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国際高等専門学校学則（平成 30 年度以降入学生適用） 

第１章 目的及び使命

第１条 国際高等専門学校(以下「本校」という。)は、学校法人金沢工業大学建学綱領に定める建学 

の精神に則り、教育基本法及び学校教育法に基づき、理学・工学の幅広い学芸を教授し、グローバ 

ルに活躍するイノベーターの素養を身につけた創造的・実践的技術者の養成を目的とする。 

２ 本校は、前項の目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、 

地域社会及び国際社会の発展に寄与することを使命とする。 

３ 本校は、前２項の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について点検及び評価を 

行うことに努めるものとする。 

４ 前項に関し、必要な事項は、別に定める。 

第２章 修業年限、学年、学期及び休業日 

第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

第３条 学年は、４月１日に始まり翌年３月 31 日に終る。 

第４条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前学期 ４月１日から９月 30 日まで 

後学期 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

２ 前項に定める学期の開始日及び終了日については、国際高等専門学校校長(以下「校長」という。) 

は、臨時に変更することができる。 

３ 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。 

第５条 休業日は、次のとおり定める。ただし、特別の必要があるときは、校長は、これらの休業日を授 

業日に振り替えることができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日 

(3) 創立記念日 ６月１日 

(4) 夏期休業 

(5) 冬期休業 

(6) 学年末休業 

２ 前項第４号から第６号の休業日は、学年暦による。 

３ 第１項各号に規定する休業日のほか、臨時の休業日は校長がその都度定める。 

第３章 組織及び定員 

第６条 本校に次の学科を置く。 

国際理工学科 

資料1-1-1-(1)-02
資料タイトル「国際高等専門学校学則  第１条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」004
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自己点検・評価に関する法人組織構成図 

資料1-1-1-(2)-01

資料タイトル「自己点検・評価に関する法人組織構成図」

出典「学校法人金沢工業大学組織表」005



自己点検・評価に関する高専組織構成図 

資料1-1-1-(2)-02

資料タイトル「自己点検・評価に関する高専組織構成図」

出典「ICT教育評価委員会資料」
006



関連収集データ
データ収集

担当
データ

収集頻度
点検・評価担当 評価頻度

1-1 内部質保証システム ① （1）
自己点検・評価の実施方
針

実施方針・規程 事務局 策定・修正時

（2）
自己点検・評価の実施体
制

体制がわかる資料（組織図・関
連規程）

事務局 策定・修正時

（3）
自己点検・評価の基準・
項目

基準・項目がわかる資料（関連
規定など）

ＩＣＴ教育評価委員会 策定・修正時

② （1）
根拠データの蓄積（内
容・時期）

各部署 随時 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

（2）
自己点検・評価の実施頻
度

ウェブへの公表状況 事務局 1回/3-4年

（3）
自己点検・評価の公表状
況

ウェブへの公表 事務局 1回/3-4年

③ （1）
自己点検・評価のための
意見聴取の対象

アンケート、保護者意見集計
企画部CS室／
教務主事/事務

1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

（2）
自己点検・評価を実施す
る指定対象項目

自己点検・評価報告書の分析 副校長/事務局 1回/3-4年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

④ (1) 改善の実施体制
体制がわかる資料（組織図・関
連規定）

副校長/事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

（2）
機関認証評価結果への改
善対応

自己点検・評価報告書、学務会
議・関係委員会の議事録など

副校長/事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

（3）
自己点検・評価、第三者
評価等の評価結果への対

自己点検・評価報告書の分析 学務会議 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

1-2 3つの方針（ポリシー）の制定 ① （1）
ディプロマ・ポリシーの
制定

(2)
達成目標の明記・学科目
標との整合性

（3）
学生が身につける能力・
資質、目指す人材像の明

② （1）
カリキュラム・ポリシー
の制定

(2)
ディプロマ・ポリシーと
の整合性

（3）
内容（編成、教育内容・
方法、評価）

③ （1）
アドミッション・ポリ
シーの制定

(2)
目的、ＤＰ、ＣＰのと整
合性

（3） 選抜方針の明記

(4) 求める人材像の明記

（5） 学力の３要素の含有

1-3 3つの方針（ポリシー）の見直し ① （1） 点検体制
実施方針、規程、基準・項目が
わかる資料（関連規定など）

事務局/ＩＣＴ
教育評価委員会

策定・修正時

(2) 点検の状況 関連会議議事録など 事務局 実施時

2-1 教育組織 ① （1）
学科の構成（学校の目
的・ＤＰとの整合性）

学校の目的、ディプロマ・ポリ
シー

事務局 編成時 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

③ （1）
教育活動の検討・運営体
制

組織体制・規定などがわかる資
料

事務局 1回/1年

(2) 活動実績 会議回数・各委員会等の議事録 各部署 随時

2-2 教員の配置 ① （1） 専任一般教員の人数

(2) 専任専門教員の数

（3） 専任教授・准教授の数

(4) 授業科目の専門分野

(5) 教員配置の際の配慮

③ （1） 教員の年齢構成

（2）
年齢以外の配慮（教育・
実務・性別）

(3)
教員の教育・研究水準向
上への仕組み

関連規程、実施実績 研究P主事/事務局 1回/1年

2-3 教員の評価 ① （1） 教員評価の規程・体制 関連規程 校長/事務局 策定・修正時 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

（2） 評価実施の実績

（3） 評価結果に基づく取組

(4) 非常勤教員への評価 関連規程、実施実績 事務局/人事課 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

② （1） 採用・昇任基準の策定

（2）
採用・昇任基準における
能力確認項目

（3） 採用・昇任の実績 実施実績 事務局/人事課 1回/1年

(4) 非常勤の採用基準 関連規程 事務局/人事課 1回/1年

2-4 教育能力の向上 ① （1） ＦＤ実施体制 関連規程 事務局 策定・修正時

（2） FD実施・参加状況 実施実績 事務局 随時

（3） FDによる改善成果 実施実績 各教員/事務局 随時

② （1）
教育支援者の配置（事
務・技術職員）

（2） 図書館司書の設置

③ （1） ＳＤ実施・参加状況 実施実績 事務局 随時 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

1回/1年

実施実績 1回/1年事務局/人事課

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

1回/1年学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

1回/1年

1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会
1回/1年
改組時

1回/3-4年

改組時

1回/3-4年

改組時

1回/3-4年

策定・修正時

策定・修正時

関連規程 事務局/人事課 策定・修正時

現況表 事務局 1回/1年

国際高等専門学校　自己点検・評価実施項目
基準 基準項目

基準1

基準2

教
育
の
内
部
質
保
証
シ
ス
テ
ム

教
育
組
織
及
び
教
員
・
教
育
支
援
者
等

ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

アドミッション・ポリシー

学務会議

学務会議

学務会議
入試センター

担当教員一覧表 事務局

配置状況 事務局/人事課

策定・修正時

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

資料1-1-1-(3)-01
資料タイトル「自己点検・評価に関する基準・項目」

出典「ICT教育評価委員会資料」016



関連収集データ
データ収集

担当
データ

収集頻度
点検・評価担当 評価頻度

3-1 施設・設備 ① （1） 校地面積

（2） 校舎面積

（3） 運動場の設置

(4) 校舎の施設

(5)
設置学科に応じた付属施
設

(6) 自主的学習スペース

(7)
その他施設（厚生施設・
コミュニケーションス
ペース）

(8) 施設・設備の安全体制 関連規定など 策定・修正時

(9) 安全体制の機能実績 実施実績、責任者名簿 随時

(10)
施設・設備のバリアフ
リー化

実施実績 施設部/事務局 随時

(11)
施設の利用状況・満足度
の把握

アンケート 企画部CS室 1回/1年

(12) 教育・生活環境の改善 関連会議議事録、関係資料 事務局/各部署 1回/1年

② （1） ICT環境整備 規程、整備状況 1回/3-4年

（2）
ICTセキュリティ管理体
制

規程、講習会実施状況 1回/1年

（3） ICT環境利用状況 稼働状況 1回/3-4年

(4) 改善体制 規則、組織図 策定・修正時

(5) 改善体制の機能実績 実施実績 1回/1年

③ （1） 図書館設備 案内・ＨＰ

（2） 資料の収集 規定、収集データ

（3） 図書館・資料の利用 利用状況

(4) 活用への取組 利用サービスにかかる取組

3-2 学習支援体制 ① （1）
ガイダンスの対象者・実
施内容

実施状況

② (1)
相談・助言・サポート体
制

サポート体制のわかる資料

(2) サポートの利用実績 実施・利用実績

（3）
学習支援に関する学生
ニーズの把握制度

実施の内容がわかる資料

(4)
ニーズの把握制度の機能
実績

実施・利用実績

③ (1) 留学生への支援体制 規則、カリキュラム

(2) 留学生支援の実績 支援実績

（3） 編入生への支援体制 規則、カリキュラム

(4) 編入生支援の実績 支援実績

(5) 社会人学生への支援体制 規則、カリキュラム

(6) 社会人学生支援の実績 支援実績

(7)
障害のある学生への支援
体制

規則、組織図 策定・修正時

(8)
障害のある学生への支援
実績

支援実績

(9)
障害者差別解消法への対
応

バリアフリー、研修会など

(10) 上記以外の支援体制 支援実績

④ （1）
生活・経済面への支援体
制

規則、利用案内 各部署/事務局 1回/1年

(2) 健康診断・健康相談 健康診断実施実績、利用データ 教務係教員/診療所 1回/1年

(3) 体制の利用状況 利用状況 各部署/事務局 1回/1年

⑤ （1） キャリア教育の体制 規程、構成員 事務局 1回/1年

(2) キャリア教育の取組 取組に関する資料

(3)
取組んでいるキャリア教
育の機能実績

実施に関する資料

⑥ （1） 課外活動への支援体制 規則、設備 事務局/施設部 策定・修正時

(2) 支援体制の責任の所在 顧問他一覧 学生主事 1回/1年

(3) 支援体制の機能実績 引率記録、部費、育友会補助
学生係教員/

事務局
1回/1年

⑦ (1) 学生寮の整備 平面図 事務局/施設部 策定・修正時

(2) 生活の場としての機能 設備、支援者 事務局 1回/1年

（3） 勉学の場としての機能
ラーニングセッション案内、支
援者

事務局 変更時随時

(4) 機能の実績 入寮状況・学習活動実績
事務局/

国際理工学科
1回/1年

(5) 管理運営体制 管理規定・利用案内 事務局 策定・修正時

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

平面図・利用案内 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年施設部/事務局

利用案内 事務局 変更時随時

基準3

学
習
環
境
及
び
学
生
支
援
等

進路指導/事務
局/国際交流

事務局

1回/1年

事務局

事務局/各部署

事務局

各部署 1回/1年

1回/1年

事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

企画部CS室/事務局 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

1回/1年

1回/1年

ライブラリーセンター 1回/1年

基準 基準項目

1回/3-4年

事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

1回/1年

017



関連収集データ
データ収集

担当
データ

収集頻度
点検・評価担当 評価頻度

4-1 財務計画と履行・監査 ① （1） 財務状態 賃借対照表等の財務諸表

(2) 校地・校舎の資産所有 財産目録

(3) 過去５年の収入状況 収入状況

(4)
過去５年の支出超過の有
無

収支決算書

② （1） 方針・計画の策定 年度当初予算

(2) 教職員への明示 単月会報

③ （1）
教育研究活動への資源配
分

支出内訳、施設設備整備状況

(2) 方針・計画との整合性 収支決算書、予算編成規定

(3) 資源配分内容の明示 旦月会報

④ （1） 財務諸表の作成・公開 決算

(2) 財務にかかる監査 予算編成規定、監査報告書

4-2 管理運営体制 ① (1)
管理運営体制に関する規
定

規則、組織図

外部資源の活用 (2) 委員会等の体制 規程、整備状況

（3） 校長・主事等の役割分担 規程

(4)
事務組織体制の規定・整
備状況

組織図、規程

(5) 教職員の連携体制 校務分担 1回/1年

(6) 管理体制による活動実績 会議開催回数・議事録 各部署 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

② (1) 危機管理を含む安全体制 規則 事務局 策定・修正時

(2) 危機管理マニュアル マニュアル 安全委員/事務局 策定・修正時

（3） 危機に備えた活動 実施状況
学生係教員/安
全委員/事務局

随時

③ (1) 外部資金の受け入れ 受け入れ実績 研究支援課 1回/1年

(2) 公的研究費の管理 規程 事務局 策定・修正時

④ (1)
外部の教育・研究資源の
活用

各種実績 各部署 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

⑤ (1) ＳＤ実施体制・実施状況 実施状況 事務局 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

4-3 教育情報の公開 ① (1) 適切な情報公開 公開項目確認 事務局/企画委員会室 1回/1年

(2)
学校内構成員への３ポリ
シーの周知

周知活動、認知度確認 事務局/企画部ＣＳ室 1回/1年

5-1 教育課程の編成 ① （1） カリキュラムの編成 カリキュラム 事務局 策定・修正時

(2) 一般教育の充実 複数教員授業など 教務係教員 1回/1年

（3） 進級規定の整備 規程 事務局 策定・修正時

(4) 授業期間35週の確保 学年暦 事務局 1回/1年

(5) 特別活動90時間の確保 特別活動実施一覧 教務係教員 1回/1年

② （1）
教育課程における様々な
ニーズへの配慮

実施に関する資料 各部署 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

(2) 単位互換制度の取扱 関係資料 教務係教員/国際交流 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

③ (1) 創造力を育む教育 教育に関する資料 各学科 1回/1年

(2) 実践力を育む教育 教育に関する資料 各学科/進路指導 1回/1年

5-2 授業形態・学習指導法 ① （1） 授業形態のバランス データ作成 事務局 1回/3-4年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

(2) 学習指導上の工夫 教育に関する資料 各学科/教務主事 1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

② (1) シラバスの項目 シラバス 事務局 1回/1年

(2)
シラバス活用状況の把
握・改善

アンケート、取組 企画部ＣＳ室/教務主事 1回/1年

（3）
授業時間の確保（1単位
30時間）

時間割

(4)
授業時間の確保（1単位
時間50分）

授業時間がわかる資料

(5)
学修単位科目（1単位45
時間)の明示

シラバス、学生便覧

(6)
学修単位の自習時間の実
質化

シラバス、課題資料 事務局/各教員 1回/1年

5-3 成績評価・単位・卒業認定 ① (1) 成績評価・単位認定基準 規程 事務局 策定・修正時

(2) 各授業科目の単位認定 エビデンスチェックシート 教務主事 1回/1年

（3） 学修単位の課題評価 エビデンスチェックシート 教務主事 1回/1年

(4)
成績評価・単位認定基準
の周知

便覧、ウェブ 事務局 1回/1年

(5)
成績評価・単位認定基準
の認知状況

アンケート 企画部CS室 1回/1年

(6)
追試験・再試験の成績評
価方法

規程 事務局 策定・修正時

(7) 成績異議申し立て 規程、スケジュール 事務局/教務主事 1回/1年

(8)
成績評価の客観性・厳格
性

エビデンスチェックシート、試
験問題チェックシート

教務主事
/ＩＣＴ教育評

1回/1年 学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

② (1) 修業年限（５年） 学則 事務局 策定・修正時

(2) 卒業認定基準の策定 規程 策定・修正時

（3） 卒業認定の実施 判定会議資料

(4) 卒業認定基準の周知 便覧、ウェブ

(5) 卒業認定基準の周知状況 アンケート 企画部CS室 1回/1年

基準4

財
務
基
盤
及
び
管
理
運
営

1回/1年

財務部 1回/1年

基準5

準
学
士
課
程
の
教
育
課
程
・
教
育
法

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

策定・修正時

事務局

事務局
1回/1年

事務局

基準 基準項目

1回/3-4年

1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/3-4年
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関連収集データ
データ収集

担当
データ

収集頻度
点検・評価担当 評価頻度

6-1 学生の受入れ ① （1） 選抜方法 募集要項、選抜関係資料 入試センター 1回/1年

② (1) 入学生の検証、改善体制 規則、組織図 事務局 1回/1年

(2) 検証の実績 検証データ 教務主事 1回/1年

（3） 選抜方法の改善 改善状況がわかる資料 事務局 1回/1年

③ (1)
学生定員（標準1学級40
人）

学則 事務局 策定・修正時

(2)
入学定員と入学者の検証
体制

検証内容がわかる資料 事務局 1回/1年

（3） 入学者数 入学者数 事務局 1回/1年

(4)
適正な入学者数の為の改
善取組

募集イベント記録 事務局 1回/1年

7-1 学習・教育の成果 ① (1)
成果の把握・評価体制
（成績評価・卒業認定）

体制図、規程 事務局 策定・修正時

(2)
把握・評価状況（成績評
価・卒業認定）

（3）
成果の確認（成績評価・
卒業認定）

② (1)
成果の把握・評価体制
（学生・卒業生・進路先
の意見）

体制図、規程 事務局 策定・修正時

(2)
把握・評価状況（卒業時
学生の意見）

アンケート 1回/1年

（3）
把握・評価状況（卒業生
の意見）

アンケート 1回/3-4年

(4)
把握・評価状況（進路先
関係者の意見）

アンケート 1回/3-4年

(5) 成果の確認（意見聴取） アンケート、議事録 企画部ＣＳ室/事務局 1回/1年

③ (1)
成果の確認（5年間の就
職・進学率）

進路実績表 進路指導/事務局 1回/1年

(2)
就職・進学先と養成した
い人材像の整合性

進路実績表 進路指導/事務局 1回/1年

基準6

基準7

準
学
士
課
程
の
学
生
の
受
入
れ

準
学
士
課
程
の
学
習
・
教
育
の
成
果

学務会議ℤ資料 事務局 1回/1年

企画部CS室

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会

基準 基準項目

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年

1回/1年

1回/3-4年

学務会議・ＩＣＴ教育評価委員会 1回/1年
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国際高専保管すべき資料・データ一覧
項目 区分① 区分② 担当 責任者

校務分担 副校長 校長
学務会議議事録 事務局長 事務局長
教員会議議事録 事務局 事務局長
教務委員会議事録 教務課 教務主事
厚生補導委員会議事録 学生係教員 学生主事
進路指導委員会議事録 委員 進路指導主事
国際交流委員会議事録 国際交流事務室 国際交流主事
ICT教育評価委員会議事録 委員 委員長
クラス担任連絡会 教務主事 教務主事
高専安全委員会議事録 委員長 委員長
キャンパスハラスメント防止委員会 委員長 委員長
障がい者支援小委員会 委員長 委員長
学科会議 所属教員 学科長
その他 各自 各自

担任業務 指導記録 各担任 各担任
規則集 事務局 事務局長
定期健診 実施要項 教務副主事 教務主事
各種ガイダンス 実施記録 各主事 各主事
学生指導要録
成績一覧表
成績報告書

成績判定
出席
特活
成績判定
出席
特活
単位追認報告書
補習実施報告書
課題学修申請書
プロジェクト単位申請書
出席扱い願い
学校伝染病による欠席の報告

特別教室稼働状況
授業変更届
授業変更表

出席簿
教務日誌

日程
資料
育友会クラス会
個別面談
授業公開アンケート
取扱い案内作成
持ち出し許可書
授業エビデンス
エビデンスチェックシート

使用教科書リスト
学習支援計画書
チェックシート

学年暦
時間割
科目担当者一覧
教育改善への取り組みと
今年度の目標及びその成果

企画 学務会議 副校長
記録 事務局 事務局長

教務係教員 教務主事

教務係教員 教務主事

教務課 教務課長

保護者からの意見

パソコン管理 情報教育部会 教務主事

校
務

議事録

教
務

進級判定資料

卒業判定資料

提出書類

特別活動

教育のエビデンス

学習支援計画書

FD・SD研修

資料1-1-2-(1)-01
資料タイトル「保存資料がわかるリスト」

出典「事務局作成資料」020



項目 区分① 区分② 担当 責任者
校内体育祭
奉仕活動
高専祭
校内球技大会
各講習会
意見発表会

行事参加願い
活動記録 顧問

引率 顧問
部費 学生副主事 学生主事
育友会補助 育友会 事務局長

学級日誌 担任 学生主事
メンバー
活動記録

進路講演会 記録 進路指導主事・事務局 進路指導主事
講演会聴講
SPI模擬試データ
インターンシップ関係
就職関係
合同企業研究会 事務局・進路指導副主事

受講者リスト・日程 進路指導副主事
報告会スケジュール 各学科
参加者受付簿 事務局
就職先
進学先

企業訪問 報告書 各教員
日程・行き先 進路指導主事
保護者案内 事務局

説明会
学生・保護者への案内

参加者リスト
実施記録
説明会
学生・保護者への案内

参加者リスト
実施記録
説明会
学生・保護者への案内

参加者リスト
実施記録
説明会
学生・保護者への案内

参加者リスト
実施記録
説明会
学生・保護者への案内

参加者リスト
実施記録

日程・来訪者
記録・報告

高等教育機関との協定 協定書保管 事務局 国際交流主事
科研費採択
外部資金獲得
授業アンケート
総合アンケート（学生・５年生・教職員）

卒業生アンケート
就職先企業アンケート

国際交流支事務係 国際交流主事

研究支援課 研究P主事

企画部CS室 事務局長

学生主事

学生副主事 学生主事

進路指導副主事 進路指導主事

進路指導主事
進路指導主事

学生係教員 学生主事

研
究

研究

点
検

ICTアンケート

国
際
交
流

留学

オタゴポリテクニク

海外英語研修

修学旅行

ラーニングエクスプレス

その他

訪問者

学
生
活
動

各種行事要項

部活動
支援に関する記録

学生会

進
路
指
導

キャリアデザイン

インターンシップ

進路先

企業見学
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項目 区分① 区分② 担当 責任者
日程・参加者
記録・報告
日程・参加者
記録・報告

避難訓練 記録 学生係教員 学生主事
４S点検 記録
安全監査 記録
その他の安全活動 記録

利用案内
ガイダンス
利用状況
利用案内
ガイダンス
利用状況
利用案内
ガイダンス
利用状況
利用案内
利用状況
利用案内
利用状況
利用案内
利用状況
指導記録

情報処理サービスセンター ICT環境状況
募集要項
入試・面接要領
合否判定
判定基準
オープンキャンパス 実施記録
学校訪問 記録

学生便覧 修学支援課 課長
専 編集委員会・事務局 編集長
LICENSE 進路指導主事 自己開発センター
安全の手引き・安全指針 事務局 安全委員長
創造技術教育研究所報告書 研究P主事 研究P主事

案内

実績

自己点検・評価書 副校長 副校長
事業報告書
設置計画履行状況報告書

教育情報の公開
企画委員会室/
事務局

事務局長

財
務

財務 財務関連資料 財務部 財務部長

事務局 事務局長

入試センター センター次長

事務局 事務局長

修学支援課 修学支援課長

各教員 研究P主事

安全委員長 安全委員長

各施設 各施設

情
報
公
開

入
試
・
募
集

入学試験

募集活動

刊
行
物

奨
学
金

奨学金

安
全

教
育
設
備

ライブラリーセンター

スポーツ考房

夢考房

カウンセリングセンター

扇が丘診療所

数理工教育研究センター

地
域
連
携

地域交流

地域プロジェクト
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教育改善への取組と今年度の目標およびその成果（2019年度） 
Educational Approach and Objectives for 2019-20 

所 属 
Department 

職員番号 
Faculty ID Number 

職 名 
Position 

氏  名 
Name 

作成年月日 
Date Created 

１．担当科目と担当クラスについて 

1. Course and class responsibilities

番号 

No. 

科目名（コマ数） 

Course Names  

(Number of Periods/Koma) 

クラス(受講人数) 

Classes Taught 

(Number of Students) 

学期 

Semesters 

特記事項 

Remarks 

１ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

２ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

３ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

４ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

５ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

６ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

７ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

８ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

９ 
前・後・通 

1st / 2nd / All 

２．現在の校務分担を記入してください（各委員会の委員、クラス担任・副担、クラブ顧問など）。 

2. School responsibilities (such as committee member, class adviser, assistant class adviser, and adviser to a club)

番号 

No. 

校務名 

Duties 

いつから 

From what 

date 

番号 

No. 

校務名 

Duties 

いつから 

From what 

date 

１ ○○主事 ９ 

２ ○○委員 １０ 

３ ○○委員 １１ 

４ ○○係 １２ 

５ １３ 

６ １４ 

７ １５ 

８ １６ 

３．学外活動について（名称と内容） 

3. External educational activities (group names)

①○○○○学会（正会員）  ②○○学会（正会員） 

資料1-1-2-(1)-03資料タイトル「教育改善への取組と今年度の目標およびその成果」

出典「教育改善への取組と今年度の目標およびその成果」
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４．前年度の授業アンケートや総合アンケートに基づいて、授業改善のための今年度の重点目標と取組を具体的に記入し

てください。 

4. Based on the questionnaire students completed last year, what objectives have you set for improving your classes this 

year and how you will endeavor to achieve them? 

