
Ｇ．学科改組の状況 

※（）内の数字は定員 

 

【平成 25 年度改組済み】 

 

①函館工業高等専門学校 

本科 5 学科を 3 学科に再編 

 

機械工学科(40) 

電気電子工学科(40)       生産システム工学科(120) 

情報工学科(40) 

物質工学科(40)          物質環境工学科(40) 

環境都市工学科(40)        社会基盤工学科(40) 

 

 

 

 

 

②小山工業高等専門学校 

本科 5 学科のうち 2 学科を 1 学科に再編 

 

電気情報工学科(40) 

電子制御工学科(40)  

 

 

 

【平成 26 年度改組済み】 

 

①阿南工業高等専門学校 

本科 4 学科を 1 学科に再編 

機械工学科(40) 

電気電子工学科(40)       

制御情報工学科(40) 

建設システム工学科(40) 

 

 

②沼津工業高等専門学校専攻科 

専攻科 3 専攻を 1 専攻に再編 

 

機械・電気システム工学専攻(4) 

制御・情報システム工学専攻(4)      総合システム工学専攻(12) 

応用物質工学専攻(4) 

＜学科横断コース＞ 

・グローバルマネジメントコース 

・ロボティクス履修コース 

・エネルギー履修コース 等 

電気電子創造工学科(80) 

・環境共生エネルギーコース 

・制御システムコース 

・情報デザインコース 

創造技術工学科(160) 

・機械コース 

・社会環境コース 

・電気電子コース 

・情報通信コース 

・材料化学コース 

・新機能材料工学コース 

・環境エネルギー工学コース 

・医療福祉機器開発工学コース 

（別紙２） 



【平成 27 年度改組済み】 

 

①八戸工業高等専門学校 

本科 4学科を1学科（4コース）に再編 

 

機械工学科（40） 

電気情報工学科（40） 

物質工学科（40）       

建設環境工学科（40） 

 

 

 

専攻科 3 専攻を 1 専攻（4 コース）に再編 

機械・電気システム工学専攻（8）  

物質工学専攻（4） 

建設環境工学専攻（4） 

 

 

 

 

②鶴岡工業高等専門学校 

本科 4 学科を 1 学科（4 コース）に再編 

 

機械工学科(40)  

電気電子工学科(40) 

制御情報工学科(40)  

物質工学科(40) 

 

 

専攻科 2 専攻を 1 専攻に再編 

機械電気システム工学専攻（12） 

物質工学専攻（4） 

 

 

③福島工業高等専門学校 

専攻科 3 専攻のうち 2 専攻を 1 専攻に再編 

 

機械・電気システム工学専攻(10) 

物質・環境システム工学専攻(10)  

 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻(5)       ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻(5 名) 

産業システム工学専攻（28） 

・機械システムデザインコース 

（福祉・医療・原子力） 

・電気情報システム工学コース（医療） 

・マテリアル・バイオ工学コース（金属・材料） 

・環境都市・建築デザインコース 

産業システム工学科（160） 

・機械システムデザインコース 

（福祉・医療・原子力） 

・電気情報工学コース（医療） 

・マテリアル・バイオ工学コース（金属・材料） 

・環境都市・建築デザインコース 

創造工学科(160) 

・電気電子コース 

・機械コース 

・情報コース 

・化学・生物コース 

生産システム工学専攻 

（16→将来的に 20まで） 

産業技術システム専攻(20 名) 



④舞鶴工業高等専門学校 

専攻科 2 専攻を 1 専攻（3 コース）に再編 

 

電気・制御システム工学専攻(8)  

建築・生産システム工学専攻(8)  

 

 

⑤松江工業高等専門学校 

本科 名称変更 

 

電気工学科（40）       電気情報工学科（40） 

 

 

⑥北九州工業高等専門学校 

本科 5 学科を 1 学科（5 コース）に再編 

 

機械工学科（40） 

制御情報工学科（40） 

電気電子工学科（40  

電子制御工学科（40） 

物質化学工学科（40） 

 

 

専攻科 3 専攻を 1 専攻（3 領域）に再編 

 

生産工学専攻（8） 

制御工学専攻（8） 

物質工学専攻（4） 

 

 

 

 

⑦金沢工業高等専門学校 

本科 グローバル情報工学科をグローバル情報学科に改組 

 

グローバル情報工学科（200）    グローバル情報学科（200） 

  

総合システム工学専攻(16) 

・電気電子システム工学コース 

・機械制御システム工学コース 

・建設工学コース 

生産デザイン工学科（200） 

3 年次から、 

・機械創造システムコース 

・知能機械システムコース 

・電気電子コース 

・情報システムコース 

・物質科学コース 

生産デザイン工学専攻（35） 

・環境・資源・材料領域 

・エネルギー応用・創生領域 

・機能・情報デザイン領域 



【平成 28 年度改組予定】 

 

①苫小牧工業高等専門学校 

本科 5 学科を 1 学科に再編 

 

機械工学科(40) 

環境都市工学科(40) 

物質工学科(40)         創造工学科（200） 

電気電子工学科(40) 

情報工学科(40)  

 

 

 

 

②釧路工業高等専門学校 

本科 5 学科を 1 学科（3 コース）に再編 

入学定員を 200 人→160 人に変更 

 

機械工学科(40) 

電気工学科(40) 

電子工学科(40)         創造工学科（160） 

情報工学科(40) 

建築学科(40) 

 

 

③福島工業高等専門学校 

本科 1 学科を改組 

 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ情報学科（40）      ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科（40） 

 

 

④岐阜工業高等専門学校 

専攻科 2 専攻を 1 専攻に改組 

 

電子システム工学専攻（12）      先端融合開発専攻（20） 

建設工学専攻(8) 

 

 

 

 

 

 

・機械系 

・社会基礎系 

・応用化学・生物系 

・電気電子系 

・情報化学・工学系 

・スマートメカニクスコース（60） 

・エレクトロ二クスコース（60） 

・建築デザインコース（40） 



⑤津山工業高等専門学校 

本科 4 学科を 1 学科（4 つの系）に再編 

 

機械工学科(40) 

電気電子工学科(40) 

電子制御工学科(40)         総合理工学科（160） 

情報工学科(40) 

 

 

 

 

⑥呉工業高等専門学校 

専攻科 1 学科を改組 

 

機械電子工学専攻（8）      プロジェクトデザイン工学専攻（40） 

建設工学専攻（8） 

 

 

⑦高知工業高等専門学校 

本科 4 学科を 1 学科（5 コース）に再編 

 

機械工学科(40) 

電気情報工学科(40) 

物質工学科(40)         ソーシャルデザイン工学科（160） 

環境都市デザイン工学科(40) 

 

 

 

 

 

⑧有明工業高等専門学校 

本科 5 学科を 1 学科に再編 

 

機械工学科(40) 

電気工学科(40) 

電子情報工学科(40)         ソーシャルデザイン工学科（200） 

物質工学科(40) 

建築学科(40) 

 

・先進科学系 

・機械システム系 

・電気電子システム系 

・情報システム系 

・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 

・エネルギーコース 

・応用科学コース 

・環境生命コース 

・メカニクスコース 

・情報システムコース 

・建築コース 


