
　大学院での研究は学部生時と違って主に自分で計画・目標を立て、実験方法なども考えて進めていくので、研究で本当
にやってみたいと思えることがある人に向いていると思います。また、学会やゼミ等で自身の研究成果を発表し討論できる
機会があるのでプレゼン能力やディベート能力が身に付きます。
　大学院では専門性だけでなく、社会に出るための基礎能力も得られるので進学することは確実に自分のプラスになりま
すし、私自身は大学院に進学することでとても充実した日々を過ごせていると感じています。

本学大学院修了生の主な就職先

入試に関する問い合わせ先

大学院生からのメッセージ

機械工学専攻 三菱自動車（株）／YKK-AP（株）／京セラ（株）／三菱電機（株）／日本軽金属（株）／ボッシュ（株）／
（株）明電舎／中部電力（株）／東京エレクトロン（株）／いすゞ 自動車（株）／（株）ジェイテクト

社会環境工学専攻 国土交通省北海道開発局／北海道庁／（株）大林組／清水建設（株）／鹿島建設（株）／
日本工営（株）／パシフィックコンサルタンツ（株）／東日本高速道路（株）

電気電子工学専攻 北海道電力（株）／電源開発（株）／トヨタ自動車（株）／清水建設（株）／
（株）明電舎／（株）東芝 ／NTT東日本／キオクシアシステムズ（株）

情報システム工学専攻
インテル（株）／（株）NTTデータ／ほくでん情報テクノロジー（株）／（株）DNP情報システム／
（株）OKIソフトウェア／北海道NSソリューションズ（株）／京セラコミュニケーションシステム（株）／
清水建設（株）／セイコーエプソン（株）／リコーITソリューションズ（株）

バイオ環境化学専攻 二プロ（株）／ホクレン農業協同組合連合会／極東製薬工業（株）／日本ハム北海道ファクトリー（株）／
山崎製パン（株）／朝日工業社（株）／いすゞ 自動車（株）／前田道路（株）／よつ葉乳業（株）

マテリアル工学専攻 凸版印刷（株）／日本原燃（株）／ボッシュ（株）／日鉄日新製鋼（株）／ヒロセ電機（株）／
アルプス電気（株）／国際石油開発帝石（株）／出光ライオンコンポジット（株）

http://www.kitami-it.ac.jp/
北見工業大学入試課 
〒090-8507 北海道北見市公園町165番地

Tel  0157-26-9167

博士前期課程 電気電子工学専攻1年

博士前期課程 情報システム工学専攻２年

淤見 剣太郎さん

植田 健太さん

大学院では自ら考えて行動する力と社会に出るための基礎能力が身に付きます。

　「とりあえず情報系の学科だから情報系の会社で」といった学部生の時とは違い、自分に合う思考でのびのびとした進
路選択が出来たと思います。さらに、進路の方向性が決まった後は、就職活動に熱心に取り組むことが出来ました。
　大学院では、自ら考え研究を行っていきます。そのため一つの事柄に対しじっくりと考え、行動を起こす力が磨かれまし
た。これが就職活動でも活かされたと感じました。

研究を通して、じっくり考える力がつき、就職活動に活かすことも出来ました。

大学院進学のすすめ

大学院に行こう！
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　本学には、学部の上に「大学院」があります。このリーフレットは、皆さんに大学院の魅力を知ってもらう
ために作成したものです。
　学部では、4年次に卒業研究が課せられます。そこでは、3年次までの勉強とは違って、未来に向け、
未知の世界を解明しようとする研究に接することができます。しかしながら、4年次の一年間では、時間
があまりに短すぎます。「大学院」では、魅力ある世界にもっと浸ることができ、より多くの知識を身につけ
ることができます。さらに、研究への取組方についてもしっかりと学ぶことができます。
　「大学院」進学のメリットは、皆さんを大きく成長させるだけではありません。代表的なメリットの一つとし
て、学部卒業者に比べて就職において有利になることが挙げられます。近年、社会は複雑化・高度化し
てきており、しかもその度合いは益々加速しています。企業によっては、起こりうる様々なシーンに対応す
るため、学部卒業者よりも大学院修了者を多く求めます。特に、理工系では、その傾向が顕著です。ま
た、大学院修了者と学部卒業者との年収差は、年齢によって200万円を超えるといった内閣府の調査結
果もあり、将来の人生設計の観点からも、大学院に進学するメリットは計り知れないものがあります。
　是非、「大学院」に進学し、より高い工学技術の修得に向けて北見工業大学で一緒に学び、より大き
な自信を胸に社会へ羽ばたきましょう！

同じ研究室で卒業研究に引き続き、大学院でも継
続して研究ができます。継続は力なり！博士前期
課程の2年間は、短く感じる時間です。恵まれた自
然環境の北見工業大学でじっくり3年かけて研究
を進めましょう。研究に目覚めて、相応の成果が出
たら、博士後期課程への進学も考えてみよう。

北見工業大学の就職率（平成30年度）は学部でも99.1%と高い
が、大学院博士前期課程修了者の就職率は100%とさらに上がり
ます。これは大学院進学者の意識の高さと本学大学院への評価の
相乗効果で就職に強い学生が育っていると言えます。また、基礎資
格（修士）を有し、かつ必要単位を修得した者は、高等学校教諭専
修免許状（工業）を取得することができます。