 

 

５．わかりやすい授業を行うため、工夫・改善したいと考えている教育方法（教案の作り方、実験するなど授業の展開の

仕方、教育機器の使い方、ノートの取らせ方、予習・復習への動機付け、小テストの実施など）について記入してくださ

い。 

5. Describe the methods you use in order to make your classes understandable to students (i.e., lesson planning,  

experiments, use of educational equipment, note-taking, motivating students to prepare for and to review classes, quizzes, 

etc.). 

 

 

６．本校の教育目標である「グローバルイノベーターの育成」のために、授業や課外活動、学生指導等において注力する

点について記入してください。 

6. To achieve ICT's mission "To educate leaders of global innovation", what do you consider important in terms of classes, 

extracurricular activities, and guidance? 
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７．学生の自学自習の習慣付けや学習意欲の向上を図るために、今年度から取り入れようとしていることや、昨年度から

改善しようとしていることを記入してください。 

7. Describe your new methods or methods you'll improve to help students become autonomous learners and to motivate 

students. 

 

 

８．反転授業等を含むアクティブラーニングを実践するために、今年度から取り入れようとしていることや、昨年度から

改善しようとしていることを記入してください。 

8. Describe your new methods or methods you'll improve related to active learning including flipped classroom. 

 

 

９．担当する校務について、今年度の目標や取組、もしくは昨年度からの改善事項を記入してください。 

9. For school duties this year, describe your objectives you've set for this year or the points to improve from the last year. 

 

 

国際高等専門学校 

International College of Technology, Kanazawa 
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平成 31年 2月 12日 

教員各位 

平成 30年度授業に関するエビデンスの年度末処理 

＜金沢キャンパス＞ 

教務主事 

平成 30年度の授業に関するエビデンスの年度末処理を下記要領でお願いします。 

「平成 30 年度・授業に関するエビデンス保存要領」（４月教員会議配付）も併せてご参照くださ

い。 

記 

１．年度末処理内容 

①試験、課題、小テスト等のエビデンスをスキャナで読み込む。

※読み込みが困難なエビデンスは、ファイリングするか箱詰めして整理。所定のラべ 

ル（メールに添付・教務室にも用意）に年度、科目名、学年クラス、成績責任者等の

情報を示して貼り付ける。 

※サーバーに手動登録できるファイルのサイズは最大 2 GBであるが、ファイルサイ 

ズが大きい動画は DVD.Rなどの保存を推奨 

②年度当初シラバス、改訂シラバス（変更がある場合）、成績一覧表、学習保証時間(学事シス

テム:科目担当者別出席情報一覧印刷(年間用)で印刷)を準備し、３点そろえてスキャナで読

み込む。

③全エビデンスの整理・保存終了後、チェックシートを記入し、記入したチェックシートを

教務係へ提出。チェックシートは本日送信のメールに PDFデータが添付（印刷後、提出前

に必ず２穴パンチを実施のこと）、または教務室引き出しにも設置（２穴パンチ済み）して

あります

※チェックシートはスキャナで読み込まないでください。 

なお、非常勤の先生は①の作業を行い、②の「改訂シラバス」（必要がある場合のみ）、「成

績一覧表」（シラバスの評価基準に沿った、各学期及び年度末成績の点数内訳のわかるもの）

を教務主事までご提出ください。 

２．提出期限と提出先 

チェックシートおよびサーバーに登録できなかったエビデンスの提出をお願いします。 

エビデンスは３階エビデンスルームに直接運んで頂きますので、担当者に連絡してください。

（但し、常勤の先生方はエビデンスルーム整理後の 3月 19日以降にご連絡ください） 

期限： 平成 31年 3月 29日(金) 

ただし、退職される先生、非常勤の先生は 3月 15日(金)までにお願いします。 

提出先（担当者)：:教務係（井上・藤島） 

チェックシートの提出は３月から教務主事室入り口に提出 BOXを用意します。 

以上 

資料1-1-2-(1)-04
資料タイトル「授業エビデンス提出の案内」

出典「平成３１年２月教務主事作成」026



平成��年度

事業報告書

資料1-1-2-(1)-06
資料タイトル「事業報告書」

出典「事業報告書」
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Ⅵ．学生募集
 国際高専開校に向けた募集活動の展開 ..................... Ｐ９８

平成29年度の主要な取り組み

白山麓キャンパスが完成15歳からの新しい高等教育システムの舞台が整う ・・・・・・・・・・ⅰ

第1回ジャパンSDGsアワード 金沢工業大学が内閣官房長官賞を受賞 ・・・・・・・・・・・・・ⅱ

平成29年度 文部科学省 私立大学研究ブランディング事業 に２ヵ年連続での選定 ・・・・・・・ⅲ

学部学科体制を4学部12学科体制に 30年度に向けた学部・学科改組 ・・・・・・・・・・・・・ⅳ

Society5.0の実現を目指す 新26号館 Challenge Lab 開館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅴ

AI教育を軸にした人材育成により AIに強い金沢工業大学というブランドの確立を目指す ・・・・ⅵ

平成28年度 文部科学省 地域科学技術実証開発拠点整備事業に採択
革新複合材料研究開発センターの増築工事が竣工

・・・・・・・・・・・・・・ⅶ

学生が主体となった 地域および社会と連携した活動の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅷ

国際化を推進する取り組みを本格展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅸ

グローバル教育力の強化にむけた環境の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ⅹ

組織情報
設置する学校・学部・学科など ................................................................................... Ｐ１００
役員の概要 ............................................................................................................. Ｐ１０１
教職員の概要 .......................................................................................................... Ｐ１０１
構成と定員、在学生の概要 ......................................................................................... Ｐ１０２
平成30年度 入試結果 ................................................................................................ Ｐ１０３

財務情報 ................................................................................................................ Ｐ１０５

金沢工業大学の取り組み

Ⅰ．教育の取り組み
 大学の教育改革の推進 ................................ Ｐ １
 大学独自の教育プログラムの推進 ...................... Ｐ ７
 高大接続の取り組み .................................. Ｐ１８
 正課教育と両輪をなす課外活動の推進 .................. Ｐ２４
 キャリア形成の支援と進路開拓の積極展開 .............. Ｐ３１

Ⅱ．研究の取り組み
 産官学連携による大型研究プロジェクトの推進 .......... Ｐ３４
 研究成果を社会へ還元するための産官学連携の取り組み .. Ｐ３９
 社会インフラのイノベーションを目指す

革新複合材料研究開発センターの活動 ................ Ｐ４３
 研究情報発信イベントへの参加 ........................ Ｐ４７

Ⅲ．自己点検・外部評価
 ＦＤ・ＳＤの推進による教職員の資質向上 .............. Ｐ５３
 学園の継続的な改善活動のために ...................... Ｐ５８

Ⅳ．地域との連携および貢献
 教育・研究・地域連携を通じたイノベーション人材の育成 ... Ｐ６３
 地域コミュニティーへの貢献を目的とした活動 ............. Ｐ６７

Ⅴ．国際交流
 海外の大学および関係機関との新たな協力関係の構築 ....... Ｐ７３
 海外の関係協力校との交流 ............................... Ｐ７５

Ⅵ．学生募集
 全国の高等学校教員を対象とした進学説明会の開催 ......... Ｐ８１
 積極的な情報開示とオープンキャンパスの実施 ............. Ｐ８２

金沢工業高等専門学校の取り組み

Ⅰ．教育の取り組み
 グローバルイノベーター養成のための教育システム ...... Ｐ８３
 中高接続の取り組み .................................. Ｐ８７
 課外活動における学生の活躍 .......................... Ｐ８８
 キャリア形成と進路開拓にむけた支援 .................. Ｐ９０

Ⅲ．自己点検評価
 授業改善にむけた取り組み ............................ Ｐ９３

Ⅴ．国際交流
 海外の関係協力校との人材交流の継続と推進 ............... Ｐ９５

Ⅳ．地域との連携および貢献
 地域コミュニティーへの貢献を目的とした活動 ............. Ｐ９４

Ⅱ．研究の取り組み
 研究成果の社会還元および普及 ........................ Ｐ９１
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自己点検評価報告書公表状況

https://www.ict-kanazawa.ac.jp/about/evaluation/selfcheckreport/ 

自己点検評価報告書

平成 26 年度 
平成 26 年度自己点検・評価報告書（914KB） 

平成 23 年度 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 表紙目次（67KB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 Ⅰ現況及び特徴 Ⅱ目的（242KB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 1 高等専門学校の目的（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 2 教育組織（実施体制）（3MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 3 教員及び教育支援者等（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 4 学生の受入（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 5 教育内容及び方法 （4MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 6 教育の成果（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 7 学生支援等（3MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 8 施設・設備（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 9 教育の質の向上及び改善のためのシステム（2MB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 10 財務（859KB） 
平成 23 年度自己点検・評価報告書 基準 11 管理運営（2MB） 

平成 21 年度 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 表紙目次（16KB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 1 章（109KB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 2 章（4MB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 3 章（924KB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 5 章（6MB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 6 章（3MB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 7 章（735KB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 8 章（2MB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 9 章（4MB） 
平成 21 年度自己点検・評価報告書 第 10 章（15KB） 

資料1-1-2-(2)-02

資料タイトル「自己点検・評価報告書公表状況」

1 

 出典「ICT公式ウェブサイト  自己点検・評価報告書」
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2 

平成 16 年度 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 表紙（10KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 目次（14KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 Ⅰ現況及び特徴（21KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 Ⅱ目的（87KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 1 高等専門学校の目的（2MB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 2 教育組織（実施体制）（961KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 3 教員及び教育支援者等（501KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 4 学生の受入（620KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 5 教育内容及び方法 （3MB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 6 教育の成果（2MB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 7 学生支援等（4MB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 8 施設・設備（175KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 9 教育の質の向上及び改善のためのシステム（2MB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 10 財務（79KB） 
平成 16 年度自己点検・評価報告書 基準 11 管理運営（209KB） 
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意見聴取実施状況表
対象者 実施方法 回数 主な内容

教員 総合アンケート 年１回 業務・意識・満足度

職員 総合アンケート 年１回 業務・意識・満足度

総合アンケート 年１回 満足度・学習支援・進路・部活動・設備

授業アンケート 年１回 興味・満足度・取り組み・授業評価・理解度

学園協議会 年１回 学生代表（学生会）との懇談

総合アンケート 年１回 満足度・学習支援・進路・部活動・設備・自分の能力

授業アンケート 年１回 興味・満足度・取り組み・授業評価・理解度

卒業（修了）から一定
年数後の卒業生

卒業生アンケート
５年に１回
程度

満足度・教育の有益性

育友会総会・クラス懇談 年１回 自由意見

個別面談 年１回 自由意見

授業公開時アンケート 年１回 授業への意見

企業アンケート
５年に１回
程度

求める能力・採用者の評価

インターンシップ訪問時聴取 年１回 インターンシップの取り組み・採用者の評価

就職・進学先

保護者

卒業（修了）時の学生

在学生

資料1-1-3-(1)-01
資料タイトル「意見聴取実施状況表」

出典「実施状況から作成」031



■構成員・学外関係者の意見を反映させている箇所
基準 頁 内容 対象者

1 6

毎年学生と全教職員を対象に行うKTC 総合アンケート調査の中に設問を設けており、

「建学綱領」「教育目標」については全教職員が「知っている」と回答していることか

ら、周知に関する成果を上げていると認識している。

教員

職員

1 6

学生及び教職員の使命等の周知について、さまざまな施策を行っている結果、KTC 総合

アンケートにおいて全ての項目も「知っている」「ある程度知っている」が平成23年度と

比較して増加している。

学生

教員

職員

4 17
これらの活動により新入生のアドミッション・ポリシーの認知度は、77％が知っていると

回答している。
学生

5 22

近年配慮した具体例としては、経済的な理由から留学できない学生の保護者の要望や社会

のグローバル化教育の傾向に対応して、CLE２教育を導入したこと、エンジニアリングデ

ザインマネジメント科目の導入、および資格試験の選択科目単位への取り込みがあげられ

る。

保護者

5 23

学生の多様なニーズは、授業アンケート、KTC総合アンケート、インターンシップ報告

会、オタゴ・ポリテクニク留学報告会、卒業研究発表会で把握し、カリキュラムや授業運

営に反映している。学術の発展の動向は、教員の学会活動を通して工学教育の動向や社会

の動向を把握し、教育活動に反映している。社会からの要請は、CDIOイニシアチブへの

加盟や、グローバル化への対応などカリキュラムに反映させている。以上のことから学生

の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請等に配慮しているといえる。

学生

5 24
学習支援計画書（シラバス）の利用状況と満足度は資料：KTC総合アンケートのとおり、

60％以上が利用し、うち75％が満足している。
学生

6 29

これら達成状況、授業アンケート、KTC総合アンケートの結果は、KTC教育評価委員会で

総合的に評価し改善している。

学生

教員

職員

6 30-31
KTC総合アンケートの総合満足度、授業満足度、社会で求められる人材像の自己評価など

から判断して、教育の成果や効果が上がっているといえる。
学生

6 31

平成 23年のKTC総合アンケートでの卒業生の能力に関する調査項目では、全体的に企業

担当者からの評価が卒業生の自己評価よりも高い結果となった。特に「相手の立場になれ

る思いやりの心」については90.6％が「満たしている」「少し満たしている」との回答を

いただき、本校が大切にしている人間形成が教育の中で実践された成果と考えている。今

後の卒業生アンケートの実施でも、このような結果が出るように、教育を充実させたいと

考えている。

卒業生

進路先

6 31

本校ではアンケート調査を学生、卒業生、企業、教職員に対して実施し、その調査結果を

基にした改善施策が組織的に展開されている。

就職率100％、就職先においても製造業の専門的・技術的従事者が多く、学生に対する社

会の評価は高いと認識している。進路状況は本校の教育目標に沿っていることから、教育

の成果や効果が現れていると考える。

学生

卒業生

進路先

7 32
オフィスアワーの利用状況は15％と低いが、満足度は役立った、まあ役立ったと合わせて

86％と高い。前回のアンケートより上まわっている。
学生

7 33

学習支援に関してはKTC総合アンケートで満足度と共に、フリーアンサーを調査、分類

し、学生のニーズを把握している。KTC総合アンケートで把握した満足度や学生のニーズ

は、KTC教育評価委員会で分析し、改善を図っている。

学生

7 36

これら進路指導の体制についてはKTC総合アンケートで満足度と共に、フリーアンサーを

分類し学生の意見を調査し、進路指導の充実を図っている。その結果、進路決定率は

100％を維持している。

学生

11 53

理事長及び外部有識者によって組織された学園諮問機関である「十年委員会」では、学識

経験者から専門性に特化した意見や助言が提供されており、事業の方向性や的確性の検証

を可能とすると共に、社会的要請を踏まえた経営戦略の策定を行っている。最近では平成

18年に行われた十年委員会での提言を受けてグローバル化や学生募集の改善に取組み、大

きな成果があったと考えている.

外部評価

平成２６年度自己点検・評価報告書

資料1-1-3-(1)-09
資料タイトル「自己点検・評価に意見を反映させていることがわかる資料」

出典「平成26年度自己点検・評価報告書より作成」053



■改善を指摘する箇所と改善への取り組み

基準 頁 改善内容 改善への取り組み

1 6
また、平成27年度からは、英語のホームページを公開できるように準備してい

る。

日本語・英語の併記のホームページになっている。（資料1-1-4-(3)-02

ICT公式ウェブサイト)

2 11

平成27年度からは、グローバル化を深化させるため、専門科目を外国人教員に

よる英語のみで行う授業を徐々に増やしていく。学級担任及び副担任には、1年

から3年は、一般科目と専門科目の教員をペアで配置し、努めて4年から5年へ

の担任持ち上がり制度の導入、共用教員室形式を採用して教員間の連携の円滑

化を図るなど、教育活動を円滑に実施するための支援体制を整えていく。

各学科の専門科目を外国人教員による英語のみで行う科目を配置している。

（資料1-1-4-(3)-03  平成２９年度外国人教員による英語での専門科目授業

ＴＭＪＧ)

こうした取り組みが現在の国際理工学科へとつながっている。

5 28

学習支援計画書（シラバス）の記述に関して、1日毎の授業内容だけでなく、事

前学習、復習をどれだけやる必要があるのかまでが十分に記載されているとは

いえない。そのためにアンケートでも、十分な満足度を得られていないと認識

しており、学習支援計画書（シラバス）の内容を改善していく必要がある。

また、習熟度に関しても、学期ごとの成績を踏まえて、補習の強化し、向上を

はかる必要である。

学習支援計画書（シラバス）に事前学習、復習欄を設け、学生への利用の

アナウンスを強化した。（資料1-1-4-(3)-04  学習支援計画書書式)

教務委員会にて補習制度の運用を検討し、実行している。（資料1-1-4-(3)-

05  補習実施要領）

8 39

本校では1年生から3年生にノートパソコンを無償貸与し、大学生に対して行っ

ている情報リテラシー教育をベースに教育を行ってきた。しかし、自宅で学習

以外に使用されることもあり、また、自己管理が不十分で破損したり、いくつ

かの問題点が確認されたため、高校生レベルの情報リテラシー教育の必要性を

認識している。また、平成27年度からは4、5年生にもパソコンを貸与するの

で、そのガイドラインの作成が急務である。

情報教育部会で、貸与パソコンの取り扱いについて検討し、学生・教員に

向けての案内を作成し、年度初めに配布している。１－３年生については、

学外への持ち出しは保護者の了承を得ての許可制とし、管理状況を確認す

るため、定期的な状況確認を実施することとした。（資料1-1-4-(3)-6  貸与

パソコンの取り扱い）

平成２６年度自己点検・評価報告書

資料1-1-4-(3)-01資料タイトル「自己点検・評価報告書での改善指摘箇所と改善に向けた取組」

出典「平成26年度自己点検・評価報告書より作成」067



平成２９年度外国人教員による英語での専門科目授業（ＴＭＪＧ）
学科 学年 科目 担当者 備考

電気 ４年 OP電気回路Ⅱ ボラジ・オグントインボ NZ留学修了生対象

電気 ４年 デジタル回路
ボラジ・オグントインボ
オガワ・ハヤト

電気 ５年 電子回路Ⅱ
オガワ・ハヤト
アズマン・ハリアンティ

機械 ２年 情報リテラシー ディビス・エバンス

機械 ２年 電気基礎 アラー・ホセイン

機械 ３年 電気回路基礎 アラー・ホセイン

機械 ３年 応用プログラミング ディビス・エバンス

機械 ４年 OP材料力学Ⅰ ハン・ジャスティン NZ留学修了生対象

機械 ４年 OP機械設計 ディビス・エバンス NZ留学修了生対象

機械 ５年 機械工学演習Ⅱ ディビス・エバンス

グローバル ３年 プログラミング演習Ⅱ
サラ・ジャクソン
スティーブン・ザボ

グローバル ４年 OP情報処理Ⅲ サラ・ジャクソン NZ留学修了生対象

グローバル ４年 情報・ビジネス英語Ⅰ
ロバート・ソンガー
ロフシーマ・アイザック

グローバル ４年 国際コミュニケーションⅠ
ジェニー・チュー
アリ・ジュマ
ジェームス・テイラー

グローバル ５年 システム制御Ⅱ
スティーブン・ザボ
アズマン・ハリアンティ

グローバル ５年 システム開発演習Ⅱ
ロバート・ソンガー
サラ・ジャクソン

グローバル ５年 国際コミュニケーションⅡ
ロフシーマ・アイザック
イアン・スティーブンソン
グレース・ガーナー

資料1-1-4-(3)-03

資料タイトル「平成２９年度外国人教員による英語での専門科目授業（ＴＭＪＧ）」

出典「平成２９年度時間割より作成」
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100

100

100

100

100

学　年　評　価  (評価は春,夏,秋,冬学期で行い、通知表は春,夏,秋,学年評価で示す。)

秋学期

①

②

③

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

　関連する本校の学習・教育目標

　問い合わせ・質問先　

　オフィスアワー

冬学期

評価項目

教科書 参考書

キーワード 科目概要

⑤

⑥

備　考

関連する科目・資格

科目名

必修・選択 単位数 開講学期

受講上のアドバイス

科目の達成目標

種別

クラス

担当教員

計 学年評価に対する割合

春学期

夏学期

平成２８年度　学習支援計画書

資料1-1-4-(3)-04
資料タイトル「平成２８年度学習支援計画書書式」

出典「学習支援計画書書式」
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氏名

点検授業項目 授業の到達目標
時間

（分/回）
回

授業の学習課題

（上段：予習・下段：復習）

クラス番号

第１回

春
学
期

第１回

夏
学
期

定期試験

定期試験
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点検（自己評価）　：　授業の達成目標に対し、　よく理解できた　←　Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　Ｅ　→　まったくわからない

第１回

定期試験

第１回

秋
学
期

冬
学
期

定期試験
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平成２９年１０月２７日 

教員会議資料 

補習実施要領 

１．補習対象者 

  ・本要領は２～５年生を対象とする。（平成２９年度入学生及び同じクラス

に所属する留年生は別途定めた要領に従う） 

  ・前の学期の成績評点が基準点（平成２７年度以降入学生は６０点、平成２

６年以前入学生は５０点）に到達しなかった科目がある学生を補習対象

とする。 

  ・出席不良（F）による不認定については、補講（授業の補充）は実施しな

い。 

  ・定期試験において不正行為があった場合には、再試験の対象とはしない。 

２．補習の実施 

  ・補習とは講義、再試験、課題・レポートの提出（未提出の提出、再提出）

などを実施することにより、学生の学力及び成績の改善を図ることをい

う。 

  ・実施は全補習講対象者に対し確実に行うこととする。 

  ・補習の実施は、原則として基準点に満たなかった学期の次の学期中（冬学

期分補習は別、下記の【補習実施期間】を参照）に行い、終了しなければ

ならない。 

【補習実施期間】 

〇春学期分補習⇒夏学期実施 

〇夏学期分補習⇒秋学期実施 

     〇秋学期分補習⇒冬学期実施  

〇冬学期分補習⇒学年末成績報告期限まで可能 

  ・１年間を通して評価を図る科目や、１年間の課題などの全ての提出が単位

修得の条件となっている科目については、例外として上記の【補習実施期

間】に関わらず補習を実施することができる。なお、これらの科目につい

ては別表による。 

資料1-1-4-(3)-05
資料タイトル「補習実施要領」

出典「平成２９年度第８回教員会議資料」072



３．評価 

  ・補習による成績の再評価は、学習支援計画書の評価項目に則った範囲で行

わなければならない。 

  ・補習による成績の再評価を行う場合は、基準点を超えてはならない。 

４．実施の報告 

  ・補習を実施し終了した場合は、各学期の所定の期限までに「補習実施報告

書」を教務主事まで提出する。 

  ・教務係は「補習実施報告書」を担任教員へ回覧すると共に、保管する。 

  ・教務係は「補習実施報告書」のチェックリストを作成し、補習の実施状況

を校長に報告する。 

以上 
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学生各位 平成 30年 4月 1日 

貸与パソコンの取り扱いについて 

教務主事 

IT 教育に必須なものであるとの見地から、本校では入学時に全学生を対象としてパソコンの貸与を実

施しています。学生諸君は本文書を熟読し、貸与パソコンを自らの研鑽のために大いに活用してくださ

い。貸与パソコンは学校の資財ですので大切に扱って下さい。以下に定める運用規則に違反した場合、

管理責任を怠ったとみなし、弁償や謹慎などの重い処分が課せられることがありますので取扱いに十分

に注意して下さい。貸与パソコンは IT教育に関しては効果が上がっている反面、目的外使用による対人

的トラブルの発生、ゲームやネットの過度の使用による夜更かしによる学力低下、置き忘れあるいは破

損などの問題が発生しています。それ以外にも他人を巻き込んだ犯罪まがいの行為や他人に迷惑を掛け

る行為も見受けられることがありました。このため、貸与パソコンの保管と使用を原則として学内（金

沢工大学園のキャンパス内）に限定し学外への持ち出しは許可制としています。 

1. 貸与パソコンの基本的な使用ルール

2. 貸与パソコンの学外への持ち出し

3. 故障などのトラブル対応について

4. 返却について

1. 貸与パソコンの基本的な使用ルール

貸与パソコン一式とは「パソコン本体、ACアダプタ、電源ケーブル、マウス」を指す（梱包用の箱は

貸与パソコン一式に含まない）。USBメモリは学生各自の管理に任せる。 

(1) 1年次夏期休業に入る前までの授業期間 

(2) 1年次夏期休業以降卒業時までの期間 

(1) 1年次夏期休業に入る前までの授業期間 

 この期間は，理由の如何に関わらず貸与パソコンの学外（自宅など）への持ち出しは認めない。 

 貸与パソコン一式は多目的実験室Ⅰのキャビネットに保管し授業以外の時間は施錠する。梱包用の

箱はキャビネット上部に保管する。 

 課題や復習などのために授業時間外に貸与パソコンの使用を希望する場合は，科目担当教員にキャ

ビネットの開錠を依頼すること。 

 夏期休業直前の貸与パソコン使用授業にて、貸与パソコン一式を梱包用の段ボール箱に入れて自宅

に持ち帰ること（詳しくは科目担当教員が指示をする）。 

(2) 1年次夏期休業以降卒業時までの期間 

 3年次までは長期休業期間（夏期休業、冬期休業、学年末休業）をのぞき、貸与パソコン一式の学外

（自宅など）への持ち出しを原則として禁止する。 

 貸与パソコン一式は，肌身離さず携帯するか、施錠した学生ロッカーに保管すること。教室に放置

してその場を離れたり帰宅したりしないこと。そのような事があった場合、管理責任を怠ったとし

て処分の対象となる。 

資料1-1-4-(3)-06
資料タイトル「貸与パソコンの取り扱い」

出典「平成３０年４月オリエンテーション配布資料」074



  

