工事が
できるため、就職の際にも強いアドバンテージに
なります。合格した上級生が下級生を教えるなど
の学生相互の学び合いがなされ、学習へのモチ
ベーションアップにもつながっています。実技試
験の工具と材料等は学科で準備しております。

〉〉〉学生・教員の声

小川穂高さん
平成29年度入学
川崎市立生田中学校出身

電気工学科では、低学年で電気回路
や電磁気など、電気の基礎的な内容
を学びます。これらの基礎知識が高
学年で専門分野に応用する時にとて
も大事になります。また、実験では、
与えられた課題をグループで解決す
るコミュニケーション力や、限られた
時間内で正確に実験をするスキルが
身に付くなど、将来、社会に出て役に
立つ技術を学ぶことができます。私
は、ここで得た知識や経験を基に社会
に貢献できる技術者になりたいです。

電気は私たちの生活に不可欠です。
電化製品からスマートフォンに至
るまで電気なしには動きません。
将来のAIロボットといえども電気
なしには動かすことすらできない
のです。電気の基礎分野を幅広く
学ぶとともに、情報通信から人工
知能に至るまで最新技術の研究に
濱住啓之教授
も挑戦し、未来を支える優秀なエ
（専門分野：情報通信工学） ンジニアの育成に貢献したいと思
います。
National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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電子工学科

Department of Electronic Engineering

エレクトロニクス（電子工学）とは、情報伝達の応用に「電子」の働きを活用する工学のことです。

エレクトロニクスは、身の周りの様々なシステム（スマートホン、自動車、ロボット、インターネット
など）に応用されています。

電子工学科では、専門能力を修得すると共に、卒業後も成長し続けていける人間力を養うため、以下の

学習・教育目標を設定しています。

（１）エレクトロニクスの専門家として必要な教養や専門知識を修得します。

（２）ハードウェアとソフトウェアを融合し、システムやサービスを設計・実現するための論理的思考力
や課題解決力などの応用力を修得します。

（３）卒業後も成長し続けるため、チームワーク力や主体的に学習する姿勢などの人間力を修得します。
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電子電気回路の特性を一人で計測できる基本計測機器セット
（45 セット）と音響映像設備

電子 CAM（基板加工機）、ドラフトチャンバーを備えた課題製
作設備

電子 CAD、C 言語など電子回路設計製作、プログラミングに必
要なソフトウェアを導入した PC（45 台）

2 年生の専門授業（ライントレースカー製作・制御プログラミ
ング）

社会実装の一環として社会で使えるユニークな電子機器を設
計・製作

卒業研究（材料デバイス系）

こんな専門科目を学びます

〉〉〉

1年

2年

情報基礎

電気電子工学展望

3年

〉〉〉

4年

5年

インターンシップ

経営工学

応用物理

統計リテラシー

電気数学

先端テクノロジー

電気回路

発電・電気エネルギー

電磁気学
ディジタル回路

電子回路

プログラミング応用

電気機器

通信伝送工学

計算機システム

情報通信ネットワーク

情報処理基礎

電気電子計測
プログラミング言語

ディジタル信号処理
知識情報工学

卒
業
研
究

基礎制御工学
ロボット・モビリティ工学

電子物性工学

ものづくり基礎工学

先端電子デバイス

生体材料工学

環境・エネルギー工学

ワイヤレスシステム
電気関係法令

電気電子工学実験

社会実装プロジェクト

〉〉〉こんなことに力を入れています

～電子工学・学びのフィールド
各学年の担任または副担任は電子工学科の教員
が担当します。学生生活指導や進路相談など学科
の教員全員で学生さんの生活を支援します。電子
工学科の特色ある実験室は放課後も利用でき、教
員のアドバイスを受けることができます。

〉〉〉卒業生の声

山田海衆さん
令和２年度卒業
さいたま市立常盤中学校出身

５年生で始まる卒業研究では授
業や実験では得難い貴重な経験
が得られます。４年間学んだ集
大成となる卒業研究は学んでき
た専門科目よりもさらに専門的
な知識が必要となりますが、こ
れまで学んできたものが実践的
な場面でどのように活かせるか
を知ることができ、課題を乗り
越えた達成感はひとしおです。

