
独立行政法人 国立高等専門学校機構

苫小牧工業高等専門学校

入試懇談会

ＩＣＴスキルをもち、柔軟で視野の広い次世代型技術者を目指す学校



高専 とは？

What is KOSEN ?



高専の特徴

高専は高等教育機関
・高専は大学と同じ分類で、中学卒業後から科学技術を学ぶことができる
・教員（教授・准教授等）の約8割が博士、企業経験者も多数
・単位制ではなく学年制（一部選択科目あり）

 高専は５年制
・工業高校の生徒は「技能者」を目指す
・高専の学生は「技術者（エンジニア）」を目指す

高専卒業後の進路も多彩
・就職は極めて有利（多くは学校推薦で内定）
・大学３年次に編入学（多くは国立大学に現役で合格）
・高専専攻科の修了は大卒相当（「学士」の学位を取得）



高専という選択

就職

就職・進学

編入学

就職
進学

進学



 全国に51校、北海道には４校

国立高専
独立行政法人 国立高等専門学校機構

苫小牧高専

国立高専機構



苫小牧高専の特徴



苫小牧高専とは？
ＩＣＴスキルをもち、柔軟で視野の広い

次世代型技術者を目指す学校

未来のテクノロジーを創造することができる
実践的なエンジニアを育成

AI・IoT時代を見据えた
数理・データサイエンス・AI教育を推進



苫小牧高専の５つの専門系

機械系 自動車やロボットをはじめ、エネルギーや環境技術、と
いった「ものづくり」のための幅広い勉強をします。

都市・環境系 人々の生活を安全で快適にするための施設や仕組み
をつくるために幅広い勉強をします。

応用化学・生物系 「化学技術者」となるために、化学および生物化学に
関わる様々な知識や技術を勉強します。

電気電子系 電気自動車や再エネ、ドローン、スマホの仕組みにつな
がるモータや半導体の技術などを勉強します。

情報科学・工学系 インターネットを始めとする高度情報化社会を支えるた
めに、情報技術に関する幅広い勉強をします。

未来を創る５つの分野



☑１年生は
混合学級

☑２年生から
専門系配属

☑５つの
専門分野

 学生数 約1000名 (1学年200名)
専攻科 約40名 (大学3, 4年相当)

 教員70名 (8割が博士) 
技術専門職員は13名

５年一貫教育・５つの専門分野



自分の適正を正しく知って専門分野を選ぶ
Q.入学後に系（専門）を選ぶことについてどう思いますか？

良い

悪い

良い

悪い
悪い

61%
32%

5% 2%

良い
どちらかと
言えば良い

どちらかと
言えば悪い

90%以上の
学生が満足！

Q.系（専門）をどうやって選ぶ？

5つの専門分野の実験・実習を
実際に体験してから選びます

電気・電子系 情報科学・工学系

応用化学・生物系
約４割の学生の
希望分野が変化



苫小牧高専で

何を学べるのか？



授業の構成

低学年は主に

一般科目
1年 2年 3年 4年 5年

専門科目

一般科目
（数学・英語・国語・社会・理科・

体育・教養科目など）

創造工学 プレ卒研 卒業研究

現１年生は
スタディサプリ

も活用中
(動画で学習・全学年分受講可能)

(学校一括契約なので割安)

高学年は主に
専門科目

創造工学で実践力
１年生からスタート！

✓理論から実践力
まで広くカバー

✓専門・数学・物
理は大学３〜４
年レベルまで

高校の学習範囲をカバー

卒業研究
５年間で学んだ知識・技能の集大成！



創造工学Ⅰ（１年生）︓課題解決型授業
ダイソン掃除機分解

創造性

モデルロケット製作と打上げ

ドローン自動操縦
コンテスト

苫小牧高専だから学べる



AIロボット実践
✏機械学習を体験

サイバーセキュリティ
✏北海道警察と協定

令和４年度より
全学必修の「AIデータサイエンスⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を新設

