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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 福島工業高等専門学校 
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 

 

機械システム工学科 
夜 ・

通信 
 3 22 25 7  

電気電子システム工学科 
夜 ・

通信 
 3 12 15 7  

化学・バイオ工学科 
夜 ・

通信 
 2 5 7 7  

都市システム工学科 
夜 ・

通信 
 2 8 10 7  

機械工学科 
夜 ・

通信 
 3 24 27 7  

電気工学科 
夜 ・

通信 
 3 12 15 7  

物質工学科 

（物質コース） 

夜 ・

通信 
 3 12 15 7  

物質工学科 

（生物コース） 

夜 ・

通信 
 3 7 10 7  

建設環境工学科 
夜 ・

通信 
 3 7 10 7  

ビジネスコミュニケーション学科 
夜 ・

通信 
 3 17 20 7  

 

産業技術システム工学専攻 

生産・情報システム工学コース 

夜 ・

通信 
 10  10 7  

産業技術システム工学専攻 

エネルギーシステム工学コース 

夜 ・

通信 
 10  10 7  

産業技術システム工学専攻 

化学・バイオ工学コース 

夜 ・

通信 
 10  10 7  

産業技術システム工学専攻 

社会環境システム工学コース 

夜 ・

通信 
 10  10 7  

ビジネスコミュニケーション学コ

ース 

夜 ・

通信 
 10  10 7  
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（備考） 

機械システム工学科／電気電子システム工学科／化学・バイオ工学科／都市システ

ム工学科は平成２９年度に設置され、完成年度を超えていないため、設置計画に基

づいた実務経験のある教員等による授業科目の単位数を記載している。 

機械工学科／電気工学科／物質工学科／建設環境工学科は平成２９年度に学生募集

を停止しており、従前の教育課程に基づいた実務経験のある教員等による授業科目

の単位数を記載している。 

 

 

 

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 
福島高専 HP 情報公開＞高等教育の修学支援制度に係る公開情報  

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/info/jyohokoukai.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 
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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 福島工業高等専門学校 
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/about/release/index.html#yakuinmeibo 

 

 

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） 
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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 福島工業高等専門学校 

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(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） 

 

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シラバスを作成している。 

シラバスは、以下の過程を経て作成し、公表している。 

11月頃、学科毎に次年度授業科目の担当教員を決定する。 

担当教員が各シラバスを 1月末までに作成する。 

成績評価方法等が適切に設定されていることを各学科教務委員が確認する。 

翌年度 4月にWEB上で公開する。 
 

授業計画書の公表方法 

https://syllabus.kosen-

k.go.jp/Pages/PublicDepartments?school_id=10&lang=j

a 

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。 
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（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

科目毎に学修効果を考慮し、定期試験や課題等の成績評価割合を設定してい

る。これら評価方法はシラバスに記載され、あらかじめ学生に公表される。また、

卒業研究や特別研究等の実習科目は成果発表会の実施、卒業論文の提出、実

験科目ではレポートの提出等により適正に評価のうえ、単位を与えている。「学

則」及び「福島工業高等専門学校試験及び成績評価に関する規則」により、成

績評価や単位認定の基準を示し、進級・卒業・修了を認定している。 

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） 

 

客観的な指標として、「福島工業高等専門学校試験及び成績評価に関する規

則」に受講科目成績の平均点を用いた席次の算出方法が記載されており、規則

を公表している。席次は、「学級単位に，受講した全科目の成績評価結果の平

均点により，上位からつけた順位をいう」と定義付けている。 

これにより成績の分布状況を把握し、学修指導を適切に行っている。 
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

福島高専 HP 成績評価基準 

http://www.fukushima-

nct.ac.jp/zaikou_hogosha/kyoumu/jyugyo_shiken.html 

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。 
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（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） 

（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） 

ディプロマポリシーを策定し、公表している。以下の項目を置き、詳細をHPで公開している。 

○養成する人材像 

＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

＜準学士課程（本科）の各学科で養成する人材像＞ 

＜専攻科課程の各専攻で養成する人材像＞ 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

 

また、ディプロマポリシーに定めた能力を身に付けるために、カリキュラムポリシーを策定し、

これに基づいた教育課程の策定により適切な教育の実施、成績評価を行っている。なお、

学生の卒業及び修了認定は、「学則」及び「福島工業高等専門学校試験及び成績評価に

関する規則」によって修得単位数等を踏まえ、適切に行っている。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

福島高専 HP 

ディプロマポリシー 

http://www.fukushima-

nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html 

カリキュラムポリシー 

http://www.fukushima-

nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html 
 

  



  

- 7 - 

 

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 福島工業高等専門学校 

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： 

福島高専 HP 外部評価＞認証評価 自己評価書 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/gaibu/ninsyohyoka.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法： 

福島高専 HP 外部評価＞認証評価  

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/gaibu/ninsyohyoka.html 
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（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 機械システム工学科（1-4学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【機械システム工学科】 

機械工学の専門知識を持って他分野の技術も取り入れることで、高度化するシステムに対処し、

常に発展する新しいモノづくりを担うことができる機械技術者の育成 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【機械システム工学科】 
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機械工学の専門知識を持って他分野の技術も取り入れることで、高度化するシステムに対処し、

常に発展する新しいモノづくりを担うことができる機械技術者の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【機械システム工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）機械工学の基礎科目： 材料力学、機械力学、熱力学、水力学、材料学、制御工学、機械工

作法、機構学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：モノづくり実習、工学実験、設計製図などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創作演習、工学セミナー、卒業研究などの問題解決能力、応用力、

チームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）機械工学に関連する専門科目：電気工学基礎、知的財産権、環境工学などの、他分野の科

目 



  

- 10 - 

 