吉川真由 さん
令和２年度卒業
八王子市立長房中学校出身

高専五年生になると、授業や実験
で身に着けた技術を用いて卒業研
究に取り組みます。私は筋電で操
作するロボットアームの研究を行
っているのですが、この研究は筋
電の計測、解析、回路設計、プロ
グラミングと、電子工学科で学ん
できた知識を最大限に活かすこと
ができ、楽しく研究を進めていま
す。

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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情報工学科

Department of Computer Science

現代は、高度情報化社会の時代です。情報工学分野の技術はコンピュータ・通信ネットワークにとどま
らず、今や産業界や日常生活のあらゆる分野に浸透しています。データ探索、システム制御、医療 ･ 福祉、
娯楽など、その応用分野もきわめて広くなっています。近年では、組み込みシステム開発などの分野にお
いては、通信技術・制御技術などとの融合により、高度な技術を構築するために、数多くの優秀な技術者
が求められています。
目覚ましく技術革新が続く時代にあって、将来の技術革新にも対応でき、社会をリードできる人材を育
てるため、本学科では、以下に示す 3 つを教育理念として掲げております。
（１）基礎学力と学ぶ力を身につけた技術者
（２）人間力があり、規律正しい技術者
（３）ものづくりの知恵を身につけた技術者
授業は座学のみならず、実験 ･ 演習を重視し、その過程で想像力やコミュニケーション能力など、技術
者・社会人として必要な能力を身につけることを意識した教育を行っています。
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情報工学科の実験室風景

知識情報研究室

情報通信研究室

制御情報研究室

こんな専門科目を学びます

〉〉〉

1年

2年

3年

ものづくり基礎工学

〉〉〉

4年

5年

情報工学科実験実習
社会実装プロジェクト
インターンシップ
応用物理

情報基礎

論理回路

経営工学

コンピュータシステム

情報工学概論

計算機工学

システムプログラミング

プログラミング言語

アルゴリズムとデータ構造

実践プログラミング

情報処理特論

通信伝送工学

情報理論

情報数学

情報通信ネットワーク
メディア信号処理

先端テクノロジー

IoTシステム工学

コンピュータ援用計測制御

画像認識工学

ロボット・モビリティ工学

データマイニング

計算機システム

知識情報工学

統計リテラシー

ディジタル信号処理

情報処理基礎

基礎電気工学

基礎制御工学

基礎電子工学

発電・電気エネルギー

環境・エネルギー工学

生体材料工学

卒
業
研
究

ものづくり実践工学

〉〉〉こんなことに力を入れています

～情報工学・学びのフィールド
情報工学科は、今後の高度情報化社会において将来を担う技術者を育
成しています。特にITを中心としたものづくり力を身につける取り組み
に力を入れており、例えば全学的な選択科目「ものづくり実践工学（組
み込みマイスター）」という授業では、1年を通じ前半はものづくりの
ための勉強、後半はチームを作りアイデア溢れる製作活動を行います。
情報工学科の先生たちが主となり指導に当たっており、近年では
Yahoo!とコラボレーションし、技術者を交えたものづくりも行ってい
ます。この取り組みに関係した学生さんたちは、高専プロコン等の種々
のコンテストでも活躍しており、内閣総理大臣賞や文部科学大臣賞等多
くの優秀な成績をおさめ活躍しています。みなさんも一緒にものづくり
にチャレンジしてみませんか。

〉〉〉在校生 ・教員の声
情報工学科では、基礎から応用ま
で幅広い情報技術を学ぶことがで
きます。低学年では、基礎的な内
容を修得する授業、実際に手を動
かす演習、グループでの実験があ
ります。高学年では、発展的な内
容を自ら学ぶ力が必要になりま
す。興味のある分野を研究するこ
白川太地さん
とができるので、とても楽しいで
平成29年度入学
す。大変なこともありますが、プ
大月市立大月東中学校出身 ログラムが思い通りに動いた時
は、充実した喜びがあります。