Pythonプログラミング

✏北大と同一教材・内容

AI人材

創造工学Ⅰ（１年生）︓AI教育



創造工学Ⅰ（１年生）︓ジェネリックスキル
毎回異なる班編成で
グループワーク

ジョブトーク
（協力会企業
30社の協力）

人間力 プレゼン

コミュニケーション
・プレゼンテーション能力

キャリア
・デザイン能力

自分を理解し，将来を設計
実践で身につける



創造工学Ⅱ

創造工学Ⅲ

 専門系の枠組みを超えたグループ型・課題解決型授業
 コミュニケーション能力やプレゼン能力を高めます

 課題解決案を企画・立案するグループワークなど
 課題解決能力や創造性を養います

ジョブトーク

スピーカコンテスト

プログラミング
ドローン演習

地域の課題解決案
コンテスト

ライントレースロボ

ブリッジコンテスト

イベントアイデア
創出コンテスト

全系共通IoT教育



フロンティア研究（5年生）：社会実装

専門が異なる学生がグループで
地域・企業等の『社会課題解決型』研究を実施

『現場』を見て，聞いて，
自分達で課題を発見して取組む『実学』研究

＜R3年度の成果＞
・第２回学生ビジネスプランコンテスト

最優秀賞
・人生100年時代の社会人基礎力育成グランプリ

北海道大会︓最優秀賞
全国大会︓準大賞・協賛企業賞（ダブル受賞）



これからの時代に欠かせない、数理・データサイエンス・ＡＩを
適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成します。

令和４年度より
カリキュラム改定！
新規科目「AI・データサイエンスⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を開設

北大・東大等に並び初年度より認定！
学校単位で認定された高専は苫小牧高専が全国唯一😄😄

文部科学省認定制度
・リテラシーレベル 認定済！
・応用基礎レベル 認定済！

これからも
進化を続ける苫小牧高専！

数理・データサイエンス・AI教育プログラム



新しい時代に対応した

ICT 活用
全教室に キャンパスWi-Fi  
学生全員にMicrosoft 365（自宅PCにもインストール可能）

苫小牧高専学生アプリによるDX推進

上級生が親身に学習・生活支援をしてくれる
ピア・サポート制度が充実

苫小牧高専のポイント

１年生にノートPCの購入を
お願いしています



１．知識・技能

３．主体性・多様性・協調性
悪い

学習したことを既存の知識と関連付けて深く理解し、様々な場面で活用でき
るようにする力！

苫小牧高専は学力の３要素が身につく

課題に対して自ら解を見出すための力です。思考・判断・表現をする過程
で、不足していると気づいた知識・技能をさらに学ぶことにより、より深く
物事をとらえることができる

２．思考力・判断力・表現力

自らを客観的に捉え、それぞれの価値観の違いを受け入れながら協働する中
で、リーダーシップや思いやりなど、豊かな人間性を育みどのように社会と
かかわり、学びを生かすか考えることができる力



国際化教育を推進！



なぜ国際化教育？

海外から来た学生・教員と交流

SNSで海外の人と交流

海外に行きたい！
異文化を理解したい！
英語を使ってみたい！
新しい発見がありそう！
将来，
世界で活躍できる人

になりたい！

めざせ！グローバルエンジニア！

海外研修・海外留学 海外・国内での
国際学会発表

就職先の多くが世界に展開している企業

留学生との交流



ニュージーランド
イースタン工科大学 (EIT)
3年･4年海外研修（2週間）

香港・中国
香港高等教育科技學院

4年･5年･専攻科海外研修（10日間）

モンゴル
モンゴル科学技術大学・
モンゴル工業技術大学
教員研修派遣・受入

タイ
カセサート大学 (バンコク)
1年･2年海外研修（1週間）
インターンシッップ (1ヶ月)
＋国際学生会議 5年･専攻科

海外提携校との
国際交流

コロナ禍でもできる国際交流を実施



学生海外派遣事業
1年 2年 3年 4年 5年 専攻科

タイ･カセサート大学

ニュージーランド・EIT
香港・THEi

インターンシップ
香港・THEi
インターンシップ
＋国際学生会議

タイ・カセサート大学

英語修得 実践的国際交流
学生派遣事業では 旅費の補助 があります

異文化体験

めざせ！グローバルエンジニア！

※当該派遣は希望者のみ対象です。



将来を約束する

苫小牧高専の強さ



コロナ禍でも就職に強い！！

パナソニック
旭化成
SUBARU
ENEOS
出光興産

就職先企業（道外）令和3年度実績
花王
JR東日本
ファナック
西松建設
カルビー

東京電力
東レ
NTTデータフロンティア
NHKテクノロジーズ
材料科学技術振興財団

北海道電力
北海道ガス
雪印メグミルク
王子製紙
ダイナックス
NTTファシリティーズ
苫小牧ガス
北海道庁
北海道警察
北海道開発局
苫小牧市役所
北海道大学 など