 ロッカーでの貸与パソコン保管について破損防止のため以下のことに留意すること。 

 棚板の下段に余裕を持って収納すること。 

 ケーブルの内部断線のおそれがあるので、電源ケーブル、ACアダプタ、マウスは貸与パソコン

から取り外し折り曲げずに収納すること。 

 放置された貸与パソコン、施錠されていないロッカーに保管した貸与パソコンは盗難防止のた

め教員が回収することがある。 

 ていねいに扱い、盗難・紛失などが起きないようしっかりと管理する。万が一故障や紛失あるいは

盗難などが起こった場合は、速やかに教員に申し出ること。 

 貸与パソコン関連の物品に添付してある名前シールをはがさないこと。 

 ステッカーなど不必要なシール等を貼らないこと。 

 衝撃、振動、高温、ホコリ、水分に十分な注意を払って扱い改造をしないこと。 

 授業に不要なゲーム等のソフトウェアをインストールしないこと。 

 インターネットに接続する際には安全に十分注意し授業で学ぶ情報倫理にしたがって行動すること。 

 

2. 貸与パソコンの学外への持ち出し 

 

貸与パソコンを学外に持ち出すことができるのは，1年次夏期休業以降の以下の場合に限る。下記条件

に違反した持ち出しが発覚した場合、処分の対象となる。 

(1) 長期休業期間 

(2) ニュージーランド留学の場合 

(3) 保護者からの申請があり教務主事の許可を受けた場合（1～3年生） 

(4) 教員からの許可があった場合 

(5) 4，5年生の期間 

 

(1) 長期休業期間 

 5年次の学年末休業期間を除く長期休業期間は，貸与パソコン一式を学外（自宅）に持ち出し，自宅

学習に活用すること（ただし，保護者から申し出によって持ち出しを認めないこともある）。 

 1年次の夏期休業中の持ち出しについては貸与パソコン使用授業において指示する。 

 

(2) ニュージーランド留学の場合 

 3年次ニュージーランド留学をする場合，オタゴ・ポリテクニクでの授業に用いるため，貸与パソコ

ンの持ち出しを許可する。現地ではオタゴ・ポリテクニク教員の指示に従って使用すること。 

 

(3) 保護者からの申請があり教務主事の許可を受けた場合（1～3年生） 

 自宅にパソコンがないなどの理由で自宅学習に差しさわりがある場合，保護者押印の「貸与パソコ

ン学外持ち出し申請書」（以下、申請書）の提出を受け，許可証によって学外（自宅）への持ち出し

を許可する。 

 許可を受ける手順： 

① 学生はクラス担任に申し出て申請書を入手する。 

② 学生は申請書に必要事項を消せないインクペンで記入し保護者の同意と押印を得た後、担任に

提出する。 

③ 申請処理後、担任が許可証を貸与パソコンに貼付し、その後、貸与パソコン一式の持ち出しを

開始できる。 
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 以下の場合には，持ち出し許可を取り消すことがある。 

 貸与パソコンが必要な授業に持参しないなど，授業に支障をきたした場合 

 保護者が監督･指導できない場合 

 その他，持ち出し許可の継続が適切でないと判断される場合 

 

(4) 教員からの許可があった場合 

 授業の課題や課外のプロジェクト活動などで必要な場合には，担当教員が許可証によって，期間を

限定して，学外（自宅）への持ち出しを許可する。 

 

(5)  4，5年生の期間 

 4年生以上の学生は IT教育を十分に身に付け貸与パソコンを正しい目的のために使用できる能力が

あるとみなし、許可を得なくても持ち出すことができる。 

 教員からの指示がある場合は学校に持参すること。 

 持ち出しが適切でないと判断される学生に対しては持ち出しを直ちに停止し、1~3年生と同様に許

可制とする。 

 

3. 故障などのトラブル対応について 

 

 故障などのトラブルで正常に使用できない場合は，学科担当教員に申し出て指示に従うこと。 

    T科：諸谷先生、伊藤周先生、M科：伊勢先生、G・J科：田村先生 

 通常使用による故障が発生した場合の修理は 3 年次まで無償で受けることができる（保険の適用）。

4年次以降はいかなる理由であっても学生の自己負担による修理となる（保険の期間外）。 

 

4. 返却について 

 

在籍中の途中返却を認めません。使用しなくなった場合は、紛失しないように丁寧に保管すること。 

下記の場合、貸与パソコン一式を返却すること。その他の場合、原則として学生自身が管理すること。 

(1) 卒業時 

(2) 退学・休学・留年 

 

(1) 卒業時 

 学年末に返却の時間を設けるので、必ず返却すること。 

 原則として返却の延長を認めない。 

 

(2) 退学・休学・留年 

 退学時は貸与パソコン一式を担任に返却すること。 

 留年時（１～３年生）は年度末に貸与パソコン一式を担任に返却すること。新年度に所属する学年

用の貸与パソコンを新たに貸与する。 

 留年時（４，５年生）は貸与パソコンをそのまま所持して使用すること。 

 休学時も原則として貸与パソコンの返却が必要であるが、自宅学習などの理由で学生が申請するこ

とにより貸与を受けることができる。 

 

以上 
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図３．ＣＤＩＯシラバスの構成

カリキュラムは「建学綱領｣を根源とし、これを具現する行動規範「ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳ」とものづ

くり教育を先導する「ＣＤＩＯの基本理念」を融合して、卒業生が備えるべき５項目の資質・能力を明

らかにし、さらに達成するための細目を示しています。

（２）卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（ディプロマ・ポリシー） 

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

建学の綱領 

人間形成 

技術革新 

産学協同 

教育目標 
グローバルイノベータ
ーの育成 

行動規範 

KIT-IDEALS 

Ｋ：Kindness of Heart 

  思いやりの心 

Ｉ：Intellectual Curiosity 

  知的好奇心 

Ｔ：Team Spirit 

  共同と共創の精神 

Ｉ：Integrity 

  誠実 

Ｄ：Diligence 

  勤勉 

Ｅ：Energy 

  活力 

Ａ：Autonomy 

  自律 

Ｌ：Leadership 

  リーダーシップ 

Ｓ：Self-Realization 

  自己実現 

学習規範 

ＣＤＩＯ 

Ｃ：Conceive 

  発想する 

Ｄ：Design 

  設計する 

Ｉ：Implement 

  実行する 

Ｏ：Operate 

  運営する

人
間
性

①自分で考え、主体的に行動することができる。

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

資質Ａ 

創
造
性

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

資質Ｂ 

国
際
性

⑤英語でコミュニケーションができる。

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

資質Ｃ 

基
礎
力

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。

⑧論理的な考え方ができる。

資質Ｄ 

専
門
力

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ 

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

 これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修

し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。

（３）教育の特色

本校は、グローバル化社会に対応できる「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバ

ルイノベーターの育成」を推進するため、次の教育を行っています。

①人間形成教育および自然学苑研修（穴水自然学苑および池の平セミナーハウス研修）

自然学苑などにおいて開講される「人間と自然Ⅱ～Ⅲ」は、本校の教育で最も重要となる「人間形成」

を目指す科目です。豊かな自然環境の下、学生と教員が寝食を共にし、ア）思いやる心を育み倫理観を

養うこと、イ）チームワークの大切さを知りリーダーシップを発揮できること、ウ）日本人としての自

覚を深めることを目的としています。この教育では海洋活動、グループ討議、校長講話、科長講話、ク

ラスミーティング、自然学苑での共同生活などの活動を２泊３日のスケジュールの中で行います。

②インターンシップ

本校では、４年次の夏期休業中に約２週間の日程でインターンシップを実施しており、開学以来、全

学生が参加しています。インターンシップでは就業体験を通じ実社会を認識すると共に、学生が自らの

既習成果を自己点検することができます。同時に、この経験を生かして、キャリアデザインの見直しを

図ることを目的としています。終了後に行われる研修先企業と保護者を対象にした「インターンシップ

報告会」は、学生のさらなる「自己啓発」の動機付けとなると共に、参加される企業担当者と学校の意

見交換の場ともなっています。

平成 21年度からは、新たにシンガポールおよびニュージーランドなどにおける、海外インターンシッ
プを開始しました。いずれのケースも海外提携校経由によるインターンシップであり、研修中の安全に

は十分な配慮をすると同時に、派遣中には本校教員が巡回指導に赴いています。

③ラーニングエクスプレス

平成 24年度よりシンガポール理工学院と提携し、ラーニングエクスプレスを開始しました。本校学生
がシンガポール理工学院の学生とチームを組み、東南アジアの国に滞在して現地が抱える課題を一緒に

なって解決するものです。

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）
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資料タイトル「平成２９年度以前入学生のディプロマ・ポリシー」

出典「学生便覧2019　H29年度以前入学生用 P16」077

Owner
長方形



1

自己実現力
コミュニケーション能力

技術力
創造力

ものづくり教育で体得する能力

卒業研究

人間力の育成・醸成

KIT IDEALS
キャリアデザイン

クラブ・地域連携活動
国際交流・留学

夢考房プロジェクト活動

人間としての
心豊かな人材育成

アイディアを形に
問題発見解決型の自主的行動

プレゼンテーション能力
グループワーク

エンジニアリングデザイン
ＣＤＩＯ

エンジニアとしての
創造性豊かな人材育成創造実験・

創造設計Ⅳ

創造実験・
創造設計Ⅲ

創造実験・
創造設計Ⅱ

創造実験・
創造設計Ⅰ

就職
進学

大学３年次へ
編入学

専門教育
技術教育
技能教育
情報教育
資格取得

インターンシップ

人間教育
教養教育
数理教育
英語教育

人間形成教育

図１．金沢高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」
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資料1-2-2-(1)-02
資料タイトル「平成２９年度以前入学生のカリキュラム・ポリシー」

出典「ICT公式ウェブサイト」
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図２．金沢高専のカリキュラム全体像

1 年次

一般教育 人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに
工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。

充実した英語教育 技術のグローバル化に着目し、外国人教員による少人数での英語教育を実践します。

５年次４年次３年次２年次

自然学苑教育 人間力を養うことを目的とした自然学苑教育（合宿形式で自然に親しむ中で人格を養成する）

専門教育 学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。
情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。

電気電子工学科

機械工学科

グローバル情報学科
　（1年生）

電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を身につけ、
電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。

ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関する技術を身につけ、
メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。

コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、
イノベーションの創出に貢献できるグローバル人材の養成を目指します。

グローバル情報工学科
　（2～5年生）

コンピュータとソフトウエア開発の知識を修得し、高度情報化社会の基盤となる情報技術と
実践的な英語コミュニケーション力を身につけたエンジニアの育成を目指します。

総合英語・英語スキルズⅠ 総合英語・英語スキルズⅡ
※アメリカ英語研修

総合英語・英語スキルズⅢ
※ニュージーランド留学 

人間と自然Ⅰ 人間と自然Ⅲ人間と自然Ⅱ

創造実験・
創造設計

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主柱です。
学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。
卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。

創造実験・創造設計Ⅰ 卒業研究創造実験・創造設計Ⅱ 創造実験・創造設計Ⅲ 創造実験・創造設計Ⅳ

13079
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資料1-2-3-(1)-02

資料タイトル「平成２９年度以前入学生適用　国際高専の求める人（アドミッション・ポリシー）」

出典「ICT公式ウェブサイト」
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Owner
長方形



Cognitive Campus Engine (データ分析と活用システム)

活動ノート

教育ミッションと関連するコンピテンシーを学生が身につけられるよう、
授業や活動を設計・提供・改善していくKTC教育システム

Globalに活躍できる
コミュニケーション能力の獲得

社会に貢献するリーダーとしての
人間力の形成

Innovatorに相応しい
卓越した科学技術力の習得

KTCの教育ミッション

正課科目
(昼の学校)

正課以外の活動(夜の学校)

反転授業
議論

予習

復習

発表

試験

野外活動

プロジェクト
セミナー・講演会

シラバス (コンピテンシーと活動の関連を示す)

[教育ミッション]…この3つをすべて実
現できるのは、KTCならではの魅力。適
した学生の学校選択の理由と動機付
けになる。

[コンピテンシー]…教育ミッション実現の
ために具体的に高めるべき力。それぞれ
を高めるための手段の例も示されている
。(別紙参照)

KTC コンピテンシー(教育ミッションの構成要素)

[シラバス]…各科目は重点的に伸ば
すコンピテンシーを持つ。シラバスでは授
業内容にそのコンピテンシーを高めるた
めの機会を組み込み、明示する。正課
外の活動も同様に設計を行う。

[反転授業]…能動的・効率的な学習
のために、特に数理科目は自習で学び
、授業では議論や質問、発表等を中心
とする。自習の支援体制を充実させる。

教育理念

三大建学綱領

金沢高専2020Vision

アドミッション・ポリシー カリキュラム・ポリシー ディプロマ・ポリシー

革新への挑戦

リーダーとしての高潔

社会的使命感

心を動かす力

多様性と
アイデンティティ

自然・社会・産業と
結びつけた科学的思考

価値創出コラボレーション

常に学び続ける姿勢

[活動ノート]…昼・夜双方の活動で学
んだこと、感じたことを記録・蓄積する学
生の個人用データベース。授業に関連
するものは教員がチェックして学習の進
捗状況を確認できる。

[Cognitive Campus Engine]…
学内外のデータを分析し、教職員と学
生により良い授業や活動についての情
報をタイムリーに提供する。

平成28年10月１２日
学務会議資料

資料1-3-1-(2)-02資料タイトル「国際理工学科増設に伴うディプロマ・ポリシー策定案」

出典「平成２８年度第１３回学務会議議資料」
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9つのコンピテンシーの定義

教育ミッション コンピテンシー 手段(例)

社会に貢献するリーダーとし
ての人間力の形成
自らのMissionをベースに社
会的な視点から課題設定を
行い、困難でもリスクを恐れ
ず達成に向かうリーダーとして
の人間力を形成する

革新への挑戦
信念(高い志・強靭な意志)を持って行動し、失敗に臆す
ることなく粘り強く挑戦し続け、自身やチームを成功へと導く
ことができる

• 失敗経験をし、それを活かしながら困難な課題に取り組む機会

• 歴史・文学・人との出会い等、確固たる信念(Mission)を得る機会

• 少々のことでは投げ出さない精神的・身体的なタフさを身につける機会

社会的使命感
地域社会や自然環境に関心を持ち、社会的な課題の解
決に使命感を持つ

• 予測不能な未来に対峙できる教養を育む機会
(ケーススタディ、シミュレーション等)

• ローカルな問題をグローバルな視点で俯瞰する機会

• 大自然の雄大さを感じ、自然を敬う気持ちを持つ機会

リーダーとしての高潔
グローバルな環境でリーダーシップを発揮しつつも、謙虚で
他者への尊敬と思いやりを持ち、尊敬される人格である

• グローバル・リーダーとしての立ち居振る舞いや礼儀作法を磨く機会

• 国際社会でリーダーシップを発揮する者としての矜持を持つ機会

• 日常的に自らを振り返る機会(知行合一)

グローバルに活躍できるコ
ミュニケーション能力の獲得
日本と世界に関する教養を
備え、多様性の中で自らの
価値を認識し発揮できるコ
ミュニケーション能力を獲得す
る

コラボレーション
チームで目標を達成するために、自分の役割と提供できる
価値を認識し、積極的に貢献する

• チームの中で自分の教育ミッションを認識し発揮する機会

• チーム内での貢献をお互いにフィードバックする機会

多様性とアイデンティティ
多様な文化や価値観を理解するための基礎的な教養を
持ちつつ、その中で自らの考えを持っている

• 世界の歴史や文化の理解(教養)

• 異なる知、文化、価値観、言語を持つ人々と触れ合う機会

• 多様な意見を理解・尊重しつつ自らの考えを持ち議論する機会(日本
語英語両方で)

心を動かす力
考えを論理的にまとめたうえで、相手の立場や気持ちを考
慮しながら効果的に伝えることができる

• 論理的思考と文章構成力のトレーニング(日本語・英語)

• 相手の納得や感動をひきだす表現力のトレーニング

イノベーターに相応しい卓越
した科学技術力の習得
早期からの基礎固めと大学と
も連携した幅広い学問領域
の探求により、多角的な視野
で価値を創出できる卓越した
学力を身に付ける

価値創出
幅広い学問領域の探求とデザイン思考の実践により、これ
までにない価値を創出することができる

• デザイン・シンキングの実践の機会

• 分野を超えたテーマに取り組む機会

• 問題発見・解決の実践の機会

自然・社会・産業と結びつけた科学的思考
科学技術を自然・社会・産業の面から理解・分析し自分
の考えを述べることができる

• 工学的(人の役に立つための学問分野)見地からの数理

• 科学技術者倫理に関する考察の機会

常に学び続ける姿勢
確実に身に着けた基礎を土台として、常に新しい知識・ス
キルを獲得する姿勢を持っている

• 理由を探求しながら本質を理解する思考のトレーニング

• 自立して学習する機会

086



本校は、グローバルに活躍するイノベーターの素養を身につけた実践的・創造的技術者を養成している。グローバルイノベーターとは、課題を発見する科学的
思考力を持ち、最新の工学知識や洞察力を身につけ、創造的な解決策を用いて新しい価値を生み出す人材である。さらに、さまざまな分野の専門家たちと協
働し、文化や価値観の多様性を受け入れ、グローバル社会で活躍する力を持ったプロフェッショナルでもある。新しい価値の発見者“イノベーター”は、工学原理、
工学実践を幅広く理解していなければならない。つまり、工学教育改革を目指す国際的組織「CDIOイニシアチブ」の「Conceive、Design、Implement、
Operate」というそれぞれの段階を理解し実践する者である。具体的には、次の能力及び行動規範を身につけることが求められる。

Ⅰ 社会に貢献するリーダーとしての人間力
1. 革新への挑戦

信念(高い志・強靭な意志)を持って行動し、失敗に臆することなく粘り強く挑戦し続け、自身やチームを成功へと導くことができる。
2. 社会的使命感

地域社会や自然環境に関心を持ち、社会的な課題の解決に使命感を持っている。
3. リーダーとしての高潔

グローバルな環境でリーダーシップを発揮する一方で、謙虚さや他者への尊敬、思いやりを持ち、信頼される人格を備えている。

Ⅱ グローバルに活躍できるコミュニケーション能力
1. コラボレーション

チームで目標を達成するために、自分の役割と提供できる価値を認識し、積極的に貢献する。
2. 多様性とアイデンティティ

多様な文化や価値観を持つ人々と協働するための教養を備えつつ、自身の考えを持っている。
3. 心を動かす力

自身の考えを論理的にまとめたうえで、相手の立場や気持ちを考慮しながら効果的に伝えることができる。

Ⅲ イノベーターに相応しい卓越した科学技術力
1. 価値創出

幅広い学問領域の探求とデザイン思考の実践により、これまでにない価値を創出することができる。
2. 自然・社会・産業と結びつけた科学的思考

科学技術を自然・社会・産業の面から理解・分析し、自分の考えを述べることができる。
3. 常に学び続ける姿勢

科学・工学の基礎を土台として、常に新しい知識・技術を獲得する姿勢を持っている。

これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件で
ある。

ディプロマ・ポリシー（案）
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開設又は
改編時期

変 更 内 容
学 位 又 は
学 科 の 分 野

手続きの区分

昭和37年4月 電気工学科　設置 工学関係 設置認可（学科）

昭和38年4月 機械工学科　設置 工学関係 設置認可（学科）

電気工学科　→　電気情報工学科 工学関係 名称変更（学科）

国際コミュニケーション情報工学科　設置 工学関係 設置認可（学科）

電気情報工学科　→　電気電子工学科 工学関係 名称変更（学科）

国際コミュニケーション情報工学科
　
　　　　　　  →　グローバル情報工学科

工学関係 名称変更（学科）

グローバル情報学科　設置 工学関係 設置届出（学科）

グローバル情報工学科の学生募集停止 ― 学生募集停止（学科）

金沢工業高等専門学校　→　国際高等専門学校 ― 名称変更（校名）

国際理工学科　設置 工学関係 認可届出（学科）

電気電子工学科、機械工学科、グローバル情報
学科の学生募集停止

― 学生募集停止（学科）

基 礎 と な る 学 部 等 の 改 編 状 況

平成27年4月

平成15年4月

平成21年4月

平成30年4月

資料2-1-1-(1)-01

資料タイトル「学科の改編履歴がわかる資料」

出典「文科省提出資料」
088



第１章 目的及び使命 
第１条 金沢工業高等専門学校（以下「本校」という。）は、学校法人金沢工業大学建学綱領に定める建学の精神に則り、教育基本法及び 

学校教育法に従い、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、その目的を実現するため教育を行い、そ

の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することを使命とする。 
２ 本校は、前項の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について点検及び評価を行うことに努めるものとする。 
３ 前項に関し、必要な事項は、別に定める。 

—————（省略）————— 

第３章 組織及び定員 
第６条 本校に次の学科を置く。 
電気電子工学科 
機械工学科 
グローバル情報工学科 

第６条の２ 電気電子工学科は、電気・電子工学及び情報技術分野に関する専門的能力を有する実践的技術者の養成を目的とする。 
２ 機械工学科は、機械工学分野に関する専門的能力を有する実践的技術者の養成を目的とする。 
３ グローバル情報工学科は、情報技術分野に関する専門的能力及び英語による国際的なコミュニケーション能力を有する実践的技術者の 
養成を目的とする。 

第７条 各学科の学級数及び収容定員は、次のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、異なる学科の学生をもって学級を編成することがある。 

学科 学級数 入学定員 収容定員 
電気電子工学科 １ 40人 200人 

機械工学科 1 40人 200人 
グローバル情報工学科 1 40人 200人 

金沢工業高等専門学校学則（平成26 年度以前入学生適用） 

資料タイトル「学校・学科の目的及び使命が明記された学則抜粋（平成26 年度以前入学生適用）」

出典「学生便覧2014　 H26年度以前入学生用　P36」

資料2-1-1-(1)-02
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第１章 目的及び使命 
第１条 国際高等専門学校(以下「本校」という。)は、学校法人金沢工業大学建学綱領に定める建学の精神に則り、教育基本法及び学校教

育法に従い、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、その目的を実現するため教育を行い、その成果を

広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与することを使命とする。 

２ 本校は、前項の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について点検及び評価を行うことに努めるものとする。 

３ 前項に関し、必要な事項は、別に定める。 

—————（省略）————— 

第３章 組織及び定員 
第６条 本校に次の学科を置く。 

電気電子工学科 

機械工学科 

グローバル情報学科 

第６条の２ 電気電子工学科は、電気・電子工学及び情報技術分野に関する専門的能力を有する実践的技術者の養成を目的とする。 

２ 機械工学科は、機械工学分野に関する専門的能力を有する実践的技術者の養成を目的とする。 

３ グローバル情報学科は、情報技術に関する専門能力と経営の知識を有し、グローバル社会においてイノベーション創出に貢献できる技

術者の養成を目的とする。 

第７条 各学科の学級数及び収容定員は、次のとおりとする。 

学科 学級数 入学定員 収容定員 

電気電子工学科 １ 40人 200人 

機械工学科 １ 40人 200人 

グローバル情報学科 １ 40人 200人 

２ 前項の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、異なる学科の学生をもって学級を編成することがある。 

国際高等専門学校学則（平成27～29 年度入学生適用）

資料2-1-1-(1)-03

資料タイトル「学校・学科の目的及び使命が明記された学則抜粋（平成27～29 年度入学生適用）」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P48」090
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P.14