パソコンやスマホだけではなく、
車やデジカメなど、コンピュータ
は様々な機器に利用されていま
す。最近では AI や VR といった技
術も注目されていますが、これら
は最新のコンピュータと IT 技術
によって実現されています。情報
工学科では、コンピュータを構成
するハードウェアとソフトウェ
山下晃弘准教授
ア、またそれらを接続する通信技
（専門分野：組み込みシス 術の基本的な仕組みをしっかり学
テム開発）
ぶことができます。あなたも最先
端技術を使いこなす IT エンジニ
アを目指してみませんか？
National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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物質工学科

Department of Chemical Science and Engineering

科学技術の進歩において化学（物質工学）の担う役割は大変重要です。バイオテクノロジーおよび環境・
エネルギー問題、新規材料開発は言うまでもなく、ナノテクノロジーや IT 分野においても化学の力は必
要不可欠です。身近なもので地球温暖化から携帯電話、光通信や DVD などにも化学の力がキーテクノロ
ジーとなっています。化学は新たな技術の創出を可能とし、技術立国（ものづくりを含む）の再生に欠か
せません。
このような状況のもと、物質工学科では次の学習目標を掲げ、教育を行っています。
①基礎学力および応用能力を身につける。
②優れた実験技術を身につける。
③技術者の責任や技術者倫理を自覚できる。
④数学、物理学、情報技術に関する知識を身につけ、それらを応用できる。
⑤論理的な思考、記述、発表、コミュニケーション能力を身につける。
⑥最先端の研究に触れ、グローバルな視野を身につける。

17

水の浄化の研究中

遺伝子組み換え実験

測定データを見ながら学生と教員が次の実験について打ち合わ
せを行う

授業の様子

こんな専門科目を学びます

〉〉〉

3年

〉〉〉

1年

2年

4年

5年

情報基礎

物質工学展望

インターンシップ

経営工学

情報処理演習

応用物理

先端テクノロジー
統計リテラシー
高分子化学

有機化学
分析化学
無機化学

工業化学

化学工学

物理化学

物理化学
環境・エネルギー工学

ものづくり基礎工学

基礎生物

物質工学基礎実験

生体材料工学

生物化学

卒
業

基礎電気工学

基礎制御工学

研

基礎電子工学

発電・電気エネルギー

究

通信伝送工学

計算機システム

情報通信ネットワーク

情報処理基礎

ディジタル信号処理

コンピュータ援用計測制御

知識情報工学

ロボット・モビリティ工学

物質工学実験
物質工学創造実験
社会実装プロジェクト

〉〉〉こんなことに力を入れています

～物質工学・学びのフィールド

材料・バイオ・環境の三本柱からなる物質工学科では化学のみならず他の関連する学問分野も幅広く勉強します。3 年生
までは化学を主体に生物学、物理学、コンピューター等の基礎を学び、また、実験、実習を行います。4 年生後期からは卒
業研究に打ち込みます。

実験

食酢中の酢酸の定量

実験

硫酸銅水溶液の電気分解（銅めっき）

〉〉〉在校生の声
物質工学科では無機化学・生物
などの専門科目を学ぶことがで
きます。実験では、様々な実験
手法を体験できます。また、授
業で学んだ知識を使い実験結果
を予測・分析する力を身につけ
ていくこともできます。時には
難しい授業や実験もありますが、
杉永宗一郎さん
それを同級生と教えあい、共に
平成31（令和元）年度入学 考えるのもまた楽しいですよ。
川越市立大東中学校出身

末松卯衣さん
平成30年度入学
川崎市立中学校出身

物質工学科は化学的な知識をも
とに様々な実験を行っている学
科です。2年生から専門的な技術
を学ぶことができます。実験や
授業を通して徐々に知識が増え
ていき、日常でふと感じる疑問
に自分の知識で答えを出せた時
はとても嬉しくさらに化学が身
近に感じられます。

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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専攻科

Advanced Course

本校の専攻科には機械情報システム工学専攻、電気電子工学専攻、物質工学専攻の 3 専攻があります。
それぞれで本科の卒業研究をさらに深く探求する特別研究を実践し、広く国内外の学会で成果を発表して
います。特例適用専攻科の認定を受けており、対象者は大学改革支援・学位授与機構から専攻毎に一括し
た申請・審査を経て学位が授与されます。また学生の国際性の育成にも注力し、特別実習（１年次夏季休
業中の 1ヶ月間）では、例年多くの学生がアジア・ヨーロッパ地域の企業・大学等で実習を経験しています。