就職先企業（道内）
令和3年度実績

就職希望者 118名（6割）

求人企業数 2,689社
求人数 3,226名

求人倍率 約30倍

就職内定率 約100%

高卒求人倍率 2.89倍
厚生労働省 令和4年3月卒業時

大卒求人倍率 1.50倍

リクルートワークス研究所 2022年度

毎年増加！

キヤノンマーケティングジャパン 日産オートモーティブテクノロジーなど



進学も強い！！
 大学進学者 39名（昨年度45名）

複数の国公立大を受験可能
ほぼ全員が国公立大学
推薦あり (書類選考のみもあり）
受験の際，塾などに行く学生はほぼいない

高校 大学 大学院

高専 本科 高専 専攻科

編入学 進学
1 2 3 1 2 3 4 1 2

1 2 3 4 5 1 2

北海道大学 7名
東北大学 1名
九州大学 1名
筑波大学 1名
東京工業大学 4名
室蘭工業大学 21名
北見工業大学 5名
帯広畜産大学 1名
千歳科学技術大学 2名
電気通信大学 1名
東京都立大学 1名
豊橋技術科学大学 26名
長岡技術科学大学 19名

北海道大学大学院 14名
東京工業大学大学院 1名
長岡技術科学大学大学院 1名
豊橋技術科学大学大学院 1名
室蘭工業大学大学院 2名 など

大学編入学実績（過去3年分）

大学院進学
（過去3年分）

千葉大学 3名
弘前大学 2名
茨城大学 1名
福井大学 1名
金沢大学 2名
岐阜大学 4名
岡山大学 1名
琉球大学 2名

横浜国立大学 1名
工学院大学 1名
関西大学 1名

計114名

 専攻科への進学 30名（昨年度15名）
専攻科の卒業後に大学院へ進学可



苫小牧高専 での

学校生活



部活動（体育系）

3年生までは高体連にも参加できます！

高専体育大会
サッカー部

陸上競技部
硬式野球部
ソフトテニス部
卓球部
バレーボール部
バスケットボール部
サッカー部
アーチェリー部
バドミントン部

剣道部
柔道部
少林寺拳法部
カーリング部
水泳部
フットサル部
ハンドボール部
ダンス同好会

高野連
野球部

高専祭
ダンス同好会



部活動（文化系）

有名なNHKロボコンにも参加できます！

吹奏楽部
茶道部
演劇部
将棋部
サイエンス部
ポピュラーソング部
ロボットテクノロジー部
ソフトウェアテクノロジー部

書道部
写真部
構造デザイン部
美術同好会
アニメーション同好会

その他の同好会
もあります

NHK高専ロボコン
ロボテク部

NHK出演Eテレ
サイエンス部

高専祭
ポピュソン部

苫小牧民報掲載
書道部



学校行事 春 夏

秋 冬



学校行事の様子：体育大会
体育大会を年２回（春・冬）行ってます．
ガチな人も，そうでない人も居ますが，皆それぞれに
合わせた楽しみ方で参加しています☻



学校行事の様子：学校祭

今年度は10月22日（土）、23日（日）に実施します。皆様にご参加いただけます（滞在時間等の制限あり）。



売店・学生食堂
食堂・売店があります。

昼休みは学生たちのにぎやかな声があふれています。

売店では、飲み物・お菓子・パン・カップ麺など
が販売されています。

食堂人気メニューTOP5
1位 おすすめAランチ
2位 日替わりランチ
3位 日替わりラーメン
4位 ポークカレー
5位 ラーメン大盛り



通学・学生寮



広い通学圏！



JR札幌駅からも通学可能！

千歳恵庭新札幌札幌
7:22 7:32 7:48 7:53

高速通学バス
（直行）

札幌・恵庭・千歳方面

8:45

授業開始
9:00

札幌出身の学生 寮 約5割
通学 約5割

JR線（快速エアポート）
月額11,466円（札幌↔千歳）
通学(高校)3ヶ月定期34,400円

＋ 高速通学バス
月額22,000円
(20日登校の場合) 1往復1,100円
登校日のみ運行(千歳駅↔高専)