 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【機械システム工学科】 

①ロボット技術や機械の仕組みに興味があり、アイデアを形にしたい人 

②環境にやさしいエネルギー技術に関心のある人 

③モノづくりの知識と技術を身に付けて、将来、地域の発展に貢献したい人 

 

 

学部等名 機械工学科（5学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を
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身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【機械工学科】 

機械工業のみならず一般産業を含めた広い分野において科学技術の進展に対処できる機械技

術者の育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【機械工学科】 

機械工業のみならず一般産業を含めた広い分野において科学技術の進展に対処できる機械技

術者の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 
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（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【機械工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）機械工学の基礎科目： 材料力学、機械力学、熱力学、水力学、材料学、制御工学、機械工

作法、機構学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：モノづくり実習、工学実験、設計製図などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創作演習、工学セミナー、卒業研究などの問題解決能力、応用力、

チームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）機械工学に関連する専門科目：電気工学基礎、知的財産権、環境工学などの、他分野の科

目 

 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【機械工学科】 

①ロボット技術や機械の仕組みに興味があり、アイデアを形にしたい人 

②環境にやさしいエネルギー技術に関心のある人 

③モノづくりの知識と技術を身に付けて、将来、地域の発展に貢献したい人 
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学部等名 電気電子システム工学科（1-4学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【電気電子システム工学科】 

電気・電子・情報の技術を応用することでシステムを構築し、産業界の多様な問題を解決できるク

リエイティブな技術者の育成 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【電気電子システム工学科】 

電気・電子・情報の技術を応用することでシステムを構築し、産業界の多様な問題を解決できるク

リエイティブな技術者の育成 
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○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【電気電子システム工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）電気、電子工学の基礎専門科目：電気磁気学、電気回路、電子回路、電気工学、電子工学、

情報工学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：電気電子工学実験などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創作実習、卒業研究などの問題解決能力、応用力、チームワーク

力といった総合的能力を養うための科目 

（５）電気、電子工学に関連する専門科目：機械工学概論、知的財産権、環境工学などの、他分

野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 
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（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【電気電子システム工学科】 

①ロボット制御技術、エネルギー技術、情報通信技術に興味があり、将来、その技術者として 社

会に貢献したい人 

②電気回路やコンピュータ、センサなどを駆使して、様々なシステムをつくりあげたい人 

③電気・電子・情報について学んだ知識を応用して、自分のアイデアを形にしたい人 

④電気電子技術をベースとして、農林水産業、サービス業など様々な業種に関心を持ち、これら

の産業を活性化したいと考えている人 

 

 

学部等名 電気工学科（5学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 
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③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【電気工学科】 

電気・電子・情報技術を中心として産業界のさまざまな分野で活躍できる技術者の育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【電気工学科】 

電気・電子・情報技術を中心として産業界のさまざまな分野で活躍できる技術者の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 
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○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【電気工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）電気、電子工学の基礎専門科目：電気磁気学、電気回路、電子回路、電気工学、電子工学、

情報工学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：電気電子工学実験などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創作実習、卒業研究などの問題解決能力、応用力、チームワーク

力といった総合的能力を養うための科目 

（５）電気、電子工学に関連する専門科目：機械工学概論、知的財産権、環境工学などの、他分

野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【電気工学科】 

①ロボット制御技術、エネルギー技術、情報通信技術に興味があり、将来、その技術者として 社

会に貢献したい人 

②電気回路やコンピュータ、センサなどを駆使して、様々なシステムをつくりあげたい人 

③電気・電子・情報について学んだ知識を応用して、自分のアイデアを形にしたい人 

④電気電子技術をベースとして、農林水産業、サービス業など様々な業種に関心を持ち、これら

の産業を活性化したいと考えている人 

 

学部等名 化学・バイオ工学科（1-4学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 
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（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【化学・バイオ工学科】 

持続可能な社会を実現するために、物理化学、無機化学、分析化学、有機化学、生物化学、化

学工学などの専門分野の基礎知識を身につけ、化学製品、材料、食品など物質生産の分野にお

いて幅広く活躍できる化学技術者の育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【化学・バイオ工学科】 

持続可能な社会を実現するために、物理化学、無機化学、分析化学、有機化学、生物化学、化

学工学などの専門分野の基礎知識を身につけ、化学製品、材料、食品など物質生産の分野にお

いて幅広く活躍できる化学技術者の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 
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 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【化学・バイオ工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）応用化学分野の基礎科目：物理化学、無機化学、分析化学、有機化学、生物化学、化学工

学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：化学･バイオ工学実験などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創造実験実習、卒業研究などの問題解決能力、応用力、チームワ

ーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）応用化学分野に関連する専門科目：機械工学概論、電子工学概論、知的財産権などの、他

分野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 
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（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【化学・バイオ工学科】 

①化学やバイオテクノロジーの知識と技術を身につけて、将来、その技術者として地域・社会に貢

献したい人 

②地球に優しい化学技術や新素材をつくり、環境問題の解決、持続可能な社会の構築を目指し

たい人 

③学んだ化学バイオ技術を、農林水産資源の生産・管理や有効活用に役立てたいと考える人 

 

 

学部等名 物質工学科（5学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 
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④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【物質工学科】 

時代のニーズに即した種々の機能性材料を開発、生産する化学、医薬品、食品工業をはじめ、

機械、電気、電子工業などの素材技術者の育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【物質工学科】 

時代のニーズに即した種々の機能性材料を開発、生産する化学、医薬品、食品工業をはじめ、

機械、電気、電子工業などの素材技術者の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 
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○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【物質工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）応用化学分野の基礎科目：物理化学、無機化学、分析化学、有機化学、生物化学、化学工

学を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：化学･バイオ工学実験などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：創造実験実習、卒業研究などの問題解決能力、応用力、チームワ

ーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）応用化学分野に関連する専門科目：機械工学概論、電子工学概論、知的財産権などの、他

分野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【物質工学科】 

①化学やバイオテクノロジーの知識と技術を身につけて、将来、その技術者として地域・社会に貢

献したい人 

②地球に優しい化学技術や新素材をつくり、環境問題の解決、持続可能な社会の構築を目指し

たい人 

③学んだ化学バイオ技術を、農林水産資源の生産・管理や有効活用に役立てたいと考える人 

 

学部等名 都市システム工学科（1-4学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 
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３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【都市システム工学科】 

持続可能な建設技術を基礎に、社会基盤施設の維持・管理分野や自然災害に対する防災・減災

分野で活躍できるシビルエンジニアの育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【都市システム工学科】 

持続可能な建設技術を基礎に、社会基盤施設の維持・管理分野や自然災害に対する防災・減災

分野で活躍できるシビルエンジニアの育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 
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教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【都市システム工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）土木工学の基礎科目： 構造、水理、地盤、材料、施工、環境、計画を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：製図法、測量実習、ＣＡＤ、工学実験・演習などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：シビックデザイン演習、工学セミナー、卒業研究などの問題解決能

力、応用力、チームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）土木工学に関連する専門科目：機械・電子工学概論、知的財産権、廃炉・原子力などの、他

分野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 
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入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【都市システム工学科】 

①自然環境と調和した建設技術に興味を持っている人 

②道路・橋・港など建設構造物の維持管理に興味を持っている人 

③災害に負けない安全なまちづくりに貢献したい人 

 

 

学部等名 建設環境工学科（5学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【建設環境工学科】 

建設技術の基礎の上に、自然環境に配慮しながら持続可能な開発や社会基盤施設の建設に対

応できるシビルエンジニアの育成 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 
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（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【建設環境工学科】 

建設技術の基礎の上に、自然環境に配慮しながら持続可能な開発や社会基盤施設の建設に対

応できるシビルエンジニアの育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成
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する。 

【建設環境工学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）土木工学の基礎科目： 構造、水理、地盤、材料、施工、環境、計画を基盤とした専門科目群 

（３）技術習得に関する科目：製図法、測量実習、ＣＡＤ、工学実験・演習などの実技科目 

（４）課題探究能力育成科目：シビックデザイン演習、工学セミナー、卒業研究などの問題解決能

力、応用力、チームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（５）土木工学に関連する専門科目：機械・電子工学概論、知的財産権、廃炉・原子力などの、他

分野の科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 

３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【建設環境工学科】 

①自然環境と調和した建設技術に興味を持っている人 

②道路・橋・港など建設構造物の維持管理に興味を持っている人 

③災害に負けない安全なまちづくりに貢献したい人 

 

学部等名 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科（1-5学年） 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 
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(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【ビジネス系学科と専攻】 

①自己実現ができるビジネス・スペシャリスト 

②グローバルなコミュニケーション能力を有するビジネス・スペシャリスト 

③論理的思考に優れたビジネス・スペシャリスト 

④長期的な視野をもち、持続可能な社会の実現に貢献するビジネス・スペシャリスト 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【ビジネスコミュニケーション学科】 

社会に対して広く関心を持ち、進展するグローバル化に対応できるリテラシー（語学や情報など）

を身につけるとともに、環境問題に配慮し持続可能な社会に貢献できる人材の育成 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【ビジネス系学科と専攻】 

①自己実現ができるビジネス・スペシャリスト 

②グローバルなコミュニケーション能力を有するビジネス・スペシャリスト 

③論理的思考に優れたビジネス・スペシャリスト 

④長期的な視野をもち、持続可能な社会の実現に貢献するビジネス・スペシャリスト 

 

準学士課程における各学科で養成する人材像 

【ビジネスコミュニケーション学科】 

社会に対して広く関心を持ち、進展するグローバル化に対応できるリテラシー（語学や情報など）

を身につけるとともに、環境問題に配慮し持続可能な社会に貢献できる人材の育成 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜準学士課程（本科）＞ 

 １．豊かな教養と周囲に配慮できる人間性 

 ２．専門分野の基礎知識とそれらの総合的応用能力 

 ３．自ら工夫し、広い視野から新しい発想ができる能力 

 ４．自己を啓発し、課題を分析して解決する能力 

 ５．モノづくりやデザインの実践力 

 ６．基礎的なコミュニケーション能力と情報技術を活用したプレゼンテーション能力 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教
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育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○準学士課程（本科） 学科ごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各学科では、以下の科目群を系統的に編成

する。 

【ビジネスコミュニケーション学科】 

（１）低学年における科目：数学、物理、化学などの理系教養科目、英語、国語、歴史などの文系

教養科目、および情報リテラシー基礎科目 

（２）以下の諸分野を横断する幅広い社会科学の専門科目 

①人文系：歴史という縦軸と社会という横軸から現代社会を理解するための幅広い専門科目群 

②数理系：微積分などの基礎数学と統計などの応用数学についてのたしかな学力を身につける

ための専門科目群 

③語学系：文化的な背景までを含めたたしかな語学力と、研究・ビジネスなどの分野における応用

力を養うための専門科目群 

④経営系：経営学を中心に、組織や人間関係に関する知識を涵養するための専門科目群 

⑤経済系：ミクロ経済・マクロ経済などの経済理論を中心にした専門科目群 

⑥情報系：プログラミングや情報リテラシーなどを高いレベルで習得するための専門科目群 

⑦会計系：社会経済の多方面における人間の諸活動に大きな影響を与えている会計学について

の知識と応用力を身につけるための専門科目群 

（３）主体的に問題を探究し、研究を遂行する能力を涵養する科目：卒業研究など、主体的な問題

意識にもとづいて研究を遂行する能力を養うための専門科目群 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○準学士課程（本科） 