研究室のゼミナール

フィンランド メトロポーリア応用科学大学にて自国文化をプレゼンテーション

国際学会における英語での口頭発表

つくばチャレンジでの自律移動ロボット走行実験

NMRによる新しい有機化合物の構造解析

〉〉〉在校生の声

特別研究で新しいセンサーの開発に挑戦

19

小玉智恵さ ん
（物質工学専攻）

本科５年生に在籍中から取り組んでいる生
物系の研究を継続し、より発展させていき
たいという理由で専攻科を志望しました。
本校の専攻科は、他の大学とは異なり、一
研究室あたりの人数が少ないことも魅力の
ひとつとして挙げられます。そのため指導
教員からは、日々の実験の指導はもちろ
ん、研究論文の書き方など、多様な方面で手
厚い指導を受け、研究活動を深化させていく
ことができる環境が整備されています。

キャンパス ライフ

●

●

● 入学式

● 新入生合宿研修

4月

学生集会
学生総会
5月
前期中間試験

体育祭 ●

6月
夏季休業
関東信越地区高専体育大会

7月

全国高専体育大会

8月

前期末試験

9月

インターンシップ（4 年）
研修旅行（3年）

ロボコン関東甲信越地区大会 ●
● くぬぎだ祭（文化祭）

10月

学生集会

後期中間試験

冬季休業

11月
12月 ロボコン全国大会

1月

学年末試験

● 冬季学校（2

2月

年）
3月
卒業式
学年末休業

国
際
交
流

プログラミングコンテスト本選●

推薦入試

学力入試
卒業研究発表会
社会実装教育フォーラム ●

本校では、海外の大学等の教育機関との交流協定締結による教員や
学生の相互交流の実施、外国人留学生や外国人研究者及び外国からの
訪問者の受け入れ等、多彩な国際交流を活発に行っています。
■ 留学生の受入

マレーシア、モンゴル、ラオス等、様々な国籍の留学生を受け入れ、
10 名程度が在籍しています。
■ フィンランドの HMUAS との交流

本校はフィンランドの Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences（ HMUAS）と学術交流を行っています。本校の学生は
HMUAS で約５ヶ月間、HMUAS の学生は本校で約６ヶ月間の研修を行
います。

オーストラリア国際交流事業

■ 海外インターンシップ

毎年、マレーシア、ベトナム、オーストラリア等の企業・大学にイ
ンターンシップ生を派遣しています。
■ 海外留学・研修プログラム実績

「トビタテ！留学 JAPAN」プログラム（文部科学省）、AFS や YFU の
年間派遣プログラム（国際教育交流団体）、短期海外研修プログラム
（高専機構、東京高専）等に学生を派遣しています。
National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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東京高専生の 1 日