P.22

P.34

P.36

12

資料2-1-1-(1)-04

資料タイトル「ディプロマポリシーが明記された学生便覧（平成 29 年度以前入学生適用）」

出典「学生便覧2019　H29年度以前入学生用 P12、16」
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図３．ＣＤＩＯシラバスの構成

カリキュラムは「建学綱領｣を根源とし、これを具現する行動規範「ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳ」とものづ

くり教育を先導する「ＣＤＩＯの基本理念」を融合して、卒業生が備えるべき５項目の資質・能力を明

らかにし、さらに達成するための細目を示しています。

（２）卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（ディプロマ・ポリシー） 

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

建学の綱領 

人間形成 

技術革新 

産学協同 

教育目標 
グローバルイノベータ
ーの育成 

行動規範 

KIT-IDEALS 

Ｋ：Kindness of Heart 

  思いやりの心 

Ｉ：Intellectual Curiosity 

  知的好奇心 

Ｔ：Team Spirit 

  共同と共創の精神 

Ｉ：Integrity 

  誠実 

Ｄ：Diligence 

  勤勉 

Ｅ：Energy 

  活力 

Ａ：Autonomy 

  自律 

Ｌ：Leadership 

  リーダーシップ 

Ｓ：Self-Realization 

  自己実現 

学習規範 

ＣＤＩＯ 

Ｃ：Conceive 

  発想する 

Ｄ：Design 

  設計する 

Ｉ：Implement 

  実行する 

Ｏ：Operate 

  運営する

人
間
性

①自分で考え、主体的に行動することができる。

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

資質Ａ 

創
造
性

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

資質Ｂ 

国
際
性

⑤英語でコミュニケーションができる。

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

資質Ｃ 

基
礎
力

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。

⑧論理的な考え方ができる。

資質Ｄ 

専
門
力

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ 

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

 これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修

し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。

（３）教育の特色

本校は、グローバル化社会に対応できる「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバ

ルイノベーターの育成」を推進するため、次の教育を行っています。

①人間形成教育および自然学苑研修（穴水自然学苑および池の平セミナーハウス研修）

自然学苑などにおいて開講される「人間と自然Ⅱ～Ⅲ」は、本校の教育で最も重要となる「人間形成」

を目指す科目です。豊かな自然環境の下、学生と教員が寝食を共にし、ア）思いやる心を育み倫理観を

養うこと、イ）チームワークの大切さを知りリーダーシップを発揮できること、ウ）日本人としての自

覚を深めることを目的としています。この教育では海洋活動、グループ討議、校長講話、科長講話、ク

ラスミーティング、自然学苑での共同生活などの活動を２泊３日のスケジュールの中で行います。

②インターンシップ

本校では、４年次の夏期休業中に約２週間の日程でインターンシップを実施しており、開学以来、全

学生が参加しています。インターンシップでは就業体験を通じ実社会を認識すると共に、学生が自らの

既習成果を自己点検することができます。同時に、この経験を生かして、キャリアデザインの見直しを

図ることを目的としています。終了後に行われる研修先企業と保護者を対象にした「インターンシップ

報告会」は、学生のさらなる「自己啓発」の動機付けとなると共に、参加される企業担当者と学校の意

見交換の場ともなっています。

平成 21年度からは、新たにシンガポールおよびニュージーランドなどにおける、海外インターンシッ
プを開始しました。いずれのケースも海外提携校経由によるインターンシップであり、研修中の安全に

は十分な配慮をすると同時に、派遣中には本校教員が巡回指導に赴いています。

③ラーニングエクスプレス

平成 24年度よりシンガポール理工学院と提携し、ラーニングエクスプレスを開始しました。本校学生
がシンガポール理工学院の学生とチームを組み、東南アジアの国に滞在して現地が抱える課題を一緒に

なって解決するものです。

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）
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国際高等専門学校学則（平成３０年度以降入学生適用） 

第１章 目的及び使命 

第１条 国際高等専門学校(以下「本校」という。)は、学校法人金沢工業大学建学綱領に定める建学の精

神に則り、教育基本法及び学校教育法に基づき、理学・工学の幅広い学芸を教授し、グローバルに活躍

するイノベーターの素養を身につけた創造的・実践的技術者の養成を目的とする。 

２ 本校は、前項の目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、地域

社会及び国際社会の発展に寄与することを使命とする。 

３ 本校は、前２項の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について点検及び評価を行う

ことに努めるものとする。 

４ 前項に関し、必要な事項は、別に定める。 

—————（省略）————— 

第３章 組織及び定員 

第６条 本校に次の学科を置く。 

国際理工学科 

２ 学科は、教育上有益と認められるときには、適切なコースの学級を編成することができる。 

３ 前項に規定するコースの取り扱いについては、別に定める。 

第６条の２ 国際理工学科は、グローバルに活躍するイノベーターの素養を身につけた創造的・実践的技

術者の養成を目的とする。 

２ コースの人材養成目的は、別に定める。 

第７条 国際理工学科の学級数及び収容定員は、次のとおりとする。 

学 科 学級数 入学定員 収容定員 

国際理工学科 ２ 90 人 450 人 

資料2-1-1-(1)-05

資料タイトル「学校・学科の目的及び使命が明記された学則抜粋（平成３０年度以降入学生適用）」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」
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学校法人金沢工業大学　組織表 令和元年 5月 1日現在 

明　倫　館 明倫館事務局

校友会事務局 庶務課 庶務係

理　　事　　会 監　査　室

資金局 資金募集委員会室 運営係

資金運用管理委員会

安全委員会室 安全係

理　　事　　長

常　務　理　事 法　人　本　部 法人部 人事課 人事給与係、役員室係

総務課 庶務係、文書係

企画委員会室 企画課 運営係

個人番号管理室

東京事務所 庶務課 庶務係

広坂事務所 庶務係

扇が丘診療所 事務室 庶務係

扇が丘保育園 (保育士)

評　議　員　会

財務部 経理課 経理係

会計課 会計係

管財課 用度係

不動産管理課

施設部 施設課 営繕係、環境保全係、防災係

管理課 管理係

運営係、保健室

企画部 広報課 広報係、庶務係

CS室 調査分析係

入試事務室 入試係

金沢工業大学 大学事務局 共創教育推進室 IR運営係

庶務課 庶務係

教務課 教務係

修学相談室 学生係

課外活動支援室

大学院課 大学院係

八束穂事務室 庶務係

虎ノ門事務室 庶務係、教務係

入試センター

進路開発センター 進路開発室 運営係

キャリア支援室

臨床心理センター 事務室

教職支援室

国際高等専門学校 高専事務局 庶務課 庶務係、国際交流事務係

教務課 教務係

修学支援課 学生係

白山麓高専事務室 庶務係

入試センター 高専入試事務室

教育支援機構 ライブラリーセンター 業務部 業務課 運用係、学習支援係

SL、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ事務係、東京分室、高専分室

(運営委員会) PMC運営室 庶務係

生涯学習室 学習課 学習係

情報処理サービスセンター システム部 システム課 庶務係、技術係

AV室 技術課 庶務係、技術係

ＡＩ情報教育センター 事務室 運営係

プロジェクト教育センター ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ教育推進室 運営係

夢考房運営室 技術・教育係

CDIOﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾃｰｼｮﾝ運営室 運営係

スポーツ考房運営室 技術係

国際交流センター 国際交流室 留学支援課 運営係

自己開発センター 事務室 教務係

数理工教育研究センター 事務室 教務係

基礎英語教育センター 事務室 庶務係

カウンセリングセンター 事務室 受付係

穴水湾自然学苑 事務室 技術・教育係

研究支援機構 産学連携局 研究支援推進部 研究支援課 研究係

連携推進課 推進係

(運営委員会)

産学連携東京分室 庶務課 運営係

金沢工大附置研究所

金沢工大研究センター

産学連携室

事務室 運営係

白山麓キャンパス運営室

COC教育推進センター

革新複合材料研究開発センター

資料タイトル「令和元年度法人組織表」 
資料2-1-3-(1)-07

出典「学校法人金沢工業大学　組織表」
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2章 学事運営組織 | 国際高等専門学校 

10 

R1.5.1

2. 学事運営組織

2.1 学事運営組織と役割 

学事運営の組織構成と各委員会等の役割を示します。 

 

 

図２‐１ 学園組織図 

図２‐２ 高専組織図 

十年委員会 KIT評価向上委員会
ICT教育評価委員会

学園倫理委員会 研究評価支援委員会
金沢工業大学顧客満足度向上プロジェクト委員会

人事委員会

予算編成委員会

学園協議会

教育支援機構（教育支援機構運営委員会） ライブラリセンター
情報処理サービスセンター

研究支援機構（研究支援機構運営委員会） プロジェクト教育センター プロジェクトデザイン教育推進室
国際交流センター 夢考房

革新複合材料研究開発センター 自己開発センター CDIOチャレンジステーション
数理工教育研究センター スポーツ考房

法人本部 基礎英語教育センター
カウンセリングセンター

明倫館 穴水湾自然学苑
COC教育推進センター

金沢工業大学 数理工教育研究センター

国際高等専門学校

　学生募集委員会　　ハラスメント防止委員会　　 旦月会報編集委員会　　　　　安全保障輸出管理委員会
　安全衛生委員会　　防火防災委員会　　　　　　  資金運用管理委員会　　　　　障がい者支援委員会
　国際交流委員会　　校史編纂委員会　　　　　　  顧客満足度向上委員会
　同和対策委員会　　ばっくあっぷ編集委員会    個人情報保護検討委員会

評議員会

理事会

理事長
常務理事

教務主事 ③⑩

学生主事（金沢、白山麓） ④

校　長 ①② 進路指導主事 ⑤

副校長 研究プロジェクト主事 ⑥

国際交流主事 ⑦

国際理工学科長 ⑧

電気電子工学科長 ⑧

機械工学科長 ⑧

グローバル情報学科長 ⑧

一般教科主任

高専事務局長 ⑨

　　　情報教育部会

⑩担任会議

ＩＣＴ教育評価委員会

⑥創造技術教育研究所
⑦国際交流委員会
⑧学科会議

①学務会議　

②教員会議　（教員全員）
③教務委員会
④厚生補導委員会
⑤進路指導委員会

⑨国際高専安全委員会

高専キャンパス・ハラスメント防止委員会

白山麓高専事務室長
入試センター

※①～⑩：学務会議構成員が、

各委員会等の議長を掌る。

資料タイトル「学事運営の組織構成と学生支援施設が明示されている資料」 資料2-1-3-(1)-08

出典「ICT公式ウェブサイト　教育情報２．学事運営組織」104
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1. 学務会議（図２‐２ ①） 

校長、副校長、教務主事、学生主事（金沢、白山麓）、進路指導主事、研究プロジェクト主事、国際

交流主事、国際理工学科長、電気電子工学科長、機械工学科長、グローバル情報学科長、一般教科主任、

高専事務局長、白山麓高専事務室長により構成され、校長が議長となり、教育研究の質的向上に関する

事項、学則その他規則に関する事項、教育課程編成に関する事項、学籍に関する事項、厚生補導に関す

る事項など、学事全般について審議します。 

2. 教務委員会（図２‐２ ③） 

教務主事が議長となり、教務運営の方針及び教育実施状況の把握に関する事項について審議します。 

3. 厚生補導委員会（図２‐２ ④） 

学生主事が議長となり、学生の厚生補導に関する事項について審議します。 

4. 進路指導委員会（図２‐２ ⑤） 

進路指導主事が議長となり、進路指導の方針及び進路指導状況の把握に関する事項について審議する

と共に学生の進路に関する支援を行ないます。 

 

2.2 教育支援・学習支援組織と機能 

学生の学習や生活支援を行なう組織として、また、教育の充実に向けた支援組織として、各種の支援セン

ターを設けています。  

 各センターの学生支援活動は次のとおりです。 

 

≪金沢キャンパス≫ 

① ライブラリーセンター 

ライブラリーセンターは、教室や実験室で得た知識をさらに深める場として開館し

た新しい概念の図書館で、「学習支援」「研究支援」「卒業生支援」「地域の情報セン

ター」としての役割を担っています。利用時間は年間 340 日、平日は 22 時まで開

館しており、就職や授業と連携した文書添削指導の機能を有するライティングセン

ター、専門基礎学力の増進プログラムを運営する学習支援デスク、マルチメディア

技術の修得を目的としたマルチメディア考房を有しています。 

詳細は、http://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/ で紹介しています。 

 

② 情報処理サービスセンター  

情報処理サービスセンターは、コンピュータ、ネットワーク等の IT による教育研

究の支援及び IT 関連教育の推進を担っています。本校では、全学生にノートブッ

ク型パソコンを貸与するなど、IT教育の充実を図っています。 

詳細は、http://www.kanazawa-it.ac.jp/dpc/ で紹介しています。 

 

 

③ 自己開発センター 

自己開発センターは、資格取得による学生の総合的な能力向上の推進を担っており、

各種の資格試験の情報提供をはじめ、資格取得のための講習会も多数開催していま

す。また、既に資格を取得した学生が、今から資格取得を目指す学生を教える、「学

生と学生の学び合いの場」も運営しています。 

詳細は、http://www.kanazawa-it.ac.jp/shikaku/で紹介しています。 
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④ プロジェクト教育センター 夢考房

プロジェクト教育センターは、ものづくり機能を有する夢考房と、健康管理や体

力の向上の機能を有するスポーツ考房から成り、夢考房は年間 300 日、平日は

21時まで、土日は 17時まで開館しており、ものづくりのための安全や装置機器

の取扱講習会を年間 345 回実施すると共に学生プロジェクトである夢考房プロ

ジェクトを支援しています。 

詳細は、http://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/で紹介しています。 

⑤ イノベーション＆デザインスタジオ

イノベーション＆デザインスタジオは、「グローバル人材の育成」と「イノベーシ

ョン力の育成」をキーワードに、授業・授業外の予習復習・課外教育プログラムの

充実に向けた新しい形の教室環境です。平日は 21時まで開館しており、アクティ

ブラーニングや学生間のチームラーニングなどで活用できる学習環境です。 

⑥ Challenge Lab

Challenge Labは分野を超えて人と知識がつながり、未来の社会に必要とされる新し

い技術や価値を創出する場として平成 29 年７月に金沢工業大学扇が丘キャンパスに

開設しました。本校は今年度より、学科の枠を超えて卒業研究テーマに取組む「ICT

クラスター研究室」が始めました。クラスター研究室は、本校の機械工学科、電気電

子工学科、グローバル情報学科を対象とした「ロボコン」と、金沢工業大学で学科を

超えて活動している「初心者が楽しめるチェアスキーの設計と開発」、「スマートファ

クトリー：椅子再生工場を支える技術の提案と空間設計」、「石橋の科学的解明と石文

化の継承方策の提案」で構成されています。 

⑦ 学生ステーション

学生ステーションは、学年・学科の異なる学生同士が、共通の話題で対話し、自由

な活動を通じて自己成長を行う場です。平日は、21時までオープンしており、学生

主体の交流イベント、講習会の実施を行なっています。 

詳細は、http://www.kanazawa-it.ac.jp/gstation/で紹介しています。 

⑧ d-studio

金沢キャンパス２階にあります。学生達がプログラミングのスキルだけでなく、モ

ノづくりに直結する IT スキルを身につけさせるため、デジタルファブリケーショ

ンを体験出来る場となっています。部屋には、レーザーカッターや３Dプリンター

を設置しています。  

⑨ 自習室

自習には、個人で自習する場合と、複数人もしくはチームで自習する形態がありま

す。本学には個人利用の自習室に加えて、チームでも使用できる自習室として、い

つでも課外学習に取り組めるよう、235席を有する 365日 24時間オープンの自習室

があります。 
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⑩ 穴水湾自然学苑 

穴水湾自然学苑は、扇が丘から北北東へおよそ 100キロ、車で約２時間の能登半島

国定公園の景勝地、穴水町由比ヶ丘にあります。ここには鉄筋４階建、収容人数約

150名の本館をはじめ、体育館、グランド、専用のヨットハーバーがあり、ハーバ

ーには、艇庫、調査研究船、外洋クルーザー、ヨットなどが揃っています。電気電

子工学科、機械工学科、グローバル情報学科３年次の「人間と自然Ⅱ」を開講し、

各年次で２泊３日の合宿形式による集中授業を行なっています。 

 

⑪ 天池自然学苑 

天池自然学苑は、本学園のメインキャンパスである金沢キャンパスからバスでおよ

そ 25 分の金沢市南東部の丘陵地に位置し、体育館、サッカー場、ラグビー場、野

球場、ゴルフ練習場などがあり、学生の課外活動に使用しています。 

 

 

 

⑫ 池の平セミナーハウス  

池の平セミナーハウスは、本学園のメインキャンパスである扇が丘キャンパスから

自動車で約３時間の、新潟県の妙高高原にある収容人数 60 名の施設です。ここで

は、電気電子工学科、機械工学科、グローバル情報学科４年次の「人間と自然Ⅲ」

を開講し、２泊３日の合宿形式による集中授業を行なっています。 

 

 

 

≪白山麓キャンパス≫ 

① 学生寮 

１・２年次が共同生活を送る学生寮は、１ユニットに６人が

生活します。６人それぞれがユニット内での役割を果たし、

グローバル社会を生きる健やかで強靭な人間性を育みます。 

詳細は https://www.ict-kanazawa.ac.jp/campuslife/accommodation/

で紹介しています。 

② Maker Studio 

           Maker Studio は、学生や教職員の自主的な「ものづくり」を支援する設備群の総称 

  で         あり、Workshop(工作機械室)、Workspace(ものづくりスペース)、Lecture room（レ                

           クチャールーム）、Project booth(プロジェクトブース)による制作環境です。学生 

           達は社会実装に向けたプロトタイプをすぐ作成できるよう、レーザーカッターをは 

                      じめとした機械や道具が備わっています。 

 

③ Library and Work Commons / Living Commons 

１・２年次学生の学習・生活の中心的な空間となっています。

金沢工業大学扇が丘キャンパスのライブラリーセンターのサ

テライト図書館としての機能はもちろんのこと、少人数教育、

個人学習、グループ学習など様々な目的で使用しています。 
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会

第１回 4月11日 3月28日 4月20日 6月21日 4月16日 5月26日 2月25日 5月14日

第２回 4月25日 4月27日 5月17日 3月1日 12月11日

第３回 5月23日 5月25日 6月22日

第４回 6月13日 6月27日 7月20日

第５回 6月 21日 7月27日 8月17日

第６回 6月25 日 8月31日 9月21日

第７回 7月11 日 9月28日 10月18日

第８回 7月25 日 10月26日 11月22日

第９回 7月31日 11月30日 12月14日

第１０回 8月29日 12月21日 1月18日

第１１回 9月12日 1月25日 1月31日

第１２回 9月26日 2月25日 2月15日

第１３回 10月24日 3月7日 3月7日

第１４回 11月14日 3月11日 3月11日

第１５回 11月28日

第１６回 12月5日

第１７回 12月19日

第１８回 1月9日

第１９回 1月23日

第２０回 2月6日

第２１回 2月19日

第２２回 3月1日

第２３回 3月7日

第２４回 3月11日

第２５回 3月20日

H30年度会議実施状況表

資料2-1-3-(2)-01
資料タイトル「H30会議実施状況表」

出典「各委員会資料より作成」
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平成 30 年 12 月 11 日 

平成 30 年度 第 2 回 国際交流委員会 議事録 

日 時 ： 平成 30 年 12 月 11 日（火）17 時 10 分～18 時 00 分 

場 所 ： E ラウンジ 

出席者 ： 向井 守、宮野 純光、土地 邦生、藤澤 武、松下 臣仁、イアン・ス

ティーブンソン、宮野 肇、山岸 徹 

欠席者 ： 伊藤 恒平 

協議事項： 

1) 平成 31 年度オタゴポリテクニク留学参加学生選抜

１．向井主任から配布資料をもとに、平成 29、30 年度成績、面接結果、選抜筆記試験

（数学、物理、英語）結果、作文評価、英語スキルズ教員および担任評価が説明

された。 

２．協議の結果、応募者 4 名全員を合格とすることに決定した。 

4) 平成 30 年度ラーニングエクスプレス参加学生承認

１．向井主任から選抜に関する経緯が配布資料の面接評価とともに説明された。

２．協議の結果、応募学生 8 名のうち 6 名を合格、2 名を不合格とすることに決定した。

（文責 宮野肇） 

資料2-1-3-(2)-02
資料タイトル「H30 第2回国際交流委員会議事録」

出典「平成30年度 第2回 国際交流委員会議事録」111
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平成 30 年 12 月 18 日 

平成 30年度 第９回 教務委員会 議事録 

日 時 ： 平成 30年 12月 14日（金）16時 30分～16時 50分 

場 所 ： Ｅラウンジ 

出席者 ： 宮野純光, 藤島悟志, 井上恵介，宇都宮隆子, 上田清史， 

坂井仁美，伊藤 周，山岸 徹，藤 圭佑 

欠席者  :   なし 

配付資料： 

① 平成 30年度 第８回教務委員会議事録

② 平成 31年度金沢キャンパス２年生（留年生）の授業運営について

Ⅰ．確認事項 

１．前回の議事録の確認 【資料①】 

委員間で議事録を確認した。 

Ⅱ．協議事項 

 １．平成 31年度金沢Ｃ課題学修単位について 

  宮野教務主事より、前回の教務委員会で協議事項としていた

標記の件について、各学科より以下の通り報告があり、委員間

で承認された。 

【Ｔ科】確認中 

（委員会後、科長より昨年度より変更なしとの報告あり） 

【Ｍ科】昨年度より変更なし 

【Ｊ科】昨年度より変更なし 

 ２．平成 31年度金沢Ｃ２年生（留年生）の授業運営について 

 宮野教務主事より、来年度、金沢キャンパスで２年生の留年

生が発生する可能性が出てきたため、宮野教務主事と各学科長

で協議の上、配付資料のような案を作成した旨の説明がなされ

た。一般科目は各学科を横断して運営し、専門科目につ

いては各学科で互換できる科目は纏めて受講することとした。 

資料2-1-3-(2)-03

資料タイトル「H30第9回教務委員会議事録」

出典「H30第9回教務委員会議事録」112



2 

 

  なお、開講しない科目についての履修登録・成績評価は以下

 のように取り扱うこととした。 

（例）電気電子工学科「情報工学Ⅱ」は開講せず、グローバ

ル情報学科の「コンピュータリテラシーⅡ」を履修登録・受講

する。成績評価は「コンピュータリテラシーⅡ」として評価を

出し、その後、電気電子工学科「情報工学Ⅱ」に互換する。 

   

  本件は委員間で協議の上、承認された。この後、12 月 19

 日（水）の学務会議へ上程される予定である。 

 

Ⅲ．報告事項 

    １．学籍異動・学生の状況 

  【退学】 

   Ｊ２ １名 

以上 

 

（議事録作成 事務局 藤圭佑） 

113



国際高等専門学校

備 考

併設校：金沢工業大学

石川県金沢市久安2-270

（金沢キャンパス）

石川県金沢市久安2-270

（金沢キャンパス）

人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人

3

人 人 人 人 人 人 人

( ) 人 ( ) 人 ( ) 人

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

（金沢キャンパス）の人
数は国際理工学科専任教
員が他学科の授業科目を
担当していることを表
す。電気電子工学科の科
目を教授1名が、機械工
学科の科目を准教授1名
と講師1名が、グローバ
ル情報工学科の科目を教
授1名が担当している。

・1・2年次は白山麓キャン
パス、3年次はニュージー
ランドへ留学、4・5年次は
金沢キャンパスで学ぶ。
・入学定員は令和2年度入
学生より45名となる。

一般科目

―

人

専　　任　　教　　員

1

学生
定員

2 43

平均入学
定員充足率

　　　　（白山麓キャンパス） 4

0

―計

計 ― ――

1

5 0

0

2

2

編入学
定  員

開設
年度

図書館専門的職員（うち司書資格保有者） 1

計 19 4 23

そ　の　他　の　職　員 1 0 1

00 11

5

13

（白山麓キャンパス）

―

別地
校地

―

0 8

――

倍

基礎学科等名称

―

18

0

非常勤
教員准教授 計

専　　任　　教　　員
助手

0 0

0 0
両キャンパスで授業
を担当する専任教員
は教授2人、准教授1
名、講師1名

専　　任 非 常 勤 計

14 4

3

左記3学科のクラスはい
ずれも3学年以上であ
る。

―

4 2 1 0 7 ―

4 1

―

　　　　（金沢キャンパス）

学級数

学級

6

准教授 講師 助教 計
※別地校地を有する学科等の名称

一般科目

計

教授

―

2 0 7

4

複数の校地において
教育を行う専任教員講師

―

2

13 8 3

教
育
組
織
及
び
教
員
・
教
育
支
援
者
等
　
【

基
準
２
】

準
学
士
課
程
（

一
般
科
目
担
当
）

学科等の名称

学生募集停止中の学科・専攻

　　　　（金沢キャンパス）

学級国際理工学科

　　　　（白山麓キャンパス）

教
員
以
外
の
職
員
等

職　　　種

事務職員（うち主に教育支援者）

技術職員（うち主に教育支援者）

電気電子工学科

機械工学科

グローバル情報学科

※別地校地を有する学科等の名称
学級数

計

―

準
学
士
課
程

(

専
門
科
目
担
当
）

学科等の名称

○○専攻

○○専攻

○○専攻

専
攻
科
課
程

専攻の名称
修業
年限

准教授 講師

専　　任　　教　　員

―

―

助教教授

―

（年次）

人

90

(３年次)