望ましい学生像 

【全学科】 

１．創造的な「モノづくり」に強い興味を持っている人 

２．基礎的学習内容を十分に理解し、自ら学ぼうとする人 

３．自ら目標を立て、達成に向けて粘り強く努力する人 

４．あらゆる物事に関心を持ち、深く探究する人 

５．しっかりしたモラルを持ち、まわりの人たちを尊重する人 

入学者選抜の基本方針 

１．中学校で学習する国語・社会・数学・理科・英語の学習内容を十分に理解していること 

２．中学校での成績評価が良好なこと 
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３．課題達成型推薦入試においては、モノづくりや課外活動などの課題に取り組み、顕著な結果

を残していること 

 

【ビジネスコミュニケーション学科】 

①社会・経済のしくみや動きに広く関心のある人 

②外国語によるコミュニケーション能力を高めて、グローバルに活躍したい人 

③情報リテラシーを身につけて、高度情報化社会で活躍したい人 

④地球環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献したい人 

 

学部等名 専攻科産業技術システム工学専攻 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 

２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

専攻科課程の各専攻で養成する人材像 

【産業技術システム工学専攻】 

本科の機械システム工学科、電気電子システム工学科、化学・バイオ工学科、都市システム工学

科のそれぞれの専門分野の基礎学力を充実させ、その応用性や専門性を深める。また復興人材

育成特別プログラムにより地域復興に活躍できる人材を育成する。 

本専攻は次の４つのコースから成る。 

 

＜生産・情報システム工学コース＞ 

  機械系・電気系の材料工学分野及び機械加工系、電子・情報工学系を融合した教育・研究を

行う。機械設計関連、システム制御関連、電子物性関連及び情報関連分野に関するより高度で

応用性の高い専門科目を学び生産・情報分野で活躍できる人材を育成する。このコースの教育

研究は復興人材育成特別プログラムのロボット技術、メカトロニクス、防災通信等 と密接に関係し

ており、これらの分野で地域の復興に活躍できる人材も育成する。 

＜エネルギーシステム工学コース＞ 
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機械系・電気系のエネルギー関連分野の教育・研究を行う。エネルギー分野に関するより高度で

応用性の高い専門科目を学び、機械・電気関連のエネルギー分野で活躍できる人材を育成す

る。このコースの教育研究は復興人材育成特別プログラムの再生可能エネルギー分野、原子力

安全工学分野にも密接に関係しており、エネルギー関連産業で活躍できる人材も育成する。 

＜化学・バイオ工学コース＞ 

応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野の教育・研究を行う。化学・バイオ工学科

（準学士課程）専門分野の基礎学力をさらに充実させたうえで、その専門性を高める。さらに、現

代の応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野における先端技術やその動向に柔軟

に対応できる人材の養成を目指す。このコースの教育・研究は、復興人材育成特別プログラムの

放射線計測関連分野に関係しており、廃炉技術の重要な一分野である放射線及び放射性物質

の取扱いに必要な種々の基本的な学識を修めさせることも目標としている。 

＜社会環境システム工学コース＞ 

建設・環境系の教育・研究を行う。土木工学と環境工学に関する専門知識を修得し、さらに関連

科目の履修を通して複眼的視野を深める。これらを通して日々進化する先端技術に柔軟に対応

しつつ、環境に配慮することのできる建設技術を身につけた人材の養成を目指す。このコースの

教育研究は、復興人材育成特別プログラムの減災工学分野に関係しており、まちを災害から守る

技術分野や災害復興に取り組む分野で活躍することのできる人材の育成も行う。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

専攻科課程の各専攻で養成する人材像 

【産業技術システム工学専攻】 

本科の機械システム工学科、電気電子システム工学科、化学・バイオ工学科、都市システム工学

科のそれぞれの専門分野の基礎学力を充実させ、その応用性や専門性を深める。また復興人材

育成特別プログラムにより地域復興に活躍できる人材を育成する。 

本専攻は次の４つのコースから成る。 

 

＜生産・情報システム工学コース＞ 

  機械系・電気系の材料工学分野及び機械加工系、電子・情報工学系を融合した教育・研究を

行う。機械設計関連、システム制御関連、電子物性関連及び情報関連分野に関するより高度で

応用性の高い専門科目を学び生産・情報分野で活躍できる人材を育成する。このコースの教育

研究は復興人材育成特別プログラムのロボット技術、メカトロニクス、防災通信等 と密接に関係し

ており、これらの分野で地域の復興に活躍できる人材も育成する。 

＜エネルギーシステム工学コース＞ 

機械系・電気系のエネルギー関連分野の教育・研究を行う。エネルギー分野に関するより高度で

応用性の高い専門科目を学び、機械・電気関連のエネルギー分野で活躍できる人材を育成す

る。このコースの教育研究は復興人材育成特別プログラムの再生可能エネルギー分野、原子力

安全工学分野にも密接に関係しており、エネルギー関連産業で活躍できる人材も育成する。 

＜化学・バイオ工学コース＞ 

応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野の教育・研究を行う。化学・バイオ工学科

（準学士課程）専門分野の基礎学力をさらに充実させたうえで、その専門性を高める。さらに、現

代の応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野における先端技術やその動向に柔軟

に対応できる人材の養成を目指す。このコースの教育・研究は、復興人材育成特別プログラムの
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放射線計測関連分野に関係しており、廃炉技術の重要な一分野である放射線及び放射性物質

の取扱いに必要な種々の基本的な学識を修めさせることも目標としている。 

＜社会環境システム工学コース＞ 

建設・環境系の教育・研究を行う。土木工学と環境工学に関する専門知識を修得し、さらに関連

科目の履修を通して複眼的視野を深める。これらを通して日々進化する先端技術に柔軟に対応

しつつ、環境に配慮することのできる建設技術を身につけた人材の養成を目指す。このコースの

教育研究は、復興人材育成特別プログラムの減災工学分野に関係しており、まちを災害から守る

技術分野や災害復興に取り組む分野で活躍することのできる人材の育成も行う。 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜専攻科課程＞ 