〉〉〉

1

2

8:40 ～50
登校後、1 年生は ショートホームルーム 。
（寮生は寮食堂で朝食後に登校）

8:50 ～10:20
1・2 限「基礎数学」

5

6

12:50 ～14:20
5・6 限「体育」

14:20～
放課後（部活動）

東京高専１年生の時間割 ～あるクラスの場合～
人文系科目

時限

授業時間帯

ホームルーム
8：40 ～ 8：50
（１年生のみ）
１
２

限
限

休憩
３
４

限
限

昼休憩
５
６

限
限

休憩
７
８

限
限

１限
２限

8：50 ～ 10：20
１０分
10：30 ～ 12：00

前
期

50 分
12：50 ～ 14：20

７限

10 分

８限

14：30 ～ 16：00
１限
２限

後
期

３限
４限
５限
６限
７限
８限
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火

水

木

金

基礎数学Ⅰ

国語総合Ⅰ

基礎数学Ⅰ演習

化学Ⅰ

基礎数学Ⅰ

情報基礎

対話としての
哲学・倫理入門

健康と福祉

Reading Ⅰ

Grammar &
Writing Ⅰ

Oral
Communication
４限
Ⅰ

６限

専門科目

月

３限

５限

自然系科目

体育Ⅰ

物理Ⅰ

ものづくり
基礎工学

ホームルーム

月

火

水

木

金

基礎数学Ⅱ

国語総合Ⅱ

基礎数学Ⅱ演習

基礎数学Ⅱ

物理Ⅱ

Grammar &
Writing Ⅱ

芸術

Listening

化学Ⅱ

文章表現法Ⅰ

Reading Ⅱ

現代社会論

体育Ⅰ
ホームルーム

ものづくり
基礎工学

〉〉〉

3

4

10:30 ～12:00
3・4 限「Oral Communication」

12:00 ～12:50
昼休み、学生食堂で昼食（寮生は寮食堂で昼食。）

7

8

寮
生

18:00～
寮食堂で夕食。

20:00 ～ 自習時間。
22:00
点呼。のち就寝。

くぬぎだ寮の紹介
校内には学生寮があり、定員は 204 名で全学生
の約 5 人に 1 人が寮生です。寮の南側は校庭、北側
には裏山があり、野鳥も多く生息し、自然豊かで静
かな環境です。保護者様からお預かりした大切な寮
生が規律ある生活を送れるように、教員等が交替で
舎監業務を行い宿泊します。また、夕方からの一定
時間、寮生の生活指導のため寄宿舎指導員を置いて
います。

第 2 寄宿舎

第 3 寄宿舎

寮生活にかかる費用 （※年度によって変わる場合があります。
）
1. 部屋代（施設使用に関わる料金）…………… 月当たり 800円（年間9，
600円）
※2 人部屋の場合は年間 8，
400 円
2. 寮費（光熱費、下水道費用など）…………… 年額 57，
000 円
3. 食事代（寮食堂・1日3 食）……………… 年額約 380,000 円
4.エアコンリース・電気代 …………………… 年額 32，
000 円
5. 寮生会費（寮生の自主活動のための費用）…… 年額 2，
500 円
年額 約 47～48 万円

補食室

居室（2 人部屋）

寮生の声 ― くぬぎだ寮・寮生活を送ってみて ―
寮は校内にあるので、教室や図書館、自学自習室などで
勉強したいときにすぐ行くことができます。また、部活
動に所属していても、通学にかかる時間がないので、遅
くまで活動でき、寮の部屋で過ごす時間も多くとれます。
仲の良い友だちと一緒に部屋に集まっておしゃべりをす
るなど、楽しい時間を過ごせます。学年の離れた先輩た
ちとも話す機会が多いので、学校のこと、勉強のことな
ど、なんでも聞けます !
情報工学科 川田侑紀さん 平成 29 年度入学 綾瀬市立綾北中学校出身

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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課外活動

〉〉〉

〉〉〉

約６割の学生が部・同好会のほか、高専コンテスト系のゼミ等に所属
し、各種体育大会、学園祭、文化発表会、ロボットコンテスト、プロ
グラミングコンテスト等に参加する等、活発に活動しています。

ハンドボール部

● 体育系部

陸上競技部、水泳部、硬式野球部、サッカー部、ハンドボール部、バ
スケットボール部、バレーボール部、卓球部、バドミントン部、テニ
ス部、ソフトテニス部、柔道部、剣道部
● 文化系部

写真部、吹奏楽部、軽音楽部、茶道・華道部、自動車部、科学部、将
棋部、ジャグリング部

バスケットボール部

● 同好会

ＥＳＳ同好会、手話同好会、女子バスケットボール同好会、フットサ
ル同好会、器楽・合唱同好会、演劇同好会、ダンス同好会、クライミ
ング同好会、農林同好会、数学同好会、女子サッカー同好会
● 高専コンテスト系ゼミ

ロボットコンテストゼミ、プログラミングコンテストゼミ、環境ゼミ、
くぬぎだ広報局

吹奏楽部

令和２年度の主な成績
全国高等専門学校第31回プログラミングコンテスト
・課題部門

最優秀賞、
文部科学大臣賞（２年連続）

・自由部門

最優秀賞、
文部科学大臣賞（２年連続）

・競技部門は実施なし

ダンス同好会

第１回全国高専ディープラーニングコンテスト最優秀賞
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト
令和２年度関東甲信越地区大会
マブチモーター賞
全国高等専門学校体育大会
※令和２年度は中止となりました。