180

年

人

2

入学
定員

人

有準学士180

倍

H300.13

有

―

　　　　　　　　　　高　等　専　門　学　校　現　況　表（令和元年５月１日現在）
事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ガッコウホウジンカナザワコウギョウダイガク

設 置 者 学校法人金沢工業大学

教
育
組
織
及
び
教
員
・
教
育
支
援
者
等
　
【

基
準
２
・
６
・
８
】

準
学
士
課
程

学科の名称
修業
年限

学級
数

入学
定員

年 学級 人

電気電子工学科（平成30年度学生募集停止、在学生数74人）、機械工学科（平成30年度学生募集
停止、在学生数88人）、グローバル情報学科（平成30年度学生募集停止、在学生数106人）

国際理工学科 5 2 90

― ―

フ リ ガ ナ コクサイコウトウセンモンガッコウ

高 等 専 門 学 校 の 名 称 国際高等専門学校

高等専門学校本部の所在地 石川県金沢市久安２丁目２７０番地

編入学
定  員

開設
年度

所　　在　　地
別地
校地

称号
学生
定員

平均入学
定員充足率

(３年次)

（年次）

人

0 1

0

0

2

8

非常勤
教員計 基準数

助手

計 基準数

6

10 ―5 5 0 0

3

教授 准教授 講師 助教

0 24

1 1

教授

3 4

0

助教

1 91

石川県白山市瀬戸辰3-1

（白山麓キャンパス）

石川県白山市瀬戸辰3-1

複数の校地において
教育を行う専任教員

両キャンパスで授業
を担当する専任教員
は教授1人、助教1人

専　　任　　教　　員

1

13

―

14

両キャンパスで授業を担
当する教授１名、助教１
名は左欄に重複して人数
に含めている。

―

―

うち教授・准教授

―

0

非常勤
教員

助手

非常勤
教員

助手

40

- 1 -

資料2-2-1-(1)-01
資料タイトル「【別紙様式】高等専門学校現況表」

出典「【別紙様式】高等専門学校現況表」114



国際高等専門学校

人 人 人 ％ 人 人 ％

人 人 人 ％ 人 人 ％

㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

室 室 室 室 室 室 保健室は金沢工業大学と共用

室 室 室 室 室 室

室 室 室 室 室 室

室 室 室 室 室 室

冊 種 種 点

金沢工業大学と共用

金沢キャンパスでは、金
沢工業大学と共用

68

337

68

77

26年度 100

27年度

76

61

76

101

就職者数

29年度

28年度

61

77

附属施設・センター等の名称

体育館,クラブ室,保健室,食堂,売店,カウンセリングセンター

322 〔 307 〕 94

体育館・講堂・寄宿舎・課外活動その他の厚生補導に関する施設

語学学習施設

金沢キャンパス 14 3 10 20 2 1

1 1 11

白山麓キャンパス分室

その他の事項

附

属

施

設

等 その他の施設

〔　19　〕

0

金沢工業大学ライブラリーセンター

〔　0　〕

金沢キャンパス

計

568,949

〔　0　〕 94

なし

572,306 〔140,404〕 682

なし

〔 1,016 〕 0

〔  19　〕

　
学
生
環
境
及
び
学
習
支
援
等
　
【

基
準
３
】

校
　
　
舎
　
　
等

校
舎
面
積
等

専用

区　　　分

基準施設

体育館,学生寮,保健室,食堂,売店,カウンセリング室白山麓キャンパス

白山麓キャンパス分室 3,357

視聴覚資料その他
電子ジャーナル〔うち外国書〕

94〔139,388〕 682 322

図書〔うち外国書〕 学術雑誌〔うち外国書〕

〔 307 〕

図書館等の名称

席
月曜日～金曜日…8：30～22：00
土曜日…8：30～17：00　/　日・祝日…10：00～17：00

図
書
館
・
図
書
資
料
等

472 ㎡ 38 席 7：00～23：00

0

図書館等の名称 面積 閲覧座席数 開館時間

金沢工業大学ライブラリーセンター 8,155 ㎡ 1544

白山麓キャンパス 8 1 2 1 1

教

室

・

研

究

室

等

区　　　分 講義室 演習室 実験・実習室 研究室 情報処理学習施設

保健室 学生控室

金沢キャンパス 1 1 1 1 1 1

1

管

理

施

設

等

区　　　分 校長室 教員室 会議室 事務室

白山麓キャンパス 1

白山麓キャンパスその他の建物 ― 858.64 0.00 0.00 858.64

金沢キャンパスその他の建物 ― 0.00 0.00 0.00 0.00

7,725.29 20,631.85

校舎面積計 20,921.42 23,236.50 180,157.86 224,315.78

白山麓キャンパス校舎 ― 12,064.50 842.06

共用する他の学校等の専用 計

金沢キャンパス校舎 ― 8,856.92 22,394.44 172,432.57 203,683.93

区　　　分 基準面積 共用

その他敷地面積（白山麓キャンパス） ― 0.00 0.00 0.00 0.00

その他敷地面積（金沢キャンパス） ― 0.00 36,880.12 76,987.00 113,867.12

校地面積計 11,602.00 439,563.39 83,415.72 534,581.11

0.00 67,270.00 0.00 67,270.00

運 動 場 用 地 ― 0.00 205,687.00 0.00 205,687.00

○○年度

○○年度

〔平均〕

共用 共用する他の学校等の専用 計

校舎敷地面積（金沢キャンパス） ― 11,602.00 166,606.39 83,415.72 261,624.11

校
地
等

区　　　分 基準面積 専用

準
学
士
課
程
の
学
習
・
教
育
の
成
果
等
　
【

基
準
７
・
８
】

卒業者数
就職

希望者数

校舎敷地面積（白山麓キャンパス） ―

計

○○年度

準
学
士
課
程

年度

108

111 35

計

30年度

専
攻
科
課
程

年度 修了者数
就職

希望者数
就職者数

81

501

5555

337

○○年度

○○年度

就職率

〔平均〕 100.0

31 31

39 39

進学
希望者数

進学者数

進学
希望者数

進学者数

100.0

100.0

100.0

161 161

31 31

35

就職率

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

25 25

100.0

100.0

主な就職先
業種

主な就職先
業種

工学部、建
築学部、情
報フロン
ティア学
部、バイ
オ・化学部

〔平均〕

製造業、建設
業、サービス
業、運輸業

進学率
主な進学先の

学部・専攻科等

主な進学先の
研究科等

〔平均〕

100.0

進学率
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3章 教員 | 国際高等専門学校 
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R1.5.1

3. 教員

3.1  教員の構成 

本校の専任教員の人数の推移を図３‐１に示します。図中の数値

は、専任教員の人数です。 

なお、令和元年度の専任教員は 65名、金沢工業大学に所属し本校

の学生の授業を担当する兼任講師が 12名、非常勤教員は９名となっ

ています。 

3.2 専任教員 

（1） 所属別専任教員数 

令和元年度の所属別の専任教員数を表３‐１に示します。65名の専任教員が所属し、一人当たりの学生数は 4.5

名となっています。また、年齢構成は 20歳代８名、30歳代 16名、40歳代 17名、50歳代 13名、60歳代 11名です。 

表３‐１ 所属別教員数 

所 属 教授 准教授 講師 助教 計 

校長・副校長 3 － － － 3 

国際理工学科 3 1 4 1 9 

電気電子工学科 4 2 1 － 7 

機械工学科 4 1 2 － 7 

グローバル情報学科 5 5 - － 10 

一般教科 10 3 9 7 29 

常 勤 合 計 29 12 16 8 65 

非常勤合計（常勤に対する割合） 9（13.8％） 

単位：人 

（2）  外国人教員数 

外国人教員数の推移を図３‐２に示します。英語科目の教

員に加え、平成 20 年度より専門科目を英語で教える外国人

教員の採用を始めました。 

令和元年度の専門科目を教える外国人教員配属人数は、国

際理工学科が５名、電気電子工学科が２名、機械工学科が１

名、グローバル情報学科が１名、一般科目が 16 名（ラーニ

ングメンター４名を含む）となっています。 

図３‐２ 外国人教員数 

図３‐１ 専任教員の人数 
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資料2-2-3-(1)-01資料タイトル「教員年齢構成が明示された資料」

出典「ICT公式ウェブサイト　教育情報３．教員」127
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（平成 24年度 5月 1日現在） 

年齢 人数 割合（％） 

20代 7 12.5 

30代 14 25.0 

40代 15 26.8 

50代 7 12.5 

60代 12 21.4 

70代 1 1.8 

合計 56 100 

（平成 30年度 5月 1日現在） 

年齢 人数 割合（％） 

20代 10 15.2 

30代 16 24.2 

40代 19 28.8 

50代 14 21.2 

60代 7 10.6 

70代 0 0 

合計 66 100 

教員年齢構成割合表 

資料2-2-3-(1)-02
資料タイトル「教員年齢構成割合表」

出典「平成２４年度及び３０年度の教育情報より作成」128



理事長賞実績

年月日 人数 受賞理由

平成26年5月19日 2 直江伸至 柳橋秀幸

平成26年12月8日 1 松下臣仁 ラーニングエクスプレスの開拓者として貢献

平成27年1月13日 1 柳橋秀幸

平成27年5月18日 2 直江伸至 柳橋秀幸

平成27年10月19日 2 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝｲｱﾝ 山口真史 熱心な学生指導（金沢高専：ハンドボール部）

平成27年12月7日 5 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝｲｱﾝ ﾙｰﾘｰﾈｲｻﾝ レ･ニュン グローバル教育のアクティブラーニングの実践

ロフシーマ ﾁｭｰｼﾞｪﾆｰ

平成28年3月7日 4 今澤明男 直江伸至 伊藤　周 2015IEEE第７回教育国際会議の開催成功

小川隼人

平成29年11月13日 1 中谷亮子

計 18

理事長賞受賞者（高専　平成26年5月～平成31年1月）

熱心な学生指導（指導学生が「小水力発電アイデアコン
テスト」にて、第二回銀賞、第三回優勝）

熱心な学生指導（指導学生が「日本生物環境工学会
2014東京大会」にて、優秀ポスター賞を受賞）

熱心な学生指導（指導学生が「小水力発電アイデアコン
テスト」にて、2年連続大賞を受賞）

熱心な学生指導（指導学生が関数グラフアート全国大会
で2年連続最優秀賞を受賞。）

氏名

資料2-2-3-(3)-06

資料タイトル「理事長表彰実績（H26～30年度）」

出典「平成31年１月人事課資料」

＊平成30年度は該当者なし

143



優秀教員受賞者一覧

年 度 氏 名 受賞日

2014年度

大崎 富雄 教授
瀧本 明弘 教授
宮野 純光 准教授
山口 真史 講師
北村 俊一 講師
黒田 譜美 講師

2014年8月25日

2015年度 木原 均 准教授 2015年8月28日

2016年度

2017年度

2018年度

木原 均 准教授
宮野 純光 准教授
津田 明洋 講師

2016年8月29日

松下 臣仁 教授
木原 均 准教授

2017年9月28日

ポーリン・ベアード 教授
大原 しのぶ 教授

2018年9月28日

資料2-2-3-(3)-08
資料タイトル「優秀教員受賞者一覧」

出典「平成31年3月教務課資料」145



資料2-2-3-(3)-09

資料タイトル「H30年優秀教員２名の表彰式が記載されたHP記事」

出典「ICT公式ウェブサイトTopics 2018年9月」
146



出典「2018年度国際高等専門学校創造技術教育研究所　研究報告」

資料タイトル「H30 創造技術教育研究報告書」

資料2-2-3-(3)-10

147



148



創造技術教育 成果件数 

年度 学術研究 教育研究 
創造教育掲載

件数 

H26 7 6 13 

H27 4 4 8 

H28 4 3 7 

H29 1 9 10 

H30 0 6 6 

資料2-2-3-(3)-11

資料タイトル「創造技術教育成果件数」

出典「各年度の国際高等専門学校創造技術教育研究所研究報告より作成」149



資料2-2-3-(3)-12

資料タイトル「H30 北工教・日工教会員数が明示された会報」

出典「北陸信越工学教育協会会報67号P104」150
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＊国際高等専門学校の誤り



平成 30 年度 北陸信越工学教育協会所属人数 

＜個人会員＞ 

校⾧ 

電気電子工学科：1名 

機械工学科：2名 

グローバル情報学科：３名 

＜Web会員＞ 

電気電子工学科：4名 

機械工学科：4名 

グローバル情報学科：6名 

国際理工学科：4名 

一般科目：2名 

資料2-2-3-(3)-13

資料タイトル「H30 北陸信越工学教育協会所属人数」

出典「北陸信越工学教育協会名簿より作成」　
151



2019/6/22 ⾃⼰点検・評価の⽅針 / -Evaluation｜国際⾼専︓国際⾼等専⾨学校

1/3

⾃⼰点検・評価の⽅針

令和元年6⽉12⽇学務会議制定
令和元年6⽉17⽇常任理事会承認

１．趣旨

 国際⾼等専⾨学校（以下「本校」という。）は、学則第１条に基づき、本校の⽬的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について定期
的に⾃⼰点検・評価を⾏い、それらに関する情報を公表することで継続的に教育の質の改善・向上を図っていく。

２．実施体制とその対象

 ⾃⼰点検・評価の実施は、別紙の「⾃⼰点検・評価の仕組み」に基づいた体制で⾏う。また、本校は⾦沢⼯業⼤学と教育理念並びに施設設備等を共
有していることから、⾃⼰点検・評価の実施にあたっては、法⼈本部企画部ＣＳ室及び企画委員会室の協⼒を得て、教育活動全般を対象に⾏う。

３．⾃⼰点検・評価の項⽬

 ⾃⼰点検・評価項⽬は、認証評価機関が定める基準等を参考にＩＣＴ教育評価委員会が定める。

４．⾃⼰点検・評価の実施

 ＩＣＴ教育評価委員会は、⾃⼰点検・評価を毎年度⾏い、その結果を校⻑に報告する。また、校⻑は⾃⼰点検・評価結果について、本校教職員以外
の者による検証を⾏うように努める。

５．結果に基づく改善

 校⻑は、評価結果に基づき改善が必要と認められた事項について、関係する委員会等にその改善策の検討を付託する。付託された委員会等は、改善
案を校⻑に提出しなければならない。提出された改善案は、学務会議の審議を経て決定する。決定された改善策は、全教職員へ通知され、校務の遂⾏
に反映する。

６．⾃⼰評価書の作成時期

 ⾃⼰評価書の作成時期は、機関別認証評価受審年度とその３年または４年後とする。

７．結果の公表

 本校は、⾃⼰点検・評価結果を、ホームページ等を通じて広く社会に向けて公表する。

以上

別紙

平成17年4⽉1⽇制定
令和元年6⽉12⽇改訂

国際⾼等専⾨学校における⾃⼰点検・評価に関する実施⽅針

⾃⼰点検・評価の仕組み

資料2-3-1-(1)-02

資料タイトル「自己点検・評価の仕組み」

出典「ICT公式ウェブサイト  自己点検・評価の方針」
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 本校は、教育の改善を図るために外部機関による評価を受けると共に、本校でも学⽣と教職員が⼀体となり、各種の⽅法で⾃⼰点検・評価を実施す
る。

 なお、この⾃⼰点検・評価の仕組みは、学⽣便覧等を通して関係者全員の共通認識を図る。

国際⾼専における⾃⼰点検・評価の概念図

（1）学⽣は、⾃ら学んだ学習内容（学習の到達度）を各科⽬の成績や修学状況から確認する。さらに、学⽣は授業アンケートやＩＣＴ
総合アンケートへの回答を通して、授業への取り組みの積極性や、成果、課外における活動の充実度等を⾃⼰点検・評価する。

（2）教員はアンケート等の内容をベースに学⽣との相互確認を⾏い、１年間の教育活動について⾃⼰点検・評価を⾏う。年度末には
「教育改善成果に関する⾃⼰点検・評価」を、年度初めに「教育改善への取組と今年度の⽬標」を作成し、校⻑に提出する。校⻑
は、「教育改善成果に関する⾃⼰点検・評価」及び「教育改善への取組と今年度の⽬標」の内容に基づき個別に⾯談を実施し、各教
員の活動状況全般を確認すると共に、教育の改善⽬標について合意形成を図る。各教員は、授業運営の観点から昨年度の実績とその
評価及び反省の上に⽴って、今年度の授業改善に取り組む。

（3）各教員が授業において実践した活動内容については、教育成果発表会や創造技術教育研究所でまとめた教育に関する研究報告書
「創造技術教育」によって、個々の教員の優れた教育実践例のノウハウを全教員が共有する。また、ＦＤ／ＳＤ研修会は、⾃⼰点
検・評価に基づき授業や学⽣⽀援の創意⼯夫を図るものとして継続的に実施する。

（4）本校の学事運営を⾏う組織として、学務会議を中⼼に、修学、学⽣⽣活⽀援、進路、教育研究の観点から、教務委員会、厚⽣補導
委員会、進路指導委員会、創造技術教育研究所などを設置している。多くの教職員がこれらの組織の⼀員として学事運営に携わるこ
とで、各教職員が⾏った教育実践や学事運営における⾃⼰点検・評価を学校全体の教育改善活動の中で活かす。

（5）ＩＣＴ教育評価委員会は、本校の教育に関する取り組みを評価し校⻑に報告する。校⻑は、本法⼈の諮問機関である⼗年委員会に
対して、⾃⼰点検・評価結果に基づき教育・研究活動における取り組みの状況や改善計画などを報告する。

 このように、本校は、学⽣及び教職員の⾃⼰点検・評価と組織的な取り組みにより学校全体の⾃⼰点検・評価へ展開する仕組みを有しており、継続
的な教育改善を通じて、学園共同体の理想とするラーニングコミュニティ「⼯学アカデミア」の形成を⽬指している。

以上

⾦沢キャンパス Kanazawa Campus
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〒921-8601 ⽯川県⾦沢市久安2-270
TEL 076-248-1080 FAX 076-248-5548

⽩⼭麓キャンパス
〒920-2331 ⽯川県⽩⼭市瀬⼾⾠3-1

2-270 Hisayasu, Kanazawa, Ishikawa 921-8601
TEL +81-76-248-1080 FAX +81-76-248-5548

Hakusanroku Campus
3-1 Seto Tatsu, Hakusan, Ishikawa 920-2331

Copyright© INTERNATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY, KANAZAWA. All Rights Reserved.
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資料2-3-1-(1)-07
資料タイトル「教員への校長面談実施の案内」

出典「2019年6月送信メール」
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資料2-3-1-(4)-01
資料タイトル「評価材料となる教育改善への取組と今年度の目標およびその成果（非常勤）」
教育改善への取組と今年度の目標およびその成果（平成３０年度） 

所 属 職員番号 職 名 氏 名 作成年月日 

機械工学科  非常勤講師   平成 30 年 4 月 10 日 

１．担当科目と担当クラスについて 

番号 科目名（コマ数） クラス(受講人数) 学期 特記事項 

１ 熱工学Ⅰ (2) M4 (37) 春・夏・秋・冬

２ 熱工学Ⅱ (2) M5 (26) 春・夏・秋・冬

３ 流体力学 (2) M4 (37) 春・夏・秋・冬

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

２．現在の校務分担を記入してください（各委員会の委員、クラス担任・副担、クラブ顧問など）。

番号 校務名 いつから 番号 校務名 いつから 

１ ９ 

２ １０ 

３ １１ 

４ １２ 

５ １３ 

６ １４ 

７ １５ 

８ １６ 

３．学外活動について（名称と内容） 

４．「わかりやすい授業」の実施に創意工夫している教育方法（教案の作り方、実験するなど授業の展開の仕方、教育機器の使い方、
ノートの取らせ方、予習・復習への動機付け、小テストの実施など）について具体的に記入してください。 

・インターネット、専門雑誌、新聞などから配付資料を作成し、わかりやすい授業に取り組んでいる。 

・身の回りで起こっている生活の中から演習問題を独自に作成し、これを授業に頻繁に取り入れ、これらの問題を解く

ことによって、科目の重要性を理解させている。また、科目の重要点を整理した印刷物を作成し、配付している。小

テストの回数を多くし、コツコツ学習する習慣を身につけさせることを心がけている。 
５．「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバルイノベーターの育成」のために、授業や課外活動、学生指導等にお
いて注力されている点について記入してください。 

・学生の本来持っている潜在能力を引き出すことと、学生に真の実力と工学センスを身につけさせるため、学生との接

触時間を出来るだけ多くすることを心がけている。ただし、非常勤になったため、授業の 2 時間前からと１時間後ま

では、できるだけ非常勤室に待機することを心掛ける。 

・授業を活用し、著名人の考え方や信条などの人間性の面と新開発技術などの技術面の両面に関する話題を集め、配布

資料を作成し、学生のメンタルな面の充実と、実社会において今技術面で何が起こっているかの情報をタイムリーに

提供するよう努め、学生の工学に対する興味や関心が薄れないよう指導している 。 
注）この報告書は、各自の 1 年間の計画書として４月に作成して校長に提出し、各自が保管します。年度末の 3 月に項目１１(今年度

の教育改善成果に関する自己点検評価)を加筆して校長に提出します。なお、校長との面談にも使用します。 

出典「教育改善への取組と今年度の目標およびその成果（平成３０年度）」
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６．前年度の授業アンケートや総合アンケートに基づいて、授業改善を図るために、今年度の重点目標とその達成のための取組を具
体的に記入してください。 

・「熱工学Ⅰ」は熱力学の内容であるため計算問題が多いことと、熱は目に見えないことから概念を理解しづらいため、

学生に敬遠される科目である。そのため、熱工学Ⅰは満足度の低い科目であるが、前年度の（満足＋まあ満足）は 57.7％

という結果が得られた。前々年度の 71.8％に比べてかなり低い結果であり、今年度はより一層、解説や演習問題の解

答を丁寧に実施することを心がけて授業に取り組んでいく所存である。 

・「熱工学Ⅱ」は「熱工学Ⅰ」で学んだ気体の圧力や温度に対する特性を活かして、熱エネルギーを効率よく動力に変換

する学問であることから、比較的理解しやすい科目であるため、前年度の（満足＋まあ満足）は 86.5％の結果となっ

た。この結果は前々年度の 67.6％から大きく改善された。今年度は学生の実力向上を第一に心がけて、授業をより一

層丁寧に行うことで、わかりやすい授業になるよう、取り組んでいく所存である。 

・「流体力学」は初めての科目であるので、準備をしっかりして丁寧に授業を進めていく所存である。 

７．学生の自学自習の習慣付けや学習意欲の向上を図るために実施されている取組を記入してください。 

・講義の内容に関する演習問題を授業中や宿題として実施する割合を増やし、自学自習の習慣づけに役立てる。また、

演習問題は短期間のうちに採点して学生に戻し、授業中に必ず問題を解くための考え方を説明しながら解答し、講義

内容の理解を深めさせ、学習意欲の向上に役立てている。また、学生の理解度のチェックにも役立てている。 

・特に熱工学Ⅱでは、さまざまな熱機関の原理や構造を理解することやこれらのイメージを捉えやすくすることが、学

習意欲の向上につながることから、複雑な熱機関のメカニズムなどはパワーポイントを使って写真や模式図でわかり

やすく紹介することを心掛けている。 

８．反転授業を含むアクティブラーニングを実践するために、すでに取り入れ工夫していること、あるいは取り入れようとしている
ことについて記入してください。 

・①前に踏み出す力（主体性、実行力、働きかけ力）、②考え抜く力（課題発見力、創造力、計画力）、③チームで

働く力（発進力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）といった、これからの技術

者に必要な力が身につくよう、学生が主体的に学べるような課題や演習問題を多く取り入れた授業を行うことを

重点目標とし、工学の基礎から徹底して学習させる。 

・特に「機械設計演習Ⅰ」の授業では、課題を 3～5 名のチームでまとめ上げて発表する機会を学期ごとに設け、①地球

的視点から多面的に物事を考える能力や、②技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に負っている

責任を理解する能力、③論理的な記述力・口頭発表力・コミュニケーション能力、④種々の科学、技術および情報を利

用して社会の要求を解決するためのデザイン能力を身につけさせる授業に取り組む。 

９．授業を進める上でライブラリーセンター、夢考房などの施設利用に関してご意見を聞かせてください。 

・非常勤になり、小生の担当科目は座学だけであるため、これらの設備を直接使用することはないが、今後、これらの

施設設備の使用を検討していきたい。 

１０．自由意見（ご提案やご要望など） 

・アルバイト中心ではなく、学校中心の学生生活に切り替えなければならない。 

・エンジニアの卵として実社会で通用するために、厳しく、そして愛情と情熱を持って学生を育てなければならない。 

１１．今年度の教育改善成果に関する自己点検評価 

・小生が担当した科目は、機械工学分野においては学生にとって難解な学問であるにもかかわらず、授業アンケートの 

結果は、おおむね良好であった。また、授業に用いるパワーポイントについては、図を多く組み込んでイメージをつ

かめやすいように改善を図ることが出来たと考えている。 

・学生との対話授業にも力点を置いた講義を行うことが出来たと考えている。 

・「機械設計演習Ⅰ」の授業では、課題を 3～5 名のチームでまとめ上げて発表する機会を学期ごとに設け、①地球的視

点から多面的に物事を考える能力や、②技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に負っている責

任を理解する能力、③論理的な記述力・口頭発表力・コミュニケーション能力、④種々の科学、技術および情報を利

用して社会の要求を解決するためのデザイン能力を身につけさせる授業を実施することが出来た。 

国際高等専門学校 
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平成30年度 ICT教育評価委員会

以下の設問は、今年度目標に対しての達成度についての自己評価を確認することを目的としています。

それぞれの達成度に該当する個所に「〇」を入力してください。

1.「分かりやすい授業」の実施について

①教案の作り方・授業展開の仕方の改善ができましたか。

②教育機器の活用ができましたか。

③学生への課題の工夫ができましたか。

2.教育目標「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創造するグローバルイノベーター育成」について