１．地球的視野から人や社会や環境に配慮できる能力を養うための倫理・教養 

２．工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創造

の時代に柔軟に対応できる能力 

３．工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工夫

して新しい産業技術を創造できる能力 

４．情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題解決のみならず課題探究する能力 

５．モノづくりやシステムデザイン能力を生かした創造的実践力 

６．情報技術を活用した、国際社会で必要なコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能

力 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○専攻科課程 各専攻、コースごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各専攻各コースでは、以下の科目群を系統

的に編成する。 

【産業技術システム工学専攻】 

＜生産・情報システム工学コース＞ 
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このコースでは、専攻の分野ごとに以下の科目群を編成する． 

・機械工学 

（１）専門基礎科目：応用解析学、力学総論、応用塑性加工学、品質工学、制御システム工学など 

（２）技術習得に関する科目：生産・情報システム工学実験など 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱなどの課題設定と

その解決能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための

科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業財産権、産業技術論、科学技術史、製品開発論などの他

分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済

学、現代化学などの科目 

・電気電子工学 

（１）専門基礎科目：数理計画論、応用電子制御工学、制御システム工学、情報科学論、産業応

用情報工学など 

（２）技術習得に関する科目：生産・情報システム工学実験など 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱなどの課題設定と

その解決能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための

科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業財産権、産業技術論、科学技術史、製品開発論などの他

分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済

学、現代化学などの科目 

＜エネルギーシステム工学コース＞ 

このコースでは、専攻の分野ごとに以下の科目群を編成する． 

・機械工学 

（１）専門基礎科目：応用解析学、力学総論、応用塑性加工学、品質工学、制御システム工学など 

（２）技術習得に関する科目：エネルギーシステム工学実験など 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱなどの課題設定と

その解決能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための

科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業財産権、産業技術論、科学技術史、製品開発論などの他

分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済

学、現代化学などの科目 

・電気電子工学 

（１）専門基礎科目：数理計画論、応用電子制御工学、制御システム工学、電力流通工学、応用

電磁気学など 

（２）技術習得に関する科目：エネルギーシステム工学実験など 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ、特別研究Ⅱなどの課題設定と

その解決能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための

科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業財産権、産業技術論、科学技術史、製品開発論などの他

分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済

学、現代化学などの科目 

＜化学・バイオ工学コース＞ 

（１）専門基礎科目：プロセス物理化学、応用材料化学、応用合成化学、現代分析化学、応用有

機化学、構造物理化学、生体分子機能工学などの応用化学、生物工学を基盤とした専門科目群 

（２）技術習得に関する科目：化学・バイオ工学実験、インターンシップ A・B・Cなどの実技・実習系

科目 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ・Ⅱなどの課題設定とその解決
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能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業技術論、応用解析学、力学総論、材料科学、情報科学論、

ビジネス英語などの他分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済学

などの科目 

＜社会環境システム工学コース＞ 

（１）専門基礎科目：構造解析論、維持・管理工学、地下空間工学、水工学、水環境工学、数理計

画論などの土木工学や環境工学を基盤とした専門科目群 

（２）技術習得に関する科目：社会環境システム工学実験、インターンシップ A・B・C などの実技・

実習系科目 

（３）課題探究能力育成科目：システムデザイン演習、特別研究Ⅰ・Ⅱなどの課題設定とその解決

能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力といった総合的能力を養うための科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業技術論、応用解析学、力学総論、材料科学、情報科学論、

科学技術史、ビジネス英語などの他分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、ビジネス英語、現代英語Ⅰ、製品開発論、生産管理論、都市経済

学、現代化学などの科目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○専攻科課程 

望ましい学生像 

【全専攻】 

１．専門の知識と基礎技術を有し、より高度な実践的かつ創造的技術を修得する意欲のある人 

２．工学と経営の融合した分野に強い興味を持っている人 

３．職業人としての倫理観を身につけ、専門分野で地域及び社会の発展に貢献したい人 

【産業技術システム工学専攻】 

＜生産・情報システム工学コース＞ 

①機械・電気の専門的な基礎力を有し、機械・情報を活用した創造的なモノづくりに興味を持って

いる人 

②生産・情報分野の技術者としての素養を身につけ、豊かな社会の発展に貢献することに意欲を

持っている人 

＜エネルギーシステム工学コース＞ 

①機械・電気の専門的な基礎力を有し、エネルギー分野に興味を持っている人 

②エネルギー分野の技術者としての素養を身につけ、豊かな社会の発展に貢献することに意欲

を持っている人 

＜化学・バイオ工学コース＞ 

①応用化学分野・生命工学分野及びそれらの関連分野の学修と研究に打ち込み、先端技術に

柔軟に対応できる知識とスキルを修得したい人 

②工学を修める者としての確かな倫理観を持ち、工学の発展及び地域・社会の環境改善に貢献

したい人 

＜社会環境システム工学コース＞ 

①建設・環境工学の研究に打ち込み、先端技術に柔軟に対応する知識とスキルを修得したい人 

②確かな倫理観を持ち、工学の発展及び地域・社会の環境改善に貢献したい人 

 

学部等名 専攻科ビジネスコミュニケーション学専攻 

教育研究上の目的（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/rinen.html） 

（概要） 

教育理念 

１．広く豊かな教養と人間力の育成 
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２．科学技術の基礎的素養と創造性及び実践性の育成 

３．固有の才能の展開と国際的な視野及びコミュニケーション能力の育成 

 

