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図や一部文章は当該高専 HP及び当該高専が作成する資料より引用 

高知工業高等専門学校 HP：https://www.kochi-ct.ac.jp/ 

キャンパスガイド：https://www.kochi-ct.ac.jp/guide/pamphlet0/miraibito2020.pdf 

学校要覧：https://www.kochi-ct.ac.jp/college/youran0/all02.pdf 
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＊アクセス(図は高知高専HPより引用) 

〒783-8508 高知県南国市物部乙 200-1 

 

 

図 1 アクセスマップ 

https://www.kochi-ct.ac.jp/
https://www.kochi-ct.ac.jp/guide/pamphlet0/miraibito2020.pdf
https://www.kochi-ct.ac.jp/college/youran0/all02.pdf


＊特色 

・平成 28 年度から既存学科をソーシャルデザイン工学科に改編し、エネルギー・環境コー

ス、ロボティクスコース、情報セキュリティコース、まちづくり・防災コース、新素材・

生命コースの 5コースを設置 

・専攻科は機械・電気工学専攻、物質工学専攻、建設工学専攻の 3専攻編成である 

・建設工学のみ JABEE 認定を継続中 

・文部科学省、日本学術振興会などが推進する大学教育推進プログラムを採用 

 

＊教育目標・教育理念(図は高知高専HPより引用) 

 

図 2 教育理念・教育目標 

 

＊JABEE(一部文章及びリンクは高知高専HPより引用) 

高知高専の教育プログラム 

・「建設工学」教育プログラム 

は JABEE 教育プログラムとして認定されている。本教育プログラムは、本科環境都市デ

ザイン工学科 4，5 年及び専攻科建設工学専攻 1，2年の該当する科目によって構成されて

いる。 

なお、機械・電気工学教育プログラム及び物質工学教育プログラムは令和 2年 3月 31 日



をもって終了。 

  

目次 

• 技術士補登録 

• 建設工学専攻教育プログラム 

• リンク 

  

技術士補登録 

 JABEE 認定された教育機関は，官報により文部科学省大臣が技術士補となるための課

程として指定される。 

 本校の教育プログラム「建設工学」は，H16.3.26付官報に、機械・電気工学専攻，物質

工学専攻は、H17.6.6 付官報に掲載され、指定されている。 

 建設工学専攻の修了生の場合には平成 15 年 3 月修了者から，電気・機械工学専攻や物

質工学専攻の修了生の場合には平成 16 年 3 月修了生から，技術士補登録申請ができる。 

「技術士補登録の手引」によりますと，技術士補の新規登録申請のためには， 

• 「技術士登録申請書」又は「技術士補登録申請書」 

• 申請者の本籍地の市区町村長発行の身分（身元）証明書 

• 登記所（東京法務局登記官）発行の登記されていないことの証明書 

• 「専攻科修了証明書」 （文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における

課程を修了した者が申請する場合は，当該教育機関を修了したことを証する証明書

又は書面 （技術士法第３１条の２第２項）に相当） 

などが必要になる。 

 上記のような必要書類をそろえて，技術士補登録をしてください。 

 なお、詳細につきましては，日本技術士会のホームページの「試験・登録情報」の登録

や，「技術士補登録の手引」を取り寄せて、よく読んでください。 

  

教育プログラム 

建設工学専攻 

 建設工学専攻の教育プログラムについてはこちらを御覧下さい。 

（以下の内容を含みます） 

• 育成しようとする技術者像，学習教育到達目標 

• 学習・教育到達目標と授業科目の対応表 

• 履修要件・修了要件 

https://www.kochi-ct.ac.jp/jabee/jabeeep#touroku
https://www.kochi-ct.ac.jp/jabee/jabeeep#program_ce
https://www.kochi-ct.ac.jp/jabee/jabeeep#links
http://www.engineer.or.jp/
http://www.ce.kochi-ct.ac.jp/?page_id=20


• 履修の手引 

• 履修者登録願 

• 達成度点検表 

 

＊3つのポリシー(URLは高知高専 HPより引用) 

高知高専 3 つのポリシー 

 

＊入試形態(URLは高知高専 HPより引用) 

令和 3年度本科学生募集要項 

令和 3年度編入学学生募集要項  

令和 3年度専攻科学生募集要項  

 

＊試験状況及び偏差値や倍率(図は高知高専HPより引用) 

偏差値 59 

 

図 3 学生情報(在籍数・入学志願者数等) 

 