プロコンゼミ
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ロボコンゼミ

東京高専 Ｑ ＆ A

〉〉
〉

〉
〉〉

Ｑ

高専の入学試験問題は難しいのですか。

A

全国の国立高専の入学試験は、統一試験です。試験問題は、中学校学習指導要領に基づいて作られており、
基礎学力・思考力を重視したもので、中学校で学ぶ学習内容を理解すれば十分に解ける問題です。

Ｑ

過去問はどこで見られますか？

A

過去の入試問題は、下記の「国立高等専門学校機構」ホームページから入手可能です。また、「声の教育
社」、
「東京学参」等の出版社からも販売されています。
国立高等専門学校機構ホームページ https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/kosen_navi.html

Ｑ

女子学生は何人くらいいますか。

A

近年は 180 名前後(学生全体の約 18 ％)で推移しています。

Ｑ

どの地域から通学している学生が多いですか。

A

通学生の分布は、八王子市が一番多く、次いで相模原市、横浜市、日野市、多摩市、調布市、府中市など、
JR中央線・横浜線や京王線沿線地域が多くなっています。また、東京 23 区、埼玉県、山梨県、神奈川県など
の広い範囲から通学している学生もいます。

Ｑ

近くに高専がありません。遠い場所からでも東京高専は受験できますか。

A

東京高専には学生寮（定員 204 名：男子 163 名、女子 41 名）がありますので、高専のない地域や遠方の方
も安心して受験してください。寮では、先輩寮生の学習支援があり、勉強をする環境も整っています。なお、
部屋代や食事代等で年間約 47 ～ 48 万円の経費が必要です。

Ｑ

卒業後の進路を教えてください。

A

就職と進学の割合は、学年のおおよそ半々くらいです。就職先は日本全国に支社のある大手企業から地域密
着型の地元企業まで多種多様です。毎年、1,700 社近くの企業から求人依頼があり、求人倍率は 20 倍程度と
なります。進学は、国立大学を中心に多くの学生が編入学をしています。また、本校専攻科には毎年 20 名程
度が進学しています。

Ｑ

学費がどの程度かかるか教えてください。

A

入学年度に必要となる経費は、約 42 万円程度です。内訳は、入学料 84,600 円、授業料 234,600 円、学生
会費等 9,000 円、日本スポーツ振興センター掛金 1,550 円、後援会費等 35,200 円、教科書・教材費が約
45,000 円、1 年合宿研修費が約 4,000 円です。学費支援制度については下記を参考にしてください。

【学費支援制度について】
高等専門学校での学費支援制度としては、主に以下の３つがあります。
❶ 高等学校等就学支援金
１～３年生は、公立高校や私立高校と同様に高等学校等就学支援金制度の対象となります。
この制度は、家計状況に応じて国から支援を受けることができる制度で、支給額は授業料と相殺され、
最大で授業料全額に相当する額が支給される場合があります（返済の義務はありません）
。
❷ 高等教育の修学支援制度
４年生以上を対象として、家計状況に応じて授業料の減免及び給付奨学金を受けることができる制度です。
成績や家計状況などの条件を満たした学生が対象となります。
❸ 奨学金
高専では、日本学生支援機構をはじめ、各種奨学金の募集があります。多くは返済の義務がある奨学金と
なりますが、中には返済不要の奨学金もあります。詳しくは学生課までお問い合わせください。

National Institute of Technology (KOSEN), Tokyo College
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キャンパスマップ

④第4棟

⑰第1寄宿舎

◆ 外部評価

④第4棟

本校では次の外部評価を受審しています。
１）機関別認証評価
高等教育機関は、学校教育法において、教育研究、組織運営及び
施設設備の総合的な状況に関し、文部科学大臣が認証する評価機関
の実施する評価を受けることが義務づけられています。大学改革支
援・学位授与機構が実施する、教育研究水準の向上に資することを
目的とした高等専門学校機関別認証評価を受審しています。