学習・教育目標 

(Ａ) 地球的視野から人や社会や環境に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できる能力を養う

ために、倫理・教養を身につける。 

(Ｂ) 工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創

造の時代に柔軟に対応できる能力を身につける。 

(Ｃ) 工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工

夫して新しい産業技術を創造できる能力を身につける。 

(Ｄ) イノベーションに即応するために、 情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題

解決のみならず課題探究する能力を身につける。 

(Ｅ) モノづくりやシステムデザイン能力を養うことにより、創造的実践力を身につける。 

(Ｆ) 情報技術を活用して、グローバルなコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力を

身につける。 

 

養成する人材像 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

専攻科課程の各専攻で養成する人材像 

【ビジネスコミュニケーション学専攻】 

準学士課程のビジネスコミュニケーション学科の専門的な基礎学力を充実させ、その応用性や専

門性を深めることで、地域社会の発展に貢献するとともに、グローバルに活躍できる人材を育成す

る。本専攻は次の１つのコースから成る。 

 

＜ビジネスコミュニケーション学コース＞ 

準学士課程のビジネスコミュニケーション学科で習得した社会学系知識の応用力を育み、さらに

専門性を深める科目を履修する。くわえて、工学系とビジネス系のシナジー効果を期待できる科

目を履修することにより、工学の基礎知識と国際社会で通用するビジネスコミュニケーション能力

を併せ持つ人材の育成をめざす。また、復興人材育成特別プログラムをはじめとするカリキュラム

により、社会の持続可能性に配慮しながら地域社会の発展に貢献するとともに、たしかなコミュニ

ケーション能力と国際感覚をもち、地域社会と国際社会の垣根をこえてグローバルに活躍する人

材を育成する。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/diplomapolicy.html） 

（概要） 

○養成する人材像 

 ＜準学士課程（本科）、専攻科課程＞ 

【工学系学科と専攻】 

①十分な基礎学力の上に専門知識を修得し、知識創造の時代に柔軟に対応できるエンジニア 

②イノベーションに即応するために、問題解決のみならず課題探究できるエンジニア 

③モノづくりと環境保全の調和に配慮し、持続可能な社会の発展に貢献できるエンジニア 

④グローバルなコミュニケーション能力を備え、ビジネス系の知識も獲得した実践的エンジニア 

 

専攻科課程の各専攻で養成する人材像 

【ビジネスコミュニケーション学専攻】 

準学士課程のビジネスコミュニケーション学科の専門的な基礎学力を充実させ、その応用性や専
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門性を深めることで、地域社会の発展に貢献するとともに、グローバルに活躍できる人材を育成す

る。本専攻は次の１つのコースから成る。 

 

＜ビジネスコミュニケーション学コース＞ 

準学士課程のビジネスコミュニケーション学科で習得した社会学系知識の応用力を育み、さらに

専門性を深める科目を履修する。くわえて、工学系とビジネス系のシナジー効果を期待できる科

目を履修することにより、工学の基礎知識と国際社会で通用するビジネスコミュニケーション能力

を併せ持つ人材の育成をめざす。また、復興人材育成特別プログラムをはじめとするカリキュラム

により、社会の持続可能性に配慮しながら地域社会の発展に貢献するとともに、たしかなコミュニ

ケーション能力と国際感覚をもち、地域社会と国際社会の垣根をこえてグローバルに活躍する人

材を育成する。 

 

○卒業時（修了時）に身に付けるべき学力や資質・能力 

＜専攻科課程＞ 

１．地球的視野から人や社会や環境に配慮できる能力を養うための倫理・教養 

２．工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合的な専門知識を修得し、知識創造

の時代に柔軟に対応できる能力 

３．工学系科目－ビジネス系科目の協働（シナジー）効果により、複眼的な視野を持って自ら工夫

して新しい産業技術を創造できる能力 

４．情報収集や自己学習を通して常に自己を啓発し、問題解決のみならず課題探究する能力 

５．モノづくりやシステムデザイン能力を生かした創造的実践力 

６．情報技術を活用した、国際社会で必要なコミュニケーション能力およびプレゼンテーション能

力 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/curriculumpolicy.html） 

（概要） 

「学習教育目標」「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を身につけるため、次のような教育課程の

編成方針、および成績評価基準（カリキュラムポリシー）に基づいて教育を実施している。 

 

○編成方針 

（１）準学士課程（本科）においては、くさび型※の構成であり、「学習教育目標」「ディプロマ・ポリ

シー」を身に付けるための必修科目、選択科目を適切に設定した、5 年一貫の体系的な教育課程

を編成する。専攻科においては、準学士課程の内容からの接続、発展を考慮した、より高度な教

育課程を編成する。 

※くさび型の教育課程：低学年次においては一般科目を多く配置し、学年の進行に伴い専門科

目を多く配置する教育課程 

（２）「ディプロマ・ポリシー」に定めた能力を深化させるため、高学年、および専攻科においては、

モノづくり、校外での体験、問題解決能力の養成等に関する科目を開設する。 

（３）教育課程を編成するに当たっては、全学年で基本的な知識・技能の修得、それらを応用し思

考、判断する能力の修得、それらを自発的に学習できる態度・志向性を修得できるように配慮し

て、科目配置や科目毎の授業内容や授業計画を設計しシラバスに記載し、シラバスにしたがい教

育を実施する。 

 

○成績評価基準 

（１）科目の成績評価は、定期試験の成績および平素の成績をもとに行う。評価方法はシラバスに

記載し、記載された評価方法に基づいて公平に成績評価を実施する。 

（２）科目の成績評価結果は 100 点法で行い、60 点以上を合格とする。 

（３）各科目について、成績評価が 60 点以上の場合は単位の修得を認定する。 

 