 

 

 

 

https://www.kochi-ct.ac.jp/files/uploads/2019psd1_03.pdf
https://www.kochi-ct.ac.jp/bosyu/yoko2021.pdf
https://www.kochi-ct.ac.jp/files/uploads/hen2021.pdf
https://www.kochi-ct.ac.jp/files/uploads/sen03.pdf


＊卒業後の進路状況(図表は高知高専 HPより引用) 

本科生就職先(令和元年度) 

 

本科生進学先 

 



専攻科生 進路状況  

平成 30 年度：第 18 期生 

（修了生数 機械電気工学：6 名 物質工学：3 名 建設工学：13 名） 

 高知県内就職割合：29％ 

就職 

73.9 % 

 県内：高知県庁，ミロク機械(株)など 

 県外：(株)マツダ E&T，宇部興産 (株)，国土

交通省など 

進学 

21.7 % 

長岡技術科学

大学大学院，

奈良先端科学

技術大学大学

院，九州大学

大学大学院，

広島大学大学

院 

その他 

4.4 % 

平成 29 年度：第 17 期生 

（修了生数 機械電気工学：9 名 物質工学：4 名 建設工学：6 名） 

 高知県内就職割合：18％ 

就職 

57.9 % 

 県内：高知県庁など 

 県外：(株)SUBARU テクノ，(株)メ

ンバーズ，四国技術コンサルタント

(株)など 

進学 

36.8 % 

電気通信大学大学院，

京都工芸繊維大学 

大学院 

筑波大学大学院， 

電気通信大学大学院

など 

その他 

5.3 % 

平成 28 年度：第 16 期生 

（修了生数 機械電気工学：9 名 物質工学：3 名 建設工学：4 名） 

 高知県内就職割合：25％ 

就職 

50.0 % 

 県内：高知県庁など 

 県外：(株)フジシール，(株)日本触媒，宇部

興産(株)など 

進学 

50.0 % 

電気通信大学大学院，長岡技術科学大学大学

院   

奈良女子大学大学院，九州大学大学院など 

 



平成 27 年度：第 15 期生 

（修了生数 機械電気工学：10名 物質工学：6 名 建設工学：6 名） 

 高知県内就職割合：29％ 

就職 

63.6 % 

 県内：大旺新洋(株)，坂本技研(株)，高知県庁など 

 県外：(株)中央エンジニアリング，(株)日本触媒，(株)長

大など 

進学 

36.4 % 

北海道大学大学院， 

東北大学大学院   

筑波大学大学院， 

九州大学大学院など 

平成 26 年度：第 14 期生 

（修了生数 機械電気工学：16名 物質工学：4 名 建設工学：3 名） 

 高知県内就職割合：42％ 

就職 

54.5 % 

県内：兼松エンジニアリング，高知県庁，高知市役所 

など 

 県外：DIC グラフィックス(株)，(株)日本触媒など 

進学 

45.5 % 

徳島大学大学院，東北大学大学院   

九州大学大学院，岡山大学大学院

など 

平成 25 年度：第 13 期生 

（修了生数 機械電気工学：8 名 物質工学：3 名 建設工学：6 名） 

 高知県内就職割合：37％ 

就職 

50.0 % 

 県内：兼松エンジニアリング，高知大学職員など 

 県外：国土交通省，(株)日水コン，DIC(株)など 

進学 

50.0 % 

徳島大学大学院， 

東京工業大学大学院 

九州大学大学院， 

神戸大学大学院など 

平成 24 年度：第 12 期生 

（修了生数 機械電気工学：10名 物質工学：6 名 建設工学：5 名） 

 高知県内就職割合：33％ 

就職 

57.1 % 

 県内：高知県庁，構営技術コンサルタント(株)など 

 県外：旭化成(株)，日東電工(株)，神鋼テクノ(株)など 

進学 

42.9 % 

京都大学大学院，大阪大学大学院   

九州大学大学院，筑波大学大学院など 



平成 23 年度：第 11 期生 

（修了生数 機械電気工学：16名 物質工学：13名 建設工学：2 名） 

 高知県内就職割合：21％ 

就職 

64.5 % 

 県内：南国市役所，パシフィックソフトウェア開発(株)

など 

 県外：旭化成(株)，(株)大塚製薬工場，(株)アルバックな

ど 

進学 

36.5 % 

大阪大学大学院， 

東京工業大学大学院 

広島大学大学院， 

岡山大学大学院など 

 