①「個を輝かせ」…学生の個性・能力を伸ばす授業・課外活動・学生指導ができましたか。

②「他と協働し」…他者との協働した授業・課外活動・学生指導ができましたか。

③「新たな価値を創造する」…学生が創意工夫する授業・課外活動・学生指導ができましたか。

3.前年度の授業アンケート・総合アンケートに基づく自身の重点目標等について

①重点目標に関する授業改善ができましたか。

②学生の学習意欲向上に関する取組ができましたか。

③アクティブラーニングの実践ができましたか。

4.今年度の成果と課題について

①自身の今年度の成果と来年度の課題と思われることについて入力してください。

②国際高専の今年度の成果と来年度の課題と思われることについて入力してください。

平成30年度教育改善への取組と今年度の目標およびその成果

所　属 職員番号 職　名 氏　名 作成年月日

機械工学科 非常勤講師 平成31年4月9日

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

100% 80% 60% 40% 20%

○

○

・今年度の授業アンケートの結果はおおむね良好であった。

100% 80% 60% 40% 20%

・来年度はわかりやすい授業を展開するため、教材にさらなる創意工夫をこらし、学生との対話授業を通して、

　学生に実力が身につく授業展開を図る。

・学生数の増加を図る必要に迫られている。
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国際高等専門学校教員採用フロー図

国際高等専門学校教員採用方針
〇退職教員の補充
〇新規科目教員の採用ニーズ
〇カリキュラム変更による新規教員採用等

人材探索・国内外提携大学等へ依頼
〇学園内異動
〇関連機関・企業へ依頼
〇海外提携大学へ依頼

書類選考
〇履歴書
〇職務経歴書
〇その他（紹介状等）

面 談
〇副校長
〇学科長、一般科目主任

面 談
〇校長

採用決定

学校法人金沢工業大学人事委員会

審議及び結果上申
〇校長
〇副校長
〇事務局長

資料2-3-2-(2)-03資料タイトル「国際高等専門学校教員採用フロー図」

出典「実際の採用手続きに基づき作成」
180



国際高等専門学校教員昇任フロー図

推薦

学科長、一般科目主任

書類審査
〇校長
〇副校長
〇事務局長

面 談

〇校長

昇任決定

学校法人金沢工業大学人事委員会

審議及び結果上申
〇校長
〇副校長
〇事務局長

国際高等専門学校教員昇任規定

資料2-3-2-(2)-04
資料タイトル「国際高等専門学校教員昇任フロー図」

出典「実際の昇任手続きに基づき作成」
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FD/SD 実施方針 

平成 30年 4月 11日 
学務会議資料 

教職員の質的向上を図るファカルティ・ディベロップメント（FD）およびスタッフ・ディベロップメ
ント（SD）実施について以下に必要な事項を定める。 

１．全体方針 
本校の以下の自己点検評価の仕組みを基に、学務会議で研修内容を決定し、FD/SDを行う。 

図１．国際高専における自己点検評価の概念図 

２．活動計画 
以下に活動計画を示す。FD/SDはこの活動計画を基に毎年４回以上実施するものとする。 

・アンケート結果報告・考察会（年に一回、全教職員の参加を原則とする） 
・教育成果発表会（年に一回、全教職員の参加を原則とする） 
・その他、有益と思われる教育トピックや技術を取り上げる（年に 2回以上） 

３．効果の検証 
FD/SDへ参加した結果として、それを教育内容・方法や学校運営にどのように反映させたかを、
アンケートなどにより効果の検証を行う。 

資料2-4-1-(1)-02

資料タイトル「FD/SD実施方針」

出典「平成30年4月学務会議資料」
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日付 内容 参加人数

2018.4.2 新規採用教職員研修会 教員：3名、職員：3名

2018.8.17 授業アンケート及び総合アンケートの分析結果に対する報告 教員：35名、職員：5名

2018.8.22-24 メルボルン大学ペギー・カーン博士によるポジティブ心理学研修会 教員：9名、職員：1名

2018.8.28 金沢工業大学・塩谷亨教授による「ポジティブ心理学」ワークショップ 教員：47名、職員：6名

2018.9.11-12 新規採用教職員穴水研修 教員：3名、職員：3名

2018.9.28 金沢工業大学・神宮英夫教授による「人を対象とした研究倫理」講義 教員：56名、職員：5名

2019.1.25 校⾧による「３つのポリシー」の説明 教員：62名、職員：11名

2019.3.4 情報セキュリティ講習 教員：55名、職員：8名

2019.3.27 教育成果発表会 教員：62名、職員：6名

H30年度FD研修一覧

資料2-4-1-(2)-01
資料タイトル「H30 FD研修一覧」

出典「平成31年4月教務課資料」
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2019年度に向けて
クラブ活動・課外活動の充実
学習支援体制の充実
活動記録の共有

Manabaを活用した課外活動の記録と共有

現状、各授業での活用のみ
・課題提出
・小テスト
・授業資料配布
・プロジェクト用
掲示板 等

資料2-4-1-(3)-01
資料タイトル「FD結果に基づいた取り組み（manaba導入事例とフィードバック）」

出典「平成30年度教育成果発表会資料及び平成31年3月国際理工学科資料」205
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2019年度に向けて
クラブ活動・課外活動の充実
学習支援体制の充実
活動記録の共有

Manabaを活用した課外活動の記録と共有

クラブ／課外活動
活動ログ、
成果物、etc
保存と共有

＆
現状、各授業での活用のみ
・課題提出
・小テスト
・授業資料配布
・プロジェクト用
掲示板 等
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国際理工学科 松下臣仁 

2018 年度 Manaba 利用に関する教員からのフィードバック 

授業運営に関して良かった点： 

1) 課題の提出が記述式や選択式にできるのは良かった。

2) Manaba was a useful educational tool in general.

Manaba は、全般的に役に立つ教育ツールでした。

3) 学生が資料等のページを閲覧したか、確認することができる機能が役に立った。

4) ファイル形式に関係なく、課題の提出ができるところが良い。

Manaba を活用することで改善がすすんだ事項 

1) これまでのキャリアデザインでは、紙ベースで学生の目標などを記録しており担任や一部の教

員しか情報を共有できなかった、あるいは他教員と共有しづらかった。しかし Manaba を活用

することで、これらの情報について学生自身も各学年での取組をいつでも容易に振り返ること

ができ、また教員間での情報共有もしやすくなった。 

今後の活用に関する改善提案と依頼 

1) 年度毎に履修した過去の科目と提出物をみれるようにしてもらいたい。（教員、学生ともに）

2) アンケート」結果が Excel で取り込めるのはいいが、見づらいと思った。

3) 集計結果を自動でグラフにしてもらいたい。

4) Reminders should be also sent to students in case of new notifications or comments on the forums.

新規連絡やフォーラムの変更の際に、確認の通知が学生に送信されるべき。 
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H30年度 事務職員校務分担表

校務 人数

学務委員 1

教務委員 2

厚生補導委員 1

女子学生対象相談員 2

国際高専教育評価委員 2

国際高専安全委員 1

「専」編集委員 1

国際交流委員 1

入学式・卒業式委員 1

キャンパスハラスメント委員 1

資料2-4-2-(1)-01資料タイトル「H30事務職員校務分担表」

出典「平成３０年度校務分担」211



H30年度教育支援者人数

区分 学園全体 高専（専任）

技術職員 54人 3人

TA 2人 0人

SA 17人 0人

図書館司書 3人 1人

資料2-4-2-(1)-03

資料タイトル「H30教育支援者人数」

出典「平成31年１月人事課資料」
213



プロジェクト教育センター 夢考房運営室 

平成 30 年度 教育訓練実施事項 

夢考房運営室 主催 

日時 内容 参加者 

6 月 23 日（土） ・救急法短期講習会 

講師：日本赤十字社石川支部 

2 名 

7 月 19 日（木） ・破損・ヒヤリハット分析 6 名 

3 月 7 日（木） ・PD 教育の理解 

講師：基礎実技教育課程 主任 松本重男 

・夢考房運営ルールの見直し 

6 名 

外部への研修・視察 

日時 内容 参加者 

4 月 19 日（火） プレス機械の金型調整関係特別教育 2 名 

4 月 26 日（木） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

5 月 9 日（水） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

5 月 16 日（水） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

5 月 23 日（水） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

5 月 30 日（水） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

6 月 14 日（木） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

6 月 28 日（木） 金属熱処理基礎教育プログラム 1 名 

7 月 2 日（月） 丸のこ等取扱作業従事者安全衛星教育 1 名 

7 月 18 日（水） 

19 日（木） 

安全管理者選任時研修 2 名 

11 月 1 日（木） 製造装置としての金属３D プリンタの最新動向 1 名 

1 月 24 日（木） 

25 日（金） 

ガス溶接技能講習 1 名 

3 月 14 日（木） 東京大学プロジェクト工学教育センター視察 3 名 

資料2-4-3-(1)-01

資料タイトル「H30 技術職員（夢考房）研修一覧」

出典「平成31年4月夢考房運営室資料」215



31.217 

d-studio Fab-

Space

164

資料タイトル「グラウンドの位置がわかる校舎配置図」

資料3-1-1-(3)-01

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P164」
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会議室

更衣室 非常口

男子便所

研究室

倉庫

教員室

学生昇降口

非常口

テラス

非常口

研究室

研究室

実験室

研究室研究室

応接室

テラス

非常口

休憇室

校長室

教務室主亊室

亊務室

2,792.40㎡

31・101

31・106

31・117

31・103

31・104

31・105

31・108
31・11531・114 31・118

31・121
31・122

31・110

　４階　　930.19㎡

　１階　2,792.40㎡
　２階　2,539.19㎡
　３階　2,246.68㎡

床面積　8,508.46㎡

95.00㎡

157.00㎡

22.50㎡ 22.50㎡

18.00㎡ 23.04㎡

64.00㎡

52.80㎡

28.80㎡

31.20㎡
主亊室

38.64㎡

23.00㎡ 23.00㎡ 23.00㎡ 23.00㎡

31・119

12.00㎡

電気室
96.50㎡ 機械室

127.41㎡

研究室

実験室 研究室 実験室 研究室

63.00㎡ 46.00㎡ 92.00㎡

学生会室
31・116

23.00㎡
46.00㎡

138.00㎡ 46.00㎡ 138.00㎡ 138.00㎡

121.00㎡

36.00㎡

倉庫

31・102
副校長室
23.00㎡

印刷室

14.80㎡

31・107
応接室

16.00㎡

31・109
応接室

テラス

31・112

31・120
倉庫

31・130

117.00㎡

31・123 31・124 31・125 31・126 31・127 31・128

男子ＷＣ

湯沸室

31号館

１階平面図

非常階段

工作室

倉庫

風除室

資料3-1-1-(4)-01

資料タイトル「金沢キャンパス校舎平面図（31号館）」

出典「施設部資料」217
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資料3-1-1-(4)-02資料タイトル「金沢キャンパス体育館平面図（13号館）」

出典「施設部資料」221
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資料3-1-1-(4)-03資料タイトル「白山麓キャンパス配置図」

出典「施設部資料」
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40.86㎡

少人数教室2

風除室

男子WC

女子WC

EPS

外部倉庫
122

E
P
S

校舎棟　(101号館)

101･130

101･129

101･128

101･127

多目的スペース
101･123

101･126

101･125

101･124

風除室

101･113
101･121

101･119

101･118
101･112

101･117

117.28㎡

101･111

101･110

101･116
101･109

101･101-1

101･101
101･103101･104101･106

101･105
101･102

101･108

Ｓ=1/600

１階平面図

1階　  2,738.37㎡

2階　  2,427.02㎡

床面積　　5,165.39㎡

１階平面図 2,738.37㎡

114
倉庫

115

101･107

101･107-1

倉庫2

136.10㎡

出典「施設部資料」
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Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト
資料3-1-1-(4)-04

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト
資料タイトル「白山麓キャンパス校舎棟平面図（101号館）」

Owner
タイプライターテキスト



UP

UP

DN

吹抜

UP

廊下

UP

DN

PS･EPS

UP

ＥＶ

DN

情報演習室EPS

DN

（大階段）

吹抜
吹抜

吹抜

相談室

吹抜

教職員室

DN

DS

（男）

（女）

教材室

吹抜

UP

UP
UP 連絡通路

連絡通路

廊下

41.95㎡

249.58㎡

145.22㎡

266.53㎡

127.17㎡

リビングコモンズ

245.74㎡

少人数教室4

少人数教室3 自販機コーナー

普通教室3

98.74㎡

97.16㎡
男子WC

室外機置場5

プロジェクトブース

軽作業スペース

教職員WC

教職員WC

室外機置場4

女子WC

多目的
WC

教材庫2

倉庫3
207-1

208

203-1

202

更衣室(男)

空調機械室3

印刷室

給湯室

連絡通路

ｻｰﾊﾞｰ室

倉庫4

101･220

101･219

101･216

44.89㎡

101･215 101･218

101･210

101･213

101･209

101･207

101･212

101･211-1

101･201

101･203-2

101･205
101･203

53.67㎡
校長室

101･206
更衣室(女)

101･204

101･211

普通教室4

Ｓ=1/600

ラーニングコモンズ

２階平面図 2,427.02㎡

渡り廊下1
69.35㎡

渡り廊下2
132.14㎡

渡り廊下3
281.90㎡

副校長室

224



ＵＰ

用具庫１

音響室 用具庫２
多目的
ＷＣ

ｼｬﾜｰ室

女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

下
足
棚

体育
教官室

男子
更衣室

エントランス
ホール

電気室

体育館兼講堂

屋根付屋外ステージ

ｶｳﾝﾀｰ

1階　  1,221.50㎡

2階　  　367.33㎡

床面積　　1,588.83㎡

102・101

102・101-2

102・106

102・107 102・101-1

102・103102・102

102・104102・105

女子
更衣室

102・101-6 102・101-5

77.00㎡ 20.00㎡ 23.00㎡16.00㎡ 23.00㎡

18.00㎡
13.00㎡10.00㎡

104.00㎡
29.00㎡55.00㎡

793.00㎡

Ｓ

１

３００

1,221.50㎡１階平面図

101-7

101-3

101-4

体育館　(102号館)

機械室

101-8

収納２収納１
暗幕 暗幕

8.00㎡

収納１

椅子
収納２
椅子

ステージ収納３ ステージ収納４

資料3-1-1-(4)-05資料タイトル「白山麓キャンパス体育館平面図（102号館）」

出典「施設部資料」225

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト
　

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト



生徒用玄関

下

ＤＮ

エントランス
ホール吹抜

トレーニング室トレーニング
スペース

体育館兼講堂

吹抜

棚
足

点検通路

102・204

ハウス３クラブ

クラブ

クラブ
102・201

102・202

102・203

ハウス１

ハウス２

クラブハウス４

102・206

18.00㎡

18.00㎡

17.00㎡

17.00㎡

70.00㎡

Ｓ ３００

１

367.33㎡２階平面図

102・205
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Owner
タイプライターテキスト



Ｂ棟 Ａ棟

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

SW

SW

脱衣

脱衣 SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足 SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

SW

SW

脱衣

脱衣
下足

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ６Ｒ５Ｒ４ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ６ Ｒ５ Ｒ４

バルコニー

バルコニー バルコニー

PS PS

PS PS

キッチン

Ｃ棟へ

△

△

△

△

下足

リビング

リビング リビング
共用
ホール

共用下足

倉庫Ｅ リビング

洗面

洗面 洗面

洗面
103・109 103・107

103・115

103・126103・108103・110103・127
洗濯室

階段下
倉庫D

バルコニー

Ｄ棟

103・124
103・106

103・114

103・105

103・111

△

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

SW

脱衣

脱衣

SW

脱衣

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ６Ｒ５Ｒ４

荷物室

リビング

バルコニー

ＥＶ

△

△

キッチン
共用

共用
ホール

1階ホール

下足
SW

SW 脱衣
リビング

Ｄ棟へ

ＲＡ
寝室

ｸﾛｾﾞｯﾄ

UB WC

多目的
便所Ｂ

洗面・脱衣

書斎・相談室

洗面

洗面

ＲＡ居室
（１ＬＤＫ）

バルコニー

103・123

階段下
倉庫C

倉庫A

倉庫Ｄ103・125

Ｃ棟

便所Ａ

多目的

SW ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

SW ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

下足

駐輪場（21台）

倉庫Ｂ

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ホール
共用

PS

PS
ＥＶ

バルコニー

△

△Ｂ棟へ

共用
キッチン SW

SW

リビング

リビング

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６Ｒ３

1階ホール

103・101

103・112

103・102

103・116

共用UB

洗面

倉庫A

倉庫A
階段下

バルコニー

SW

SW

洗面

洗面

ｶｳﾝﾀｰ
収納

ｶｳﾝﾀｰ
収納

リビング

SW

SWﾄｲﾚﾄｲﾚ

SW

SWﾄｲﾚ

下足

下足

ピロティ

駐輪場（40台） キュービクル
屋外

倉庫Ｃ

PS

PS

バルコニー

バルコニー

Ａ棟へ

キッチン
共用

ホール
共用
玄関

△

△

Ｒ３Ｒ５Ｒ６ Ｒ４ Ｒ２ Ｒ１

Ｒ３Ｒ６ Ｒ１Ｒ２Ｒ４Ｒ５

リビング

103・103

103・118103・104
洗濯室

共用
通路

103・122

階段下
倉庫B

ﾄｲﾚ

消火ポンプ室
103・119

ゴミ庫

リネン庫(清潔)

リネン庫(不潔)

103・113

SW

SW

収納
ｶｳﾝﾀｰ

収納
ｶｳﾝﾀｰ

洗面

洗面

資料3-1-1-(4)-06

資料タイトル「白山麓キャンパス学生寮平面図」

出典「施設部資料」227

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト



Ｂ棟 Ａ棟

Ｃ棟Ｄ棟

103・205 103・203

103・204103・206 103・221

103・201

103・202
103・220

103・213

103・219

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ホール
共用

PS

PS

下足

ﾄｲﾚSW

脱衣

ｸﾛｾﾞｯﾄ

寝室
ＲＡ

書斎
相談室ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

下足

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ６Ｒ５Ｒ４ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ６ Ｒ５ Ｒ４

バルコニー バルコニー

PS

下足

PS

PS PS

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

洗濯室Ａ

ﾒｰﾙ
ｺｰﾅｰ

共用洗面
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

バルコニー

Ｒ１ Ｒ３Ｒ２ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

共用
ホール

下足
脱衣
洗面

UB WC

Ｒ１ Ｒ２

△

△

△

△

△

△

共用
キッチン

△

ＥＶ

バルコニー

キッチン
共用

倉庫Ｆ

Ｂ棟へ

Ａ棟へ

Ｃ棟へ

２階ホール

多目的ＷＣ

荷物室

ＲＡ居室
（１ＬＤＫ）

リビング リビング

リビングリビング
103・216

洗濯室

リビング

リビング

103・215

バルコニー バルコニー

SW

SW

SW

洗面

SW

SW

SW

洗面

SW

SW

SW

SW

SW

SW

洗面

洗面

SW

SW

SW

洗面

洗面

ｶｳﾝﾀｰ
収納

収納
ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ
収納

ｶｳﾝﾀｰ
収納

SW

SW

SW

収納
ｶｳﾝﾀｰ

収納
ｶｳﾝﾀｰ

103・211 103・209

103・212 103・210 103・224

103・218

103・217

103・208

103・222

103・214

荷物室
103・223103・225

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

下足脱衣

ｸﾛｾﾞｯﾄ

寝室
ＲＡ

書斎
相談室

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

PS

PS

ﾒｰﾙ
ｺｰﾅｰ

Ｒ１

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

バルコニー バルコニー

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

下足

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４

バルコニーバルコニー

PS PS

PS PS

下足

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ６ Ｒ５

洗面

2階ホール

Ｒ２Ｒ１

洗面
脱衣

UB WCSW ﾄｲﾚ

キッチン
共用

ＥＶ

△△

△

キッチン
共用下足

△

△

△

△

倉庫Ｅ

Ｄ棟へ

Ｃ棟へ
Ｂ棟へ

バルコニー

バルコニー

リビング リビング

リビング リビング
洗濯室

ホール
共用

ホール
共用

リビング

リビング

倉庫Ｇ

ＲＡ居室
（１ＬＤＫ）

洗面

SWSW

SWSW

洗面

103・207
ｶｳﾝﾀｰ
収納

収納
ｶｳﾝﾀｰ

SW

ｶｳﾝﾀｰ
収納

SW SWSW

ｶｳﾝﾀｰ
収納

SW

ｶｳﾝﾀｰ
収納

SW

ｶｳﾝﾀｰ

SW SW

収納

228



SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ホール
共用

PS

PS

下足

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

下足

SW

SW

脱衣

脱衣

PS

下足 SW

SW

脱衣

脱衣

PS

SW

SW

脱衣

PS

SW

SW

脱衣

脱衣

PS

バルコニー

共用
ホール

下足

脱衣

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ６

倉庫Ｈ
Ｒ１ Ｒ３Ｒ２ Ｒ６

バルコニー バルコニー

バルコニー

Ｒ３ Ｒ６

バルコニー

室外機

置場

バルコニー

△

△

多目的
ﾄｲﾚ

△

△

△

△

リビング

リビング

Ｂ棟へ

３階ホールＥＶ

Ｃ棟へ

Ａ棟へ

リビングリビング

倉庫Ａ共用
キッチン

室外機置場１
Ｒ３ Ｒ２Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ２Ｒ１

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ６ Ｒ５ Ｒ４ Ｒ３ Ｒ２ Ｒ１

Ｒ１Ｒ４Ｒ５

共用
キッチン

倉庫Ｆ

ピアノ練習室

倉庫Ｉ

103・320

洗濯室

リビングリビング

洗濯室

103・305

103・306

103・303

103・304

103・315

103・322

103・321

103・301

103・319

103・318

103・302

103・314

103・323

洗面

洗面

洗面 洗面

洗面洗面

Ｒ４ Ｒ５

Ｒ５Ｒ４

Ｂ棟 Ａ棟

ＥＶ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足

ホール
共用

下足

ｸﾛｾﾞｯﾄ

書斎
相談室

SW

SW

脱衣

脱衣

PS

SW

SW

脱衣

脱衣

PS

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

SW

SW

脱衣

脱衣 SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ

下足 SW

SW

脱衣

脱衣

ﾄｲﾚﾄｲﾚ

SW

SW

脱衣

脱衣
下足

下足

共用
ホール

バルコニーバルコニー

PS PS

PS PS

下足

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

バルコニー

多目的
便所Ｂ

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６Ｒ６

バルコニー バルコニー

Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｒ６ Ｒ５Ｒ２ Ｒ３ Ｒ６

Ｄ棟へ

Ｃ棟へ

リビング

リビング

UB WC

△

△

△

共用
キッチン

Ｂ棟へ

共用
キッチン

リビング

リビング

△

△

△

△

バルコニー

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

３階ホール

Ｒ１ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

洗面脱衣

荷物室倉庫Ｅ

倉庫Ｈ

洗面

洗面

洗面 洗面

洗面洗面

ＲＡ
寝室 ＲＡ居室

（１ＬＤＫ）
リビング

リビング

洗濯室
103・326

Ｒ１ Ｒ４ Ｒ５

Ｒ１ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ２ Ｒ３

倉庫Ｄ

103・311 103・309

103・327

103・312 103・310

103・317

103・325

103・316

103・308

103・313

103・324

103・307

Ｃ棟Ｄ棟
229

Owner
タイプライターテキスト



床面積　　8,609.69㎡

１階　  2,683.04㎡
２階　  2,897.39㎡
３階　  1,029.38㎡
４階　  　856.82㎡

１

Ｓ ６００

PS

EPS

倉庫
（3）

(2)倉庫

置場
ｽｷｰ

下部環水槽
熱源機械室

上部

受水槽室

電気室

収納

収納

男子WC

女子
WC

女子
ﾛｯｶｰ

ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞ
ｽﾃｰｼｮﾝ

ﾂｰﾙ
ｽﾃｰｼｮﾝ

ﾜｰｸ
ｽﾍﾟｰｽ

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
ｽﾍﾟｰｽ

５階　  　856.82㎡
６階　   210.60㎡
７階　  　75.64㎡

オフィス

受付

2,683.04㎡

プロパン庫

附属建物

カフェ
ケーション
コミュニ

空調機械室(2) 倉庫

空調機械室(1)