東京工業高等専門学校は、
京王線の西の端っこに位置してる。
高等学校とはちょっと違うし、
専門学校とも全然違うんだけど、
いろんな夢をかなえるために、
くろうを感じることはあっても
ぜったい負けない気持ちを持って
★スターに向かって頑張れるとこ。

図書館 閲覧室

くぬぎだ寮

ؙਸ਼ڭఞༀ
ؙਸ਼ڮఞༀ
ؙਸ਼گఞༀ
ؙᅟ୫ൡ

1

自学自習室

大学改革支援・学位授与機構が実施する、認定を受けた専攻科に
おける教育の実施状況等についての審査を受審しています。
また、特例適用認定審査は、大学改革支援・学位授与機構が実施
する専攻科生の学位取得に関わる学士課程の質保証審査です。本校
専攻科は、特例適用の認定を受けており、修了見込み者が行う学士
の学位授与申請については学修成果に関する試験が免除されます。

⑮くぬぎだ会館

秘密のメッセージが隠れているよ！
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２）専攻科における教育の実施状況等（レビュー）
審査・特例適用認定審査

ؙڭਸ਼ڭ༠قଵ৶༠قಹઇఐكك
ؙڮਸ਼ڮ༠قସੵ৾ఐ؞ಹଝ༠ك
ؙگਸ਼گ༠قਃ༊؞ਗ਼ਞ؞ਗ਼ੵ৾ఐ༠ك
ؙڰਸ਼ڰ༠قછை༠৾قেୖكك
ؙڱਸ਼ڱ༠قଝ༠ك
ؙڲਸ਼ڲ༠قਓૼ७থॱكش
ؙڳਸ਼ڳ༠قੲਾੵ৾ఐ༠ك
ؙڴਸ਼ڴ༠ق௧వఐ؞়ઇ༠ك
ؙڵਸ਼ڴ༠ق॥ছঞش३ঙথ؞॥ঔথ६ك
ुؙभतऎॉઇ७থॱش

◆ 同窓会
本校同窓会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与
することを目的として活動しています。毎年文化祭期間に総会を開
催し、活動計画や母校との連携について話し合い、外部からのさま
ざまな協力・支援を行っています。
同窓会ホームページ（http://dosokai.ne.jp/tnct/）

◆ 後援会

ॢؙছक़থॻ
ؙউشঝ
ॽॸؙ५॥ॺش
9

一般社団法人東京高専技術懇談会は、本校と連携して自社製品の
開発や技術の向上を目指す、主に八王子市周辺企業との産学連携組
織です。平成 5 年に設立、平成 21 年に法人化し、現在の会員数は
約 120 社です。技術に関する情報交換をとおして、地域活性化に
寄与することを目的として、講演会・講習会・見学会・異業種交流
会等を実施しています。
技術懇談会ホームページ（http://www.gizyutsucon.com/）

本校全学生の保護者を会員とする後援会の活動のひとつが、学校
主催行事への支援で、工場見学・研修旅行・インターンシップなど
の教育活動の他に、クラブ活動・体育祭・文化祭への助成も行って
います。また近年では、トレーニングセンターの新築（平成 22 年
度）や体育館養生ボード（平成 24 年度）など、学校環境の整備に
も取り組んでいます。
後援会ホームページ（https://tokyo-ct-s.jp/）
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コラボレーション・コモンズ
第 1 演習室

11

第 1 体育館

教室

3

第3棟

10

ボクを知らない人「はじめまして」。知ってる人「こんにちは」

ものづくり教育センター

ボクの名前は【はざまる】と言います。
ボクは霊峰高尾山に住んでる天狗様をモチーフに，東京高専の英知を結集して作られた
テング型ロボットなのです。

体育館

応用物理実験室

実習工場

メカニズムは【機械工学科】

人工知能は【情報工学科】

エネルギー電池は【電気工学科】

特殊ボディは【物質工学科】

制御回路は【電子工学科】

基礎教養は【一般教育科】

得意なことは空を飛ぶこと。バイクの分解組立はお手のものさ。
東京高専生にまじっていろいろな技術を学ぶために，修行に明け暮れる充実した日々を過ごしてるんだ。
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以上，簡単な自己紹介だったけどよろしくね！
東京工業高等専門学校 広報イメージキャラクター “はざまる”
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