 月額︓約39,000円（女子）

学生寮
男子寮２９８名 女子寮７６名

２～３人部屋（一部１人部屋）男子 １～２人部屋（セキュリティー完備）女子

※寄宿料（相部屋¥700, 個室¥800）、寮費（男子¥8000, 女子¥9000）、給食費（3食、¥30000）の合計額。

他に寮生会費（入会金¥1000, 年会費¥2500）があります。

 月額︓約38,000円（男子）

 入寮選考と毎年の更新審査があります。
 寮祭・スポーツ大会・バイキングなどの
イベントがあります。

 事務職員・当直教員・警備員
が常駐しているので安全・安心。

 学校敷地内に男子寮と女子寮があります

居室の大型改修工事を申請中



在校生の出身地
Google 

札幌市
220

苫小牧市
305

千歳市
102

恵庭市
78

北広島市
32

江別市
25

岩見沢市
19

白老町
16 日高町

22

石狩市
9

むかわ町
10

当別町
1

夕張市
1

美唄市
4

由仁町
3

栗山町
5

厚真町
7

安平町
8

札幌出身 寮 約5割・通学 約5割

北広島出身 寮 約1割・通学 約9割

小樽市
3

長沼町
7

伊達市
10

登別市
17室蘭市

24

苫小牧市
30%

札幌市
22%千歳市

10%

恵庭市
8%

北広島市 3%
江別市 2%

他
21%

室蘭市 2%
岩見沢市 2%



学費・免除制度・奨学金



入学料・授業料

免除等の制度・奨学金

 入学料 84,600円（入学時のみ）

 授業料 234,600円（年額）（半期117,300円を2回納入）

所得に応じて以下の制度があります。
◆ 入学料の全額免除する制度、入学料の徴収が猶予される制度
◆ 1～3年「高等学校等就学支援金制度」

「高校生等奨学給付金」
◆ 4,5年・専攻科「高等教育修学支援新制度」

◆所得に応じて入学金・授業料が免除される制度
◆所得に応じた給付型奨学金（日本学生支援機構が各学生に支給）

◆ (独)日本学生支援機構による奨学金制度・自治体や財団の奨学金制度









苫小牧高専を
体験しよう

開催中

苫小牧高専公式
苫小牧高専 Youtube

苫小牧高専HPへ



入試に関する情報



入学者の選抜方法（概要）

推薦による選抜 学力による選抜

入学定員 100名程度 100名程度

試験日 1/21 (土) 2/12 (日)

調査書の条件 なし

学力検査 なし 国・社・数・理・英

面接 個人面接 (約10分) なし

志願種別 なし 専願 ・併願

受験地 苫小牧・札幌・オンライン
苫小牧・札幌・函館・釧路
旭川・帯広・北見・東京他

Dの上 学習点252点以上
（目安︓3年間平均オール4）

※帰国生徒特別選抜もあります．



苫小牧高専の受験制度
苫小牧高専に入学したい人
「推薦」苫小牧高専が第１志望・不合格の場合は「専願」

「（学力）専願」苫小牧高専が第１志望
入学手続期限が公立高校合格発表前（公立への出願は可能）

道内４高専のいずれかに入学したい人は「複数校受験」制度を利用可能
第１志望が苫小牧高専・第２志望が道内3高専

公立高校と迷っている人
「（学力）併願」第１志望が公立・私立高校

入学手続期限が公立高校合格発表日と同じ日



推薦選抜の出願資格および推薦要件について

次のすべての条件を満たし、在籍学校長が責任をもって推薦できる者とします。

(1) 令和５年３月に中学校もしくは義務教育学校卒業見込みの者または中等教育
学校前期課程修了見込みの者、及び文部科学大臣が中学校の課程と同等課程を
有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了見込みの者

(2) 本校への入学意思が明確で、合格した時は必ず入学し、「推薦選抜」で合格
内定とならなかったときは、必ず「学力選抜（専願）」を受験する者

(3) 本校を志望する動機、理由が適切である者

(4) 個人調査書の各記録が優良であり、学習点が「252以上」である者

（学習点は、個人調査書の９教科５段階評定を１年生と２年生は２倍、３年生は
３倍した数の合計）



推薦選抜の選抜方法について

◆推薦要件 : 調査書の学習点が「252以上」である者
学習点 9教科5段階評定で、
1年生と2年生は2倍、3年生は3倍した数の合計
1年︓9教科✖5段階✖2 = 90
2年︓9教科✖5段階✖2 = 90
3年︓9教科✖5段階✖3 = 135

満点 315
(=90+90+135)

オール4 だと252

◆推薦不合格の場合 ➡ 学力選抜(専願) を受験
・不合格後、手続きは必要ない（Web出願時に、学力選抜の受験地を入力する）

面接、推薦書、自己アピール文、個人調査書による総合判定



推薦選抜・オンライン面接について

面接対象者︓以下の条件を満たすもの
① インターネットが利用できること

② カメラとマイクが使用できるPCが利用できること

③ 面接の実施に適した周囲に人のいない静かな場所（自宅など）
が利用できること

④ 前日に接続試験を実施できること
面接が実施できないと判断される場合，苫小牧会場での対面面接の受験となる
ことに同意できること

※ 光回線などで通信速度に問題がないこと

※ スマートフォン
タブレットでの
面接は不可

※ 苫小牧会場，札幌会場の受験者で面接当日，学校安全法施行規則第18条に定める感染症に罹患の疑いがあり，
対面面接を実施できない場合でも条件を満たす場合にはオンライン面接による受験に変更可能です．