車庫

倉庫(1)

97.88㎡

23.30㎡

ｺﾞﾐ置場

ｻｰﾋﾞｽ用
玄関 EV

人荷用

11.32㎡

EV

PS
倉庫(5)

多目的

WC

倉庫(4)

106

24.87㎡
31.87㎡

23.18㎡

4.99㎡

倉庫(6)
115-2

池ﾎﾟﾝﾌﾟ室
117

倉庫(9)
10.33㎡12.51㎡

15.34㎡
倉庫(8)

140.67㎡

95.21㎡

機械室
下部環水槽

52.76㎡

150.66㎡

37.58㎡
ﾎﾟﾝﾌﾟ置場

32.11㎡
バックヤード

WC

10.16㎡

47.58㎡ 22.38㎡

12.03㎡
置場
清掃用具
112

12.90㎡

138.55㎡ 108.55㎡

264.60㎡
34.55㎡

19.82㎡

42.86㎡
136.28㎡

12.38㎡

116-2

116-3

116-4
更衣

(女)
(男)
更衣

100・111

100・110

100・110-1 100・110-2
電気室

100・110-3
発電機室

71.00㎡

36.50㎡

100・109 100・105

100・102

100・103 100・107

100・101

警備室

101-1
100・113

100・115-1
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ室

倉庫(7)

116-1

警備管理

保健室
100・115

廊下（北側）

100・104
自販機

エントランスホール

風除室

カンファレンスルーム

（135席）
グループワーク

ルーム

体育室
100・116

ハブ・オブ・ハブ
サロン

100・114

150.72㎡

100・108

KITイノベーションハブ　(100号館)

１階

資料3-1-1-(4)-07

資料タイトル「KITイノベーションハブ平面図（100号館）」

出典「施設部資料」
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テラス

食
品
庫

排煙ﾌｧﾝ室

厨房
事務

人荷用
EV

手洗い
男子WC 女子WC

PS

EPS

WC
多目的

屋内
消火栓

空調
機械室

倉庫
(12)

音楽

自
販
機

テラス

ｶｳﾝﾀｰ

WC厨房用

DS

冷凍庫 下処理室 ﾍﾞｰｶﾘｰ

PS

E PS

D S

返却口

厨房 洗浄

ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰ

２階

ﾊﾗｰﾙ室 ｼｮｯﾌﾟ
ｶﾌｪ＆

ｽﾀｼﾞｵ1ｽﾀｼﾞｵ2

ｽﾀｼﾞｵ3 ラウンジ
EV

DS

2,897.39㎡

400.17㎡

194.18㎡ 28.31㎡
138.79㎡

80.61㎡

8.57㎡10.00㎡

15.08㎡ 75.70㎡

82.47㎡

マルチパーパスルーム

ホワイエエリア

カフェテリア
126席

食品庫

廊下

廊下

ＰＭ展示室

バイオ機械室

冷却塔・給湯槽置場

209-1 209-2

倉庫(11)
208

吹抜

廊下(ｻｰﾋﾞｽ)

倉庫(10)

会議室

吹抜

厨房
倉庫

100･207

100･201

100･204

100･205

100･206
100･202

100･203

100･209

会議室
100･210-1

100･210

209-3

209-4

１

Ｓ ６００
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６階

７階

WC WC WC WCWC

〃

男子

屋上

屋上

屋上

ﾘﾈﾝ室

DS

給湯室
EPS

PS
倉庫
（13）

ＥＶ

EPS

△△ △△ △ △△ △

PS
倉庫
（14）

△ △ △ △ △

屋根

空調機械室

屋根裏

屋根裏

女子

△

UB/WC UB/WC

WC WC

男子ﾘﾈﾝ室

DS

給湯室
EPS

PS
倉庫

ＥＶ

EPS

△△ △△ △ △

PS
倉庫

△ △

女子

△

WC WC

（15）

（16）

△△

△ △

男子ﾘﾈﾝ室

DS

給湯室
EPS

PS
倉庫

ＥＶ

EPS

△△ △△ △ △

PS
倉庫

△ △ △

女子

△

WC WC

△△

△ △ △

〃 〃 〃 〃 宿泊室A 宿泊室E 宿泊室A 宿泊室D 〃 〃 〃 〃

人荷用
EV 押入 押入

WC WC

押入 押入

WCWC

押入

WC

押入

WC

押入

WC

ﾊﾞｽ
WC WC WC

ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ
WC WC

ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ

ﾊﾞｽﾊﾞｽ

WC

押入押入

WC

押入押入 押入 押入 押入押入

WC

押入
人荷用
EV

WC WC WC WC WCWC

WC WC
ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ

WC ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ
WC

宿泊室D 宿泊室F宿泊室B 宿泊室A 宿泊室A

（17）
倉庫

〃

宿泊室F宿泊室B 宿泊室A 宿泊室A 〃宿泊室D

人荷用
EV

（18）

（19）

WC

押入押入

WC

押入押入

WC

押入 押入 押入押入

WC

押入

WC WC WC WC
WCﾊﾞｽ ﾊﾞｽ

ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ

WC

宿泊室C

宿泊室C

29.25㎡ 〃 30.25㎡ 34.49㎡ 〃 〃 〃〃〃〃〃

34.03㎡ 〃 〃 〃〃〃〃〃

856.82㎡

856.82㎡

1,029.38㎡

210.60㎡

75.64㎡

30.10㎡ 37.89㎡ 31.10㎡ 34.49㎡ 19.51㎡16.78㎡

34.03㎡ 〃 〃 〃〃〃〃〃 30.10㎡ 37.89㎡ 31.10㎡ 19.51㎡16.78㎡34.49㎡ 〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃〃〃〃〃〃〃〃

１

Ｓ ６００

402

416

417

517

518

403 404 405 406 407 408 409 410 413100･401

100･418

414

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

302 303100･301 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

411 412

KITイノベーションハブ　(100号館)

４階

５階

315

415

516

316

317 36.44㎡

WC

34.03㎡
宿泊室B

３階

ランドリー

39.43㎡
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夢考房 41 号館

ﾗｲｾﾝｽ取得から始まる、ものづくり。 
サポート万全、夢考房。 

夢考房は、自由に利用できる工作環境。ものづくりの喜び、失敗の経験、

試行錯誤の数々、仲間たちとの議論は工学の原点です。 

夢考房では、手工具から各種工作機械までを取り揃え、多様なものづく

りに対応する機能があり、常駐する技師や学生スタッフから適切なアドバ

イスを受けることができます。 

なお、金沢工業大学の夢考房プロジェクトの活動の場ともなっているの

で、見学や参加を希望する学生は、訪ねてみて下さい。 

■夢考房の機能

●「ものづくり」を行う場所として活用できます。

●「ものづくり」に必要な道具が揃っています。

●各種材料・部品を提供するパーツショップもあります。

●安全な「ものづくり」を支援する技師と学生スタッフがいます。

気軽に相談してください。

●11種類の夢考房ライセンス講習会を開講しています。ぜひ、受講しま

しょう。

その他、ものづくり、安全作業に関することは、何でも相談してください。 

利用方法 

学生証で入館手続きをすれば、全学生が自由に使用可能。但し、安全に

工作を行うために、使用する工具・機械によって「夢考房ライセンス」を

取得しなければならないものもあります。 

利用時間 

月曜日〜金曜日……８：40〜21：00 土曜日………………８：40〜17：00 

休 日………………９：30〜17：00 

詳しい情報や開館日は、HPで確認できます。 

http://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/ 

夢考房ライセンス講習会 

■申し込みは夢考房のホームページで!!

開講時間は、月曜日から金曜日の 16:45〜19:45、土曜日および休業中は

13:00〜16:00 の３時間。講習会の予約は、開講日４日前の 8:00 から受付

開始。２日前の７:50 時点で定員を超えた場合は、抽選となります。やむ

得ぬ理由で予約をキャンセルする場合もホームページで行います（行えな

い場合は、夢考房まで知らせてください）。無断欠席した場合は、ペナル

ティとしてそれ以降 30日間予約ができません。 

主な機能 

●ものづくり相談

●測定

●金属加工

●木材加工

●樹脂加工

●３Ｄプリンタによるプラスチッ

ク造形

●溶接

●塗装

●模型製作

●自転車の修理

●テニスラケットのガット張り

●スキー＆スノーボードチューン

ナップ

●プロジェクタの貸し出し

●電子回路／プリント基板製作

●パーツショップ

夢考房プロジェクト 

●ソーラーカープロジェクト

●人力飛行機プロジェクト

●ロボットプロジェクト

●エコランプロジェクト

●建築デザインプロジェクト

●RoboCupプロジェクト

●フォーミュラカープロジェクト

●ﾒｶﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

●義手研究開発プロジェクト

●小型無人飛行機プロジェクト

●組込みｿﾌﾄｳｪｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

●人工衛星開発プロジェクト

●M2Mプロジェクト

●RoboCup@Homeプロジェクト

●ﾗｰﾆﾝｸﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽプロジェクト
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Maker Studio 

社会実装に向けたプロトタイプを作成する様々な機械や道具が準備されています。 
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                                       資料タイトル「金沢キャンパス　自習室の案内」 
2 章 学事運営組織 | 国際高等専門学校 

8 

H30.5.1

⑧ 自習室

自習には、個人で自習する場合と、複数人もしくはチームで自習する形態がありま

す。本学には個人利用の自習室に加えて、チームでも使用できる自習室として、い

つでも課外学習に取り組めるよう、235席を有する 365日 24時間オープンの自習室

があります。 

⑨ 穴水湾自然学苑

穴水湾自然学苑は、扇が丘から北北東へおよそ 100キロ、車で約 2時間の能登半島

国定公園の景勝地、穴水町由比ヶ丘にあります。ここには鉄筋 4階建、収容人数約

150名の本館をはじめ、体育館、グランド、専用のヨットハーバーがあり、ハーバ

ーには、艇庫、調査研究船、外洋クルーザー、ヨットなどが揃っています。3年次

に「人間と自然Ⅱ」を開講し、各年次で 2泊 3日の合宿形式による集中授業を行な

っています。 

⑩ 天池自然学苑

天池自然学苑は、本学園のメインキャンパスである金沢キャンパスからバスでおよ

そ 25 分の金沢市南東部の丘陵地に位置し、体育館、サッカー場、ラグビー場、野

球場、ゴルフ練習場などがあり、学生の課外活動に使用しています。 

⑪ 池の平セミナーハウス

池の平セミナーハウスは、本学園のメインキャンパスである扇が丘キャンパスから

自動車で約 3 時間の、新潟県の妙高高原にある収容人数 60 名の施設です。ここで

は、4年次（平成 27年度以降入学生適用）および 5年次（平成 26年度以降入学制

適用）の「人間と自然Ⅲ」を開講し、2泊 3日の合宿形式による集中授業を行なっ

ています。 

資料3-1-1-(6)-01

出典「ICT公式ウェブサイト　教育情報２．学事運営組織 」235



スポーツ考房（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）第２体育館２階

いつでも気軽に 
トレーニングルームへ。 

トレーニングルームでは、多種多様なエクササイズマシンを揃え、毎日を楽しく元気に過ごせる健康づくりやチャ

ンピオンスポーツとして勝つための身体づくりができます。また、腰痛や肩こり、ダイエットなど個々に合わせたア

ドバイスも行っているので気軽にスタッフに相談してください。 

 まずは、利用者講習会に参加しよう！ 

詳しい情報：http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/sports-k/index.html

利用時間 

月曜日〜金曜日 ……8：30〜20：00 
土曜日 ………………9：00〜16：00 
（学生休業中は変則日程になります）

●体育授業中は利用できません。

●入学式、卒業式などの行事は休館になります。

利用者講習会 

毎週木曜日…………17：00～18：00 
（受付時間…………16：40～） 
●4月、5 月は水曜日も開催しています。

●利用者講習会受講者には「トレーニングカード」を発行しており、利用時には「トレーニングカード」の提示が必

要です。

設備 

●ストレングスマシン・・・１８種類

●カーディオマシン・・・・１６台

●ランニングコース（１周１５５ｍ）

●身長体重計、体脂肪計、血圧計

●バランスボール、ストレッチポール、ダンベル、縄跳びなど
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　　　　　　　　　出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P179」



金沢工業大学内簡易郵便局 ５号館１階 

学内には簡易郵便局があります。ＡＴＭ（貯金自動預

払機）によるキャッシュサービスも利用できるため仕送

りにも便利です。不在のために受け取れなかった郵便物

をこの簡易郵便局に転送し、キャンパスの中で受け取る

こともできます。また簡易郵便局に直接送れば取り次ぎ

もします。 

学内簡易郵便局窓口取り扱い時間 

月曜日〜金曜日…………9:00 〜16:00

土曜日……………………9:00 〜12:30

（土曜日は切手などの販売、転送された郵便物の引き渡しのみ） 

学内簡易郵便局窓口取り扱い業務 

●切手・はがき・印紙の販売●ゆうパックおよび郵便物

の取り次ぎなど（日本郵便（株））●貯金、振替、為替、

交通反則金、国民年金（（株）ゆうちょ銀行）●保険（（株）

かんぽ生命保険） 

不在郵便物を学内簡易郵便局へ転送する場合 

「郵便物等お預かりのお知らせ」のはがきの「他の郵

便局で受け取り」欄に

金沢工業大学内簡易郵便局 

と、記入してポストへ投函するか郵便局窓口へ。

郵便小包などを学内簡易郵便局に直接送付する場合 

次のような宛先とし、氏名と携帯電話番号または学籍

番号を記入してください。

〒921-8812 石川県野々市市扇が丘 7-1 

金沢工業大学内簡易郵便局留置 

学生氏名（携帯電話番号または学籍番号） 

荷物が届いたら、学内テレビ掲示または携帯電話へ連

絡します。

学内簡易郵便局への問い合わせ先 

076-246-2142（直通） 
076-248-6372（FAX） 

ＡＴＭコーナー 

●ゆうちょ銀行………………５号館１階

■取り扱い時間（※他の金融機関へ送金が可能）

月曜日〜金曜日…………9:00 〜17:30

土曜日……………………9:00 〜12:30

日曜日・祝日……………休み

●北國銀行……………………８号館１階

■取り扱い時間

月曜日〜土曜日…………9:00 〜18:00 

日曜日・祝日……………休み

●金沢信用金庫………………８号館１階

■取り扱い時間（※出金のみ可能）

月曜日〜金曜日…………9:00 〜18:00 

土曜日……………………9:00 〜17:00 

日曜日・祝日……………休み 
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飲食関係のサービス施設 

 

 
 
 

レストラン ＬＡＴＥＲＲＡ 21 号館 1 階  

ボリュームのあるメニューから、ヘルシーなメニュー、

そして単品メニューも充実。自分に適した食事がチョイ

スできます。丼・カレーはテイクアウト（容器代別途）

が可能で、温かいものを持ち帰って食べる事もできます。

さらに、サラダバー・惣菜バーでは自分で好きな量を取

ることができるので、野菜不足もこれで解消。 
http://kit-group.jp/ 

営業時間／月〜金…8：00〜10：00 
営業時間／月〜金（モーニングタイム） 
営業時間／月〜金 10：00〜15：00 
営業時間／月〜金（ランチタイム） 
営業時間／月〜金 16：00〜19：00 
営業時間／月〜金（ディナータイム） 
営業時間／土………8：45〜13：00 
 

カフェテリア ＩＬＳＯＬＥ 21 号館 2 階  

落ち着いた雰囲気でランチを楽しみたい時は、イルソ

ーレで。 
セットメニューは、週替わりで毎日２種類あるので、

選ぶ楽しみがあります。また、その場で豆を挽く本格的

なコーヒーも楽しめるので、授業の合間にブレイクタイ

ムをどうぞ。 
営業時間／月〜金…10：00〜15：00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活彩家アクア店 27 号館 

焼きたてパン、豊富な種類のお菓子やドリンク、また

専用マシンによる本格コーヒーの提供も行っています。

朝のモーニングコーヒーや３時のおやつは、コンビニエ

ンス ACQUA で！  
営業時間／月〜金…8：30〜19：00 
営業時間／土………8：30〜14：00 
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Owner
タイプライターテキスト
資料3-1-1-(7)-03

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト
　　　　　資料タイトル「飲食関係のサービス施設の設置がわかる資料」

Owner
タイプライターテキスト
　　　

Owner
タイプライターテキスト
出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P184」



各種サービス施設 

 

 
 
 

ＫＩＴブックセンター 21 号館 2階 

本や雑誌が 8％OFF！文具は 20％OFF。教科書はも

ちろん、専門書、資格本、就職本が充実。話題の本など、

きめ細かいラインナップが自慢。文具では製図用品など

ちょっと特殊なものも揃えています。また、制服・体操

服・実験服の注文販売もしています。もちろん、取り寄

せにも迅速に対応してくれます。詳しくはＨＰで！ 
http://kit-group.jp/ 

営業時間／月〜金…8：30〜17：30 
営業時間／土………8：30〜14：00 
 

ＫＩＴサービスセンター 21 号館 2階 

JR・高速バスのチケット購入、国内・海外旅行のお申

し込みが出来ます。また、学生向け総合保険の手続き、

自動車学校の紹介、金沢工業大学生・金沢工業高等専門

学生向けの寮・アパートの紹介（寮・下宿相談室【新篁 E

しんこう

A】）など、様々なサービスを提供しています。 
http://kit-group.jp/ 

営業時間／月〜金…8：30〜17：00 
営業時間／土………8：30〜14：00 
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Owner
タイプライターテキスト
資料3-1-1-(7)-04

Owner
タイプライターテキスト
　　　　　資料タイトル「各種サービス施設の設置がわかる資料」

Owner
タイプライターテキスト
　　　　　　　出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P185」

Owner
タイプライターテキスト
　　

Owner
タイプライターテキスト



自然学苑・セミナーハウス 

大自然を満喫。 

穴水湾自然学苑 

穴水湾自然学苑は、本学園から北北東へおよそ 100キロ（車で約２時間）、

能登半島国定公園の景勝地、穴水町由比ヶ丘（ゆいがおか）にあります。 

鉄筋４階建の本館をはじめ、体育館・グランドなどが完備され、専用の

ヨットハーバーには３つの艇庫、調査研究船、外洋クルーザー、ヨット、

ボート、そして１、３年次に学生が力を合わせて漕いだり帆走したり実習

できるカッター（カッターとは、映画「タイタニック」でも使われていた

救難用のボートで、昔から気骨ある船乗りの育成（気力、体力、チームワ

ークそしてリーダーシップの醸成）に使用されているボートです）も準備

されています。 

１、３年次の必修科目「人間と自然Ⅰ、Ⅱ」ではここで２泊３日の集団

生活を体験し、社会に出てから必要となる思いやり、マナーやチームワー

クの大切さなどを学びます。 

【利用の問い合わせ】 

穴水湾自然学苑 石川県鳳珠郡穴水町由比ヶ丘 Tel.0768-52-1279 

天池自然学苑 

天池自然学苑は、本学園から車でおよそ 25 分。金沢市南東部の広大な

丘陵地に、約 25 万平方メートルにわたって広がっています。研究施設の

他、体育館、ラグビー場、野球場、ゴルフ練習場があります。 

【利用の問い合わせ】 

金沢工業大学施設部（６号館１階） 

池の平セミナーハウス 

 池の平セミナーハウスは、金沢から車でおよそ３時間。上信越高原国立

公園の雄大な自然の中、目の前には「須弥山」と呼ばれた美しい山容の妙

高山を望めます。そして豊富な温泉。５年次の必修科目「人間と自然Ⅲ」

はここで行われます。 

【利用の問い合わせ】 

金沢工業大学総務課 

●学苑面積／約 40,000m2

●本館／168名収容

●体育館／約 763m2

●駐車場／20台収容

●調査研究船（アルタイル）／約 20 ﾄﾝ

●外洋クルーザー（FAIR V）／１艇

●救助艇／４艇

●ボート／12隻

●KIT 型６mカッター／20隻

●ヨット／６艇

●艇庫／３棟

●グランド

●学苑面積／約 243,000m2

●体育施設

体育館、ラグビー場

野球場

ゴルフ練習場

●駐車場／約 100台収容

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P180」240

Owner
タイプライターテキスト
資料3-1-1-(7)-05

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト
　　　　　　資料タイトル「研修施設の概要がわかる資料」

Owner
タイプライターテキスト
　　　



2章 学事運営組織 | 国際高等専門学校 

10 

R1.5.1

2. 学事運営組織

2.1 学事運営組織と役割 

学事運営の組織構成と各委員会等の役割を示します。 

 

 

図２‐１ 学園組織図 

図２‐２ 高専組織図 

十年委員会 KIT評価向上委員会
ICT教育評価委員会

学園倫理委員会 研究評価支援委員会
金沢工業大学顧客満足度向上プロジェクト委員会

人事委員会

予算編成委員会

学園協議会

教育支援機構（教育支援機構運営委員会） ライブラリセンター
情報処理サービスセンター

研究支援機構（研究支援機構運営委員会） プロジェクト教育センター プロジェクトデザイン教育推進室
国際交流センター 夢考房

革新複合材料研究開発センター 自己開発センター CDIOチャレンジステーション
数理工教育研究センター スポーツ考房

法人本部 基礎英語教育センター
カウンセリングセンター

明倫館 穴水湾自然学苑
COC教育推進センター

金沢工業大学 数理工教育研究センター

国際高等専門学校

　学生募集委員会　　ハラスメント防止委員会　　 旦月会報編集委員会　　　　　安全保障輸出管理委員会
　安全衛生委員会　　防火防災委員会　　　　　　  資金運用管理委員会　　　　　障がい者支援委員会
　国際交流委員会　　校史編纂委員会　　　　　　  顧客満足度向上委員会
　同和対策委員会　　ばっくあっぷ編集委員会    個人情報保護検討委員会

評議員会

理事会

理事長
常務理事

教務主事 ③⑩

学生主事（金沢、白山麓） ④

校　長 ①② 進路指導主事 ⑤

副校長 研究プロジェクト主事 ⑥

国際交流主事 ⑦

国際理工学科長 ⑧

電気電子工学科長 ⑧

機械工学科長 ⑧

グローバル情報学科長 ⑧

一般教科主任

高専事務局長 ⑨

　　　情報教育部会

⑩担任会議

ＩＣＴ教育評価委員会

⑥創造技術教育研究所
⑦国際交流委員会
⑧学科会議

①学務会議　

②教員会議　（教員全員）
③教務委員会
④厚生補導委員会
⑤進路指導委員会

⑨国際高専安全委員会

高専キャンパス・ハラスメント防止委員会

白山麓高専事務室長
入試センター

※①～⑩：学務会議構成員が、

各委員会等の議長を掌る。

資料3-1-1-(8)-05資料タイトル「高専安全委員会の設置がわかる組織図」

出典「ICT公式ウェブサイト　教育情報２．学事運営組織」
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改訂 平成 26 年 4 月 1 日 