○専攻科課程 各専攻、コースごとの教育課程編成方針 

ディプロマポリシーで掲げた能力を育成するために、各専攻各コースでは、以下の科目群を系統
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的に編成する。 

【ビジネスコミュニケーション学専攻】 

＜ビジネスコミュニケーション学コース＞ 

（１）専門基礎科目：情報科学論、製品開発論、経営分析論、生産管理論、経営管理論、財務諸

表論、広告メディア論、グローバル経営論 

（２）技術習得に関する科目：システム論、データベース論、数理意思決定論 

（３）課題探究能力育成科目：新事業開発、経営学演習、システムデザイン演習、特別研究Ⅰ、特

別研究Ⅱなどの課題設定とその解決能力や応用力、コミュニケーション力やチームワーク力とい

った総合的能力を養うための科目 

（４）専攻の分野に関連する科目：産業財産権、産業技術論、経済産業論、都市経済学などの他

分野の科目 

（５）専攻外の科目：倫理学、現代英語Ⅰ、現代英語Ⅱ、日本文化論、現代英語Ⅲ、現代科学、科

学技術史、ビジネス英語、環境解析評価論、再生可能エネルギー工学、放射線工学、環境保全

工学、産業安全工学総論、応用防災通信、原子力安全工学、減災工学、モノづくり概論などの科

目 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/admissionpolicy.html） 

（概要） 

アドミッションポリシー（入学者受入方針）は、本校の学習・教育目標を達成できる能力を持った人

を入学させるための方針で、次のように定めている。 

○専攻科課程 

望ましい学生像 

【全専攻】 

１．専門の知識と基礎技術を有し、より高度な実践的かつ創造的技術を修得する意欲のある人 

２．工学と経営の融合した分野に強い興味を持っている人 

３．職業人としての倫理観を身につけ、専門分野で地域及び社会の発展に貢献したい人 

【ビジネスコミュニケーション学専攻】 

＜ビジネスコミュニケーション学コース＞ 

①現代社会への幅広い関心を持ち、社会科学の研究と、語学や情報、環境問題などの関連分野

の学習に打ち込む意欲を持っている人 

②たしかなコミュニケーション能力と情報リテラシーを身につけ、地域社会と国際社会の垣根をこ

えてグローバルに活躍する意欲のある人 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：福島高専 HP＞学校案内＞情報公開＞教育情報の公表 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/info/kyouikujouhounokouhyou.html 
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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 

－ 8 人 － 8 人 

機械システム工学科 － 3 人 6 人 人 1 人 人 10 人 

電気電子システム工学科 － 3 人 6 人 人 人 人 9 人 

化学・バイオ工学科 － 5 人 5 人 1 人 2 人 人 13 人 

都市システム工学科 － 3 人 4 人 人 3 人 人 10 人 

ビジネスコミュニケーション学科 － 2 人 5 人 人 3 人 人 10 人 

一般教科 － 11 人 12 人 2 人 人 人 25 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

人 36 人 36 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：国立高専研究情報ポータル 

https://research.kosen-k.go.jp/ 

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） 

・学生への授業改善アンケートを実施し、各科目教員にフィードバックしている。 

・教員間で相互授業参観を実施し、他の教員の指導方法を参考にできる機会を設けている。 

 

 

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 

機械工学科 40 人   40 人 33 人 82.5％ 若干名 人 

機械システム

工学科 40 人 41 人 102.5％ 160人 167 人 104.4％ 若干名 2 人 

電気工学科 40 人   40 人 39 人 97.5％ 若干名 1 人 

電気電子シス

テム工学科 40 人 40 人 100％ 160人 157 人 98.1％ 若干名 2 人 

物質工学科 40 人   40 人 41 人 102.5％ 若干名 1 人 

化学・バイオ

工学科 40 人 41 人 102.5％ 160人 163 人 101.9％ 若干名 1 人 

建設環境工学

科 40 人   40 人 37 人 92.5％ 若干名 1 人 

都市システム

工学科 40 人 41 人 102.5％ 160人 164 人 102.5％ 若干名 1 人 

ビジネスコミュ

ニケーション学

科 40 人 40 人 100％ 200人 204 人 102％ 若干名 人 

合計 200人 203人 101.5％ 1,000人 1,005人 100.5％ 人 9人 

産業技術シス

テム工学専攻 16 人 38 人 237.5％ 32 人 70 人 218.8％ 人 人 

ビジネスコミュ 4 人 5 人 125％ 8 人 7 人 87.5％ 人 人 
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ニケーション学

専攻 

合計 20人 43人 215％ 40人 77人 192％ 人 人 

（備考） 

機械工学科、電気工学科、物質工学科及び建設環境工学科は平成２８年度をもって、学生募集停止した。 

機械システム工学科、電気電子システム工学科、化学・バイオ工学科及び都市システム工学科は平成２９年

度に設置し、まだ完成年度を超えていない。 

 

 

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 

機械工学科 
40 人 

（100％） 

18 人 

（45％） 

20 人 

（50％） 

2 人 

（5％） 

電気工学科 
41 人 

（100％） 

19 人 

（46.3％） 

20 人 

（48.8％） 

2 人 

（4.9％） 

物質工学科 
36 人 

（100％） 

21 人 

（58.3％） 

14 人 

（38.9％） 

1 人 

（2.8％） 

建設環境工学

科 

36 人 

（100％） 

20 人 

（55.6％） 

16 人 

（44.4％） 

人 

（  ％） 

コミュニケーシ

ョン情報学科 

37 人 

（100％） 

10 人 

（27.0％） 

20 人 

（54.1％） 

7 人 

（18.9％） 

合計 
190 人 

（100％） 

88 人 

（46.3％） 

90 人 

（47.4％） 

12 人 

（6.3％） 

産業技術シス

テム工学専攻 

22 人 

（100％） 

4 人 

（18.2％） 

18 人 

（81.8％） 

人 

（  ％） 

ビジネスコミュ

ニケーション学

専攻 

2 人 

（100％） 

人 

（  ％） 

2 人 

（100％） 

人 

（  ％） 

合計 
24 人 

（100％） 

4 人 

（16.7％） 

20 人 

（83.3％） 

人 

（  ％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学・茨城大学・東京農工大学・福島高専専攻科、宇都宮大学等 