オンライン面接は
「MicrosoftTeams」
により実施



学力検査の選抜方法について

◆学力検査
 国語 100点
 社会 100点
 数学 100点×2
 理科 100点×2
 英語 100点×2
合計 800点満点

 5科目5点× 3ヵ年×2
国語・社会・数学・理科・英語
 4科目5点×3ヵ年

音楽・美術・保健体育・技術家庭
合計 210点満点

◆個人調査書（内申点）

学力検査、個人調査書、志願種別による総合判定



出願から入学手続きまで

入学手続き期限（推薦,専願,複数校） 3月3日(金) 14:00 入学手続き期限 (併願)
3月17日(水) 15:00

不合格の場合

出願期間 1月5日(木)〜1月11日(水)

面接 1月21日(土)

推薦による選抜

１
月

２
月

３
月

合格発表 2月22日(水)

出願期間 1月23日(月)〜1月27日(金)

学力検査 2月12日(日)
選考結果通知 1月27日(金)

専願 併願
学力による選抜

追加合格がある場合、原則、3月17日(金)から3月20日(月)に連絡

12
月 「Web出願サイト」による出願事前手続期間 12月１2日（月）〜



追試験について

推薦選抜 学力選抜
試験日 1月21日(土) 2月12日(日)

追試験 試験日 2月4日(土) 2月26日(日)

学校保健安全法施行規則第十八条に定める感染症に罹患、または
罹患している疑いがあり，試験を受験できなかった受験者等の受
験機会を確保します．

会場 苫小牧高専 道内高専 函館 苫小牧
旭川 釧路

欠席連絡 1月21日(土)面接開始前
までに欠席連絡

提出書類 中学校等の長の証明書 又は 医療機関による診断書

備考 選考結果発表日︓2月7日(火)
不合格の場合，学力選抜を受験
入学手続き期限 3月3日(金)

2月12日(日)検査開始前
までに欠席連絡

選考結果発表日︓3月2日(木)
入学手続き期限

専願︓3月3日(金)
併願︓3月17日(水)



募集要項等について
今年度より冊子での配布を廃止し、HPでの配布となりました。



過去問・サンプル問題について
１．苫小牧高専HP

２．入試問題

３．高専機構HP「入試過去問」

R4, R3, R2の
過去問・正解
があります

４．高専機構HP「R4年度サンプル問題」
… 「思考力・判断力・表

現力」をより重視した
入試問題のサンプルが
あります



志願倍率と学力検査の平均点

※学力選抜の実質倍率は約1.6倍

志願倍率

※全国高専共通問題

H30 H31 R2 R3 R4
推薦 1.1 1.0 1.2 1.1 0.95
学力 3.2 3.1 2.8 2.5 2.7

学力選抜・合格者の平均点等
H30 H31 R2 R3 R4

最高点 702 686 925 938 955
平均点 507.5 510 689 723 711
最低点 410 425 582 560 550

H30～H31：800点満点 R2~：1010点満点
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内申ランク・内申点に関する情報
2022年度高校入試合格者 道コンSS分布ー胆振・日高
Milestone全道版 2023年度受験用北海道高校入試合否調査記録

(北海道学力コンクール) 146頁

内申ランク 内申点
苫小牧高専 創造工学科 262
函館高専

C
D
C
C

生産システム工学科

物質環境工学科
社会基盤工学科

254
256
259

旭川高専 D
C
C
B

252
270
272
277

機械システム工学科

電気情報工学科

物質科学工学科
システム制御情報工学科

釧路高専 創造工学科 D 250
苫小牧東高校 C 283

合格者平均 内申ランク・内申点
北海道高校ガイドブック2023年度受験用
（北海道学力コンクール事務局） ※高専は学力選抜合格者のデータ



こんな人を歓迎します！

苫小牧高専は、基礎学力のある中学校卒業生等で、
次のような人の入学を歓迎します。
豊かな教養と幅広い専門知識や技術を身につけたい人

「ものづくり」に興味があり、
技術を活用して社会に貢献したい人

知的探究心を持ち、新しいことに挑戦したい人



ありがとうございました
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