大学院進学のすすめ

北見工業大学長

鈴木  聡一郎

▶入学料 282,000円／授業料（半期） 267,900円　※博士後期課程の授業料（半期）は260,400円

〇本人の願書提出・経済状況・学部での成績による

じっくり研究できる。

内閣府経済社会総合研究所の研究者が発表した論文によると大学院卒と学部卒の生涯賃金を比べて、男性は25歳で大学
院卒の賃金が上回り、その差が拡大して、最大で約215万円の年収差になることがわかりました。65歳でも約55万円の差
があります。女性は42歳で約177万円の差があり、65歳の時点で312万円と大きく差がつきます。

文部科学省の平成30年度学校基本調査の結果によると
工学系の卒業生で大学院進学者の割合は36.8%であり、
就職者は59.1%となっています。さらに首都圏などの理
工系大学での進学率はこれを上回っています。このため、
学部卒業で就職した職場の周りが皆大学院卒という状況
もあります。これは、日本経済団体連合会（経団連）の
2007年2月の調査結果：「技術系人材全般の採用状況で
新卒採用の約73%は大学院修士課程修了者」からもわか
ります。さらに修士課程修了者の採用を増やしたい企業、
能力次第と回答した企業は全体の97.1％に上ります。

さらに就職に強くなる！

※数値、図表は日本経済団体連合会、企業における博士課程修了者の状況に関するアンケート調査結果・要旨、2007年2月による。

2015年12月野村総合研究所は、日本の労働人口の約49%が就いている職業において、人工知能やロボット等により
代替できるようになる可能性が高いと発表しました。これらに代えられない人材へ大学院でレベルアップしましょう。　

授業料免除・徴収猶予

入学料免除・徴収猶予 全額 半額

全額 半額

北見工業大学工学部から 北見工業大学大学院へ 切れ目のない研究の継続
博士前期課程 専攻

博士後期課程 専攻

〇本学独自奨学金（最高支給月額4万円）、都道府県・市町村・財団法人等の各種奨学金制度があります。

※経済状況により第一種・第二種併用も可、入学時特別増額貸与のみの申込みは不可
※第一種奨学金については、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構から認定された場合、
　奨学金の全額・半額免除制度あり

その他の奨学金

入学時特別増額貸与（有利子）

月額：5万円・8万円・10万円・13万円・15万円（任意選択）

博士前期月額：5万円 or 8.8万円（任意選択）
博士後期月額：8万円 or 12.2万円（任意選択）

10万円・20万円・30万円・40万円・50万円（任意選択）

第二種奨学金（有利子）

第一種奨学金（無利子）

日本学生支援機構

▶入学料・授業料全額・半額免除・徴収猶予制度あり! 博士後期課程では、より充実した授業料免除等制度あり！

▶学生支援機構奨学金の他、多数の各種奨学金あり！

大学院の構成 博士前期課程は6専攻、博士後期課程は3専攻で構成されます。
そして、それぞれの専攻の教育研究分野に研究室があります。

なぜ北見工業大学大学院への進学なのか？

POINT
1

生涯賃金で大きな差がある。POINT
3

大学院進学が工学系ではメジャーになってきている。POINT
4

POINT
2

学会発表や日々の
研究室の活動で
コミュニケーション
能力が向上する！

※図表はいずれも「大学院卒の賃金プレミアム-マイクロデータによる年齢‐賃金プロファイルの分析ー」、柿澤寿信ほか、内閣府経済社会総合研究所論文（2014年6月）による。
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大学院とは？

学部3年次学生対象入試3年生で所定の単位を修得し、
GPA3.5以上の学生が対象

4年3年2年1年

▼成績順位が1/3以内もしくはGPA2.40以上の学生が対象

▼TOEICの成績証明書および指導教員の推薦書が必要面接のみ

学士（工学）の学位を授与

工学部

博士（工学）の
学位を授与

修士（工学）の
学位を授与

2年1年 3年2年1年

博士前期課程 博士後期課程

大学院工学研究科

推薦入試
一般入試

推薦入試

▼TOEICの成績証明書が必要専門試験または口頭試問と面接学力試験入試

学部で学んだことをベースに、修了後に即戦力となる技術者として
活躍することを目指し、より深く、より実戦的で高度な内容を学びます。
将来は各企業のリーダーとしての役割を期待されます。

大学院
博士前期課程入試

生産基盤工学専攻
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻

医療工学専攻

機械工学専攻
社会環境工学専攻
電気電子工学専攻
情報システム工学専攻
バイオ環境化学専攻
マテリアル工学専攻

機械電気工学プログラム

社会環境工学プログラム

情報通信工学プログラム

設置構想中応用化学プログラム

※専攻名称・内容等は構想中のものであり、変更する場合があります。

大学院卒賃金：総額3億4,009万円
▶生涯賃金比較（男性）

賃金差（大学院卒－学部卒）：総額4,846万円

単位（万円）
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学部卒賃金：総額2億9,163万円

大学院卒賃金：総額3億1,019万円

▶生涯賃金比較（女性）

賃金差（大学院卒－学部卒）：総額4,334万円

単位（万円）

年齢
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学部卒賃金：総額2億6,685万円

〇通常の免除・徴収猶予制度（申請により経済状況・学業を基に選考のうえ、授業料
全額免除・半額免除・徴収猶予の制度があります。）
〇本学独自授業料免除制度－本学学部在籍時の学業成績優秀者は半額免除（学部3年次
の前期終了までに申請）、博士後期課程進学予定者は、本人からの申請に基づき学業成
績で選考の上、全額免除
※博士後期課程については、本人の申請による選考の上全額or半額を免除

工学専攻

工学研究科博士前期課程改組計画

１専攻
 ４プログラムへ

６専攻から...