キヤノン(株)・JX 金属(株)・第一三共ケミカルファーマ(株)・アルプスアルパイン(株)・日本原子力研究開発機構・

花王(株)・東日本旅客鉄道(株)・エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)等 

（備考） 
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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 

機械工学科 
42人 

（100％） 

36人 

（85.7％） 

3人 

（7.1％） 

3人 

（7.1％） 

人 

（  ％） 

電気工学科 
42人 

（100％） 

36人 

（85.7％） 

3人 

（7.1％） 

3人 

（7.1％） 

人 

（  ％） 

物質工学科 
41人 

（100％） 

34人 

（82.9％） 

2人 

（4.9％） 

5人 

（12.2％） 

人 

（  ％） 

建設環境工学

科 

42人 

（100％） 

36人 

（85.7％） 

3人 

（7.1％） 

3人 

（7.1％） 

人 

（  ％） 

コミュニケー

ション情報学

科 

42人 

（100％） 

32人 

（76.2％） 

6人 

（14.3％） 

3人 

（7.1％） 

人 

（  ％） 

産業技術シス

テム工学専攻 

22人 

（100％） 

21人 

（95.5％） 

人 

（  ％） 

1人 

（4.5％） 

人 

（  ％） 

ビジネスコミュ

ニケーション学

専攻 

2人 

（100％） 

2人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
233人 

（100％） 

197人 

（84.5％） 

17人 

（7.3％） 

18人 

（7.7％） 

人 

（  ％） 

（備考）本科生は、H27年度（H31年度卒業）入学生数による。専攻科生は、H30年度（H31年度卒業）入

学生数による。 

 

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） 

ディプロマポリシーを定め、その能力を身に付けるために、カリキュラムポリシーを策定し、これに

基づいた教育課程により適切な教育を実施している。教育課程表を着実に実施するため、毎年

度、学科毎に授業科目の担当教員を決定し、各シラバスを作成する。学生の教育効果も踏まえ

た成績評価方法をシラバスに記載され、年間授業が計画的に実施される。 

 

 

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）科目毎に学修効果を考慮し、定期試験や課題等の成績評価割合を設定している。これら評

価方法はシラバスに記載され、あらかじめ学生に公表される。また、卒業研究や特別研究等の実習科

目は成果発表会の実施、卒業論文の提出、実験科目ではレポートの提出等により適正に評価のう

え、単位を与えている。「学則」及び「福島工業高等専門学校試験及び成績評価に関する規則」によ

り、成績評価や単位認定の基準を示し、進級・卒業・修了を認定している。 

 

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） 

 

機械工学科 167 単位 有・○無  単位 

電気工学科 167 単位 有・○無  単位 

物質工学科 167 単位 有・○無  単位 

建設環境工学科 167 単位 有・○無  単位 

ビジネスコミュニケー

ション学科 
167 単位 有・○無  単位 

コミュニケーション情 167 単位 有・○無  単位 
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報学科 

 

産業技術システム工

学専攻 
62 単位 有・○無  単位 

ビジネスコミュニケー

ション学専攻 
62 単位 有・○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：福島高専 HP＞学校案内＞情報公開＞教育情報の公表 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/info/kyouikujouhounokouhyou.html 
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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 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 
機械システ

ム工学科 

234,600 円 84,600 円 
96,050～ 

134,250 円 

その他内訳 

日本スポーツ振興センター共済

掛金：1550円 

学生会費：8500円 

学生会入会金：1000円 

後援会費：6000円 

後援会入会金：10000円 

課外活動助成費：15000円 

寮生会費：3000円（寮生の

み） 

寄宿舎料：二人部屋 4200円

（寮生のみ） 

教科書代：30000～35000円 

教具教材費：24000～50000円 

 
電気電子シス

テム工学科 

 
化学・バイオ

工学科 

 
都市システム

工学科 

 機械工学科 

 電気工学科 

 物質工学科 

 
建設環境工

学科 

 

ビジネスコミュ

ニケーション

学科 

 
産業技術シス

テム工学専攻 

234,600 円 

 

 

 

84,600 円 

 

 

 

19,830～ 

40,010 円 

 

 

 

その他内訳 

日本スポーツ振興センター共済

掛金：1550円 

学生会費：8500円 

学生会入会金：1000円（福島

高専出身者以外のみ） 

後援会費：6000円 

後援会入会金：10000円（福島

高専出身者以外のみ） 

教科書代：3780～12960円 

 

ビジネスコミュ

ニケーション

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） 

クラス担任制により随時、修学に関する相談が可能な体制としている。また、学生学習支援センターを

設置し、学生の学習支援に関する企画・検討ができる体制を整えている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

クラス担任制により随時、進路相談支援が可能な体制としている。 

また、学内に男女共同参画・キャリア教育支援室を設け、進路相談への体制を整えている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

クラス担任制により随時、心身の健康等の相談支援を可能とし、保護者と連携できる体制としている。

また、学生保健センターを設置し、教員、保健室、カウンセラー、スクールソーシャルワーカーが連携

して、学生の心身の健康相談に対応する体制を整えている。 
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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：福島高専 HP＞学校案内＞情報公開＞教育情報の公表 

http://www.fukushima-nct.ac.jp/annai/info/kyouikujouhounokouhyou.html  
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（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 
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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 
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（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 
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（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。 