安全点検チェックリスト(管理区分 B 用) 

点検場所： 安全責任者： 

点 検 日： 年 月 日 点 検 者： 

判定欄には「○：出来ている △：改善が必要 ×：出来ていない」のいずれかを記入。 

該当しない部分には斜線をひく。 

No 点検項目 判定 改善点を記入 

1 「安全に関する遵守事項」の点検周期に点検している 

2 部屋の前の廊下は整理整頓されている 

3 部屋の出入り口付近に不要なものが置かれていない 

4 非常口・防火扉周辺に物品が置かれていない 

5 室内は整理整頓されている 

6 室内に不要なものが置かれていない 

7a 室内に危険な化学物質・工作機械等がない 

8 化学物質と飲食物は分離してあり、混在していない 

9 書架・棚等や内容物の転落防止対策がされている 

10 室内は清掃し、清潔な状態に保たれている 

11 避難用通路(80cm 幅)・安全通路が確保されている 

12 室内の照明器具の劣化・汚れ・破損はない 

13b 換気扇・空調は正常に動作する 

14 室内配線が整理(歩行に支障ない) され、タコ足配線がない 

15 実験台・作業台上は整理整頓されている 

16 救急用品・保護具等は適正管理され使用可能である 

17 消火器は所定の場所に備えられ、まわりに物品がない 

18 この部屋を使用する全員が安全指導を受けている 

特記事項 

【注意事項】a:置かれていれば区分 A となる。b:室温を適正に調整する。 

安全管理区分 

区分 内容 点検周期 

A 機械等を設置又は危険な物質が常置されている実験室等 １カ月 

B 多数の学生が出入りする教室、実験室等 ３カ月 

C 機械等又は危険な物質のない個々の研究室等 ６カ月 

D 人の出入りがほとんどない倉庫等 １カ年 

資料3-1-1-(8)-07

資料タイトル「安全責任者が行う安全点検のチェックリスト」

出典「学校法人金沢工業大学安全委員会作成」
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1 

1 

安全講習 

プロジェクト教育センター 夢考房 

安全行動と救急処置 

2 

3 

1 

手工具講習会 

夢考房ツアー 

・測定具  

・木材加工 

・金属加工 

・グラインダー 

安全講習会  

安全講習会 

・はじめに 

2 

安全講習にあたり、、、 

「安全」とは？ 
安らかを全うすること 

3 

安全講習会  

安全講習にあたり、、、 

安らか： 

・穏やかで変わったことや、何の
心配も悩みもないさま 

4 

安全講習会  

安全講習にあたり、、、 

全うする： 
・完全に終わらせる、成し遂げる 

5 

安全講習会  

安全講習にあたり、、、 

つまり、「安全」とは、 
 「何の心配も悩みもない状態で、 
物事を完全に成し遂げることです」 

（心身ともに） 

6 

安全講習会  

安全講習にあたり、、、 

夢考房は「安全」でしょうか？ 

7 

安全講習会  

この数字はなんだと思いますか？ 

8 

安全講習会  

1 
240 

76,602 

この数字はなんだと思いますか？ 

件 
件 
人 

9 

安全講習会  

1 
240 

76,602 

資料3-1-1-(8)-09

資料タイトル「金沢キャンパス　夢考房利用案内資料」

出典「夢考房作成講習会資料」254



2 

この数字はなんだと思いますか？ 

1 
240 

76,602 

件  
件 
人 

（2017/4/1～2018/3/31） 

災害： 
破損/ヒヤリ： 

入館者： 

10 

安全講習会  

災害： 
破損/ヒヤリ： 

入館者： 

ハインリッヒの法則（１対29対300の法則） 

1件 

29件 

300件 

1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、 
その背景には300のヒヤリ（無傷）が存在する。 
(再発防止未対策の状態） 
 

11 

安全講習会  

重大事故 

軽微事故 

ヒヤリハット
等（無傷） 

夢考房に当てはめてみると 

ここを重大事故と捉えると多すぎる 
     ⇒安全ではない 

件  
件 
人 

1件 

29件 

300件 

12 

安全講習会  

災害： 
破損/ヒヤリ： 

入館者： 

1 
240 

76,602 

夢考房に当てはめてみると 

件  
件 
人 

一般的にはこの災害は軽微な事故 
 ⇒ 夢考房は安全なほう 

1件 

29件 

300件 

13 

安全講習会  

災害： 
破損/ヒヤリ： 

入館者： 

1 
240 

76,602 

近年の状況 14 

110,771  

95,082  
87,055  90,259  

81,895  82,463  83,610  

70,476  
60,406  

76,602  

16 9 9 5 3 3 2 1 1 1 

262 

203 

288 

370 

310 

204 

401 

306 

255 
240 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

入館者：人 

入館者 

災害 

破損/ヒヤリ 

安全講習会  

これは利用者が安全意識を 
もって活動しているからです。 
 
  ※事例などは講義の中で詳しく 

15 

安全講習会  

安全の極意は（状況判断において） 
 

 ・大丈夫だろう ： ✕ 
 

 ・危ないかもしれない： ○ 
          （ＫＹ：危険予知） 
事前に、作業の中にひそむ危険要因を見つけ出

し、災害の芽を摘みとる 

16 

常に周りに気を使って作業する 

安全講習会  

17 

それでも、人は失敗します。 
そのことは覚えておいてください。 

安全講習会  

例えば：精神状態 
 集中力・注意力の低下 

18 

安全講習会  

255



3 

例えば：精神状態 
 集中力・注意力の低下 

慣れなどにより緊張感が薄れ、 

気のゆるみや油断が生ずる 
 

（ダラダラ作業にならないよう、適度な 

休息を取ることも大切） 

19 

安全講習会  

20 

それでも、人は失敗します。 
そのことは覚えておいてください。 

安全講習会  

21 

例えば：情報選択の違い 

安全講習会  

22 

例えば：情報
選択の違い 

安全講習会  

視える女性は 
 何歳ぐらい？ 
   （若人、それとも 

老人？） 

※中小企業のWeb活用♪CANVASより 

23 

例えば：情報
選択の違い 
 
 

（視点の違いで見     
え方が違う 
：視れど、見えず） 

※中小企業のWeb活用♪CANVASより 

安全講習会  

耳？目？ 

あご？鼻？ 

首？あご？ 

24 

それでも、人は失敗します。 
そのことは覚えておいてください。 

安全講習会  

25 

例えば：錯覚 

安全講習会  

26 

安全講習会  

例えば：錯覚 
左右のテーブルの大きさ
を比較してください 

27 

安全講習会  

形も大きさも同じです 

例えば：錯覚（周辺の状況で見え方が違う 
 ：そう視えても、 

    それが正常なのです） 
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4 

28 

＜情報の共有化＞ 
活動中に何かあったら 
報告してください 
次の利用者が 

同じ思いをしないで済みます 
 

夢考房には、 

 ・ 破損報告書 
 ・ ヒヤリハット報告書  があります。 

安全講習会  

同じ間違いを無くすために 
過去の事例を参考にする 

安全講習会  

29 

 「安全第一」 
 
安全は全員の力と努力で 

達成しよう！ 
 

31 

安全講習 

プロジェクト教育センター 夢考房 

    

安全行動と救急処置 

2 

3 

1 

手工具講習会 

夢考房ツアー 

 ・測定具      

 ・木材加工  

 ・金属加工 

 ・グラインダー 

32 

①作業計画を立案する 

②安全意識を持つ 

③作業の危険予知をする 

④機器を正しく操作する 

⑤清掃・片付けをする 

夢考房は課外活動の場 

皆さんにお願いすること 

33 

夢考房は課外活動の場 

「安全」とは正しい知識・ルールに基づ

いて実践されることで達成されます 

34 

危険要素のある服装 

 巻込まれる恐れがある袖口や前は留める 

 上服の下からシャツ等が出ていない事 

 肌の露出が多い半ズボン(七分丈)、半袖(七分袖)

は禁止！ 

 

35 

作業時の正しい服装 

 実験着などの 

作業できる上下の服装を着用

する 

 ジャージ系（化学繊維100％）  

は可燃性で熱に弱いため注意 

 名札ケースは外しポケットへ入

れる（作業中にブラブラして気

が散る・巻き込まれる） 

 ※必ず作業服には記名     

36 

ズボン 

ズボンは腰骨位置でしっかりとベルトで留める 

ずり下がりは、
とっさの行動に 

対応できない 

257



5 

37 

アクセサリーは禁止 

アクセサリーは、 

機械に 

巻き込まれる 

危険性があり 

危！！ 

38 

正しい履物・靴 

 サンダルは禁止 

 「安全靴」の貸出し 

貸出用安全靴 

39 

手袋（軍手） 

 高速で回転する機器に巻き込まれるので禁止 

砥石に巻き込まれる 

軍手 グラインダー作業 

40 

手袋（革手袋） 

 重量物運搬・溶接・板金作業等に使用する 

すべらない 

紫外線・熱から守る 

革手袋 

41 

作業帽子 

頭髪は 

作業帽に 

入れる 

至近距離作業は 

帽子ひさしの長さが 

危険の目安 
貸出用ワーキングキャップ 

42 

保護めがね 

異物が目に入るのを防ぐ 

機械作業・粉塵発生作業・薬品取扱では必
ず使用する 

貸出用保護めがね 

43 

フィルターマスク 

粉塵の吸い込みを防ぐ 

 樹脂成型作業 

 塗装作業 

 木材等のヤスリがけ 

 グラインダー作業 

 アーク溶接作業(ヒュームガス) 

44 

溶接作業の保護防具 

強烈な紫外線や熱から、眼や顔、腕、手を守る 

 

溶接作業 

45 

通気・換気（作業環境） 

ガス（アセチレン・LPガス）、塗装・樹脂成型や溶接
作業は換気できる指定場所で実施・保管する 

換気扇 

溶接作業 

プッシュプル型排気装置 
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46 

安全確認（安全のプレート） 

守らなければいけない事項、 

禁止事項、危険度など 

工作機械ごとに掲示 

作業終了後は 

元の位置に 

47 

安全確認（色） 

黒 緑：ON  赤：OFF 

黒、青系：酸素 

赤系：可燃性ガス 

非常停止スイッチ 

一般的なスイッチの例 
ガスボンベ 

48 

整理・整頓・清掃 

Seiri（整理） 

Seiton（整頓） 

Sesou（清掃） 
３S 

要る、要らないを仕分けし、
要る物はきれいに清掃し、
所定の位置に片付ける 

参考：5S・・ +Seiketu（清潔）+Situke(躾） 

49 

A災害 ： 重大災害（B災害以上） 

B災害 ： 

・非常に軽度な出火、爆発 

・医師による診断または処置を必要 

 とする傷病を生じた災害 

・建物、機械器具等にかなりの破壊 

 又は損傷を生じた災害 

・環境にかなりの有害物質を放出 

 災害した 

 

ゼロ災害表示 

安全意識の向上とゼロ災害を達成した充実感 

50 

工具の正しい使い方 

スパナ 

誤った使用は事故を発生し、ケガを負う
ばかりか、工具・材料も破損する 

カッターナイフ 

51 

事故・ヒヤリハット① 

【フライス盤】【42Kgバイス】 

重量バイスを落下させた    
「持てると思った」「もし足に落ちたら・・・」 

42Kg

確認不足・大丈夫だろう 

52 

事故・ヒヤリハット② 

【強力直立ボール盤】 

ドリルチャックの落下
を、 

とっさに手で受け止めて 

しまった 

 

   反射的動作 

53 

事故・ヒヤリハット③ 

【ランニングソー/パネルソー】 

材料の勘違い（アルミとステンレス） 

材料別に刃を交換しなかった 

送り速度が適切でなかった 

木材用 

アルミ用 

樹脂用 

54 

事故発生時の処置手順 

① 「救急処置の手順」に       
従い教職員に連絡する 

 

② 応急処置をする（救急箱） 
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55 

直接圧迫止血法 

 傷口をガーゼや 

  ハンカチで 

  直接押し当て 

  圧迫して止血する 

夢考房で多いケガは 

「出 血」 

56 

夢考房ライセンス講習 

夢考房 利用時のマナー 

手工具と工作機械の 

最低限の正しい知識と操作方法 

57 

夢考房ライセンス講習 

みなさんの 

空いている時間を 

利用して 

受講してください 

納得するまで 

何度も受講できます 

モノづくりの 

知識と技術を 

学生時代に 

身に付けよう！ 

58 

旋 盤 

木材加工 

板 金 

ボール盤 

夢考房ライセンス講習 
安全講習 

手工具作業の講習・夢考房紹介 

STEP1 

1 

電気・電子 2 

3 

溶 接 4 

5 

フライス盤 6 

7 

STEP2 

NCフライス盤（「ボール盤」・「フライス盤」・「旋盤」を修了している者） 

プリント基板（「電気・電子」を修了している者） 

回路設計（「電気・電子」を修了している者） 

STEP3 

工作機械の使用方法
と作業手順の講習 

59 

1 

2 

シルバー＆ゴールドカード 

シルバーカード（Step1・Step2・Step3の専門コース） 

安全講習（テクニカルガイド） Step1 

電気・電子 Step2 

プリント基板 ＆ 回路設計 Step3 

1 

電気スペシャリスト 

安全講習（テクニカルガイド） Step1 

ボール盤、フライス盤、旋盤 Step2 

NCフライス盤 Step3 

2 

機械スペシャリスト 

ゴールドカード（ Step1・Step2の全8コース） 

●木材加工 ●電気・電子 ●板金 ●溶接 

●ボール盤 ●フライス盤 ●旋盤 
Step2 

●安全講習 Step1 

 

60 

61 

安全講習 

プロジェクト教育センター 夢考房 

    

安全行動と救急処置 

2 

3 

1 

手工具講習会 

夢考房ツアー 

 ・測定具      

 ・木材加工  

 ・金属加工 

 ・グラインダー 

ノギス 

目盛の最小読み取り単位： ０．０５ｍｍ 

測定の仕方 

本尺と副尺（バーニア)を組み合わせ、スケールの測定

よりさらに細かい寸法の測定に用います。 

本 尺 

副尺（バーニヤ） 
外側測定面（アゴ部） 

内側測定面（アゴ部） 深さ測定子 
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0 10 20 40 30 50 

0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

本尺は普通のスケールと同じ目盛で、副尺は本尺の

39㎜を20等分した目盛（数字は0～10）が刻まれてお

り、本尺2㎜と副尺1目盛の差は、0.05㎜である。 

39㎜ 

20等分 

0 5 

0 1 2 

0.05㎜=0.5×0.1 

合致 
0 5 

0 1 2 

合致 

0.10㎜=1×0.1 

0.5 

39/20=1.95 

19/20=0.95 

1.95 

本尺 

本尺 

副尺 

副尺 

0 10 20 40 30 50 

0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

図 １ 

ノギスのアゴ部で測定箇所をはさみ、本尺と副尺の目盛が図１を

示したとき 

① 副尺の０より前に確実に読める本尺の目盛を読む 

             ・・・・・・ 8㎜ 

② 副尺の目盛と本尺の目盛が合致しているバーニアを読む 

             ・・・・・・ 7.5 

①  ② 

③本尺と副尺の合致した価を0.1倍すれば小数点以下の数値に 

             ・・・・・・ 7.5×0.1 = 0.75 

④ ①＋③ ＝ 8＋0.75 ＝ 8.75㎜  これが測定値であ
る。 

0 10 20 40 30 50 

0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

図 ２ 

① 副尺の0より前の寸法・・・・・・13㎜ 

② 本尺と副尺の目盛が合致しているのは・・・・・・6.5 

③ 6.5×0.1＝0.65㎜ 

④ 13＋0.65＝13.65㎜ 

① ② 

0 10 20 40 30 50 

0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

図 3（ａ） 

0 10 20 40 30 50 

0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 

図 3（ｂ） 

次の図3（ａ）および（ｂ）はノギスで品物を測定したときの本尺
と副尺の目盛の状態であるが、それぞれ測定値はいくらか？ 

問題 マイクロメータ 

ねじを利用した測定器で、ノギスよりさらに精密な測定に

用いる。 ：目盛りの最小読み取り単位： ０．０１ｍｍ 
シンプルを操作し品物を軽くはさみ、さらにラチェットを

回しラチェットが空転したら目盛を読む。 

ラチェットストッパー 本尺（スリーブ） 

副尺（シンプル） この間で部品をはさみ計測する 

計測の仕方 

写真は品物の外側を測る外側マイクロメータで、

このほか穴の内径、みぞの内側などを測定する

各種形状のマイクロメータがある。 

0 5 40 

35 

本尺（スリーブ） 

スリーブの目盛りは普通のスケールと同じ目盛りで、 

基準線の下側の目盛り0.5㎜を示す補助目盛りである。 

シンプルの目盛りは１周を50等分してあり、       

1目盛りは0.01㎜である。 

副尺（シンプル） 

基準線 

③ シンプル1目盛は0.01㎜であるので・・・・・ 0.01×26=0.26 

④ ① ＋ ② = 6 ＋ 0.26 = 6.26㎜    これが測定値である。 

図4の目盛のとき 

① シンプルでかくれていないスリーブ上の目盛を読む・・・ 6㎜ 

② スリーブ目盛の縦線とシンプルの目盛が何番目で合致するかを    

 見る          ・・・・・・・ 26番目 

0 5 
30 

25 

図 ４ 

① 

② 

図5の目盛のとき 

① シンプルでかくれていないスリーブ上の目盛・・・・8.5㎜ 

② スリーブの縦線と合致するシンプルの目盛・・・・37番目 

③ 0.01×37＝0.37㎜ 

④ ①＋③＝8.5＋0.37＝8.87㎜    これが測定値である。 

0 5 40 

35 

図 5 
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問題 

次の図6（ａ）および（ｂ）はマイクロメータで測定したときの
目盛りの状況である。それぞれの測定値はいくらか？ 

0 5 
30 

25 

0 5 

30 

35 

図 6（ａ） 図 6（ｂ） 

74 

75 

安全講習 

プロジェクト教育センター 夢考房 

  

安全行動と救急処置 

2 

3 

1 

手工具講習会 

夢考房ツアー 

・測定具  

・木材加工 

・金属加工 

・グラインダー 

76 

プロジェクト教育センター 夢考房 
76 

安全講習 

プロジェクト教育センター 夢考房 

  

安全行動と救急処置 

2 

3 

1 

手工具講習会 

夢考房ツアー 

・測定具  

・木材加工 

・金属加工 

・グラインダー 

77 

夢考房４１について 

木材加工や金属加工を行う工作機械や 
手工具などの貸出し場所があります。 
また、夢考房プロジェクトの組み立て場所にも 
なっています。 

夢考房プロジェクトの活動場所です。 

電気電子工作に関する設備があります。 

78 

主な施設 

79 

パーツショップ 

手工具の貸出しや材料、部品の販売を行っています。 

全てセルフサービス方式です。 

80 

木材加工スペース 

（WOOD PROCESSING） 

パネルソー等の鋸盤や鉋盤など木材加工機械があります。 

利用するには、木材加工講習を受ける必要があります。 

81 

金属加工スペース 

（METAL PROCESSING） 

旋盤やフライス盤、ボール盤など金属加工機械があります。 

使用する機械に応じた講習を受ける必要があります。 
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金属加工ブース（METAL PROCESSING）などの 
作業場所に立ち入る場合は、細心の注意を払うこと。 
不必要に立ち入らないこと。 

通路（共用部）と作業場所 

通路（共用部） 

作業場所 

金属加工ブース 
（METAL PROCESSING） 

通路（共用部） 

作業場所 

木材加工ブース 
（WOOD PROCESSING） 

83 

溶接ブース （Welding Room） 

ガス・アーク溶接（TIG溶接、 MIG溶接含む）が利用できます。 

利用するには、溶接講習を受ける必要があります。 

84 

樹脂・塗装ブース （Resin Coating） 

塗装作業、樹脂成型作業を行えます。 

作業前に必ず受付で利用方法の説明を受けてください。 

85 

フリースペース 

1Fや3Fに一般利用者を優先した席を設けてあります。 
 （1F → 手工具作業、 3F→ 電気電子工作など） 

86 

休息コーナー 

食事やおやつなどの飲食はここでお願いします。 
火災事の煙充満を防止するために、自動的にシャッター
が下ります。 
作業などで一時的でも物を置かないようにすること。 

防火区画 

お疲れ様でした 

88 
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ICT Maker Studio利用ガイドライン 

2018年 4月 1日施行 

改正 2019年 4月 1日 

国際高専安全委員 

国際理工学科 松下 臣仁 

Maker Studio安全点検者 

国際理工学科 伊勢 大成 

1. ICT Maker Studio運営方針

ICT Maker Studioは、学生や教職員の自主的な「ものづくり」を支援する設備群の総称

であり、Workshop(工作機械室)、Workspace(ものづくりスペース)、Lecture room（レク

チャールーム）、Project booth(プロジェクトブース)による制作環境である。 

 ICT Maker Studioでは、「ものづくり」への挑戦をサポートするため、材料や設備、ノ

ウハウなどを揃え、安全で利用しやすい環境整備を推進する。 

2. 利用時のルール

①安全第一、Safety first

②Maker Studioを使用する学生、教職員は、利用時のルールを守ること

③服装・飲食

 作業に適した長袖、長ズボン、靴を着用すること

 肌が露出するサンダルなどの靴や、半ズボン、7分丈ズボン等で作業してはいけない

 髪が長い場合は束ねること

 Maker Studio Workshop(工作機械室)では、飲食禁止

 Maker Studioにはキャップのついていない飲料の持ち込みは禁止

④工具類の利用

 工具やその他の道具類を使用する場合は、当日中に返却するのであれば自由に使用し

てもよい 

 工具やその他の道具類を借りる際には、Maker Studio担当教員に許可を得ることが

望ましい 

 工具やその他の道具類を長期間利用する場合は、Maker Studio担当教員に相談する

こと 

資料3-1-1-(8)-10

資料タイトル「白山麓キャンパス　Maker Studio 利用ガイドライン」

出典「国際理工学科作成資料」
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⑤工作機械の使用

 工作機械使用前に、Maker Studio 担当教員に Workshop(工作機械室)の解錠を依頼

し、機械に異常がないか確認してもらう 

 使用前に使用簿を記入すること 

 工作機械使用中はMaker Studio 担当教員の立ち合いが必要である 

 ICT Maker Studioライセンスを取得した学生は、ライセンスを取得した工作機械

については、使用中の教員の立ち合いが不要になる 

 機械使用時には、点検チェックリストを必ず記入する 

 使用後はMaker Studio 担当教員に清掃の点検を依頼し、使用簿に確認印をもらう 

 休日に使用を希望する場合は、事前にMaker Studio 担当教員と相談し、許可を受け

ること 

 使用方法が不明な場合は、必ずMaker Studio 担当教員に確認すること 

⑥３Dプリンタの使用

 ３Dプリンタは授業、クラブ活動等学校の学業外の用途での使用を制限する

 ライセンス取得者は、授業、プロジェクト外での使用を認めるが、Maker Studio担

当教員に許可を取ること 

 フィラメントを大量に使用するものなどは、使用を認めない場合がある 

⑦制作物・荷物の管理

 Maker Studio関連教室には許可なく私物を置かない

 荷物や製作物を置き続ける必要がある場合は、Maker Studio 担当教員まで相談する

こと 

⑧廃棄物・ゴミの分別

 金属ゴミは、鉄系材料、アルミ材料、その他金属に分別し、所定の場所に捨てる

 飲料の缶、ペットボトルはMaker Studio内のごみ箱には捨てない

⑨安全対策のための報告書

 Maker Studio使用時に、気がかり、ヒヤリハット、破損等の安全上留意すべき事項

が生じた場合には、以下の用紙を記入し、Maker Studio担当教員に報告する 

 気がかり報告書：安全上気になったこと、要望、改善提案などを記入する用紙 

 ヒヤリハット報告書：事故に至らない、ヒヤリ・ハット事例を報告する用紙 

 破損報告書：機械の破損、ケガなどが起こった場合の事例を報告する用紙 

 これらの報告書を収集、分析し、定期的に内容を公開する 

⑩教職員の利用について

 製作物の依頼は、Maker Studio 担当教員まで連絡すること

 教員もライセンス講習会に参加できる

 工作機械の操作に習熟した教職員は、工作機械の単独での使用を認める場合がある
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3.ICT Maker Studio ライセンス講習 

①ライセンス講習の目的

 Maker Studio利用者の工作機械の操作技術向上のため、ICT Maker Studioライセン

ス講習を行う。ICT Maker Studioライセンスを取得した学生は、Maker Studioの工作

機械を教員の立会なしで使用できる。なお、夢考房で工作機械を使用する場合には、夢

考房ライセンスを 4年次以降に取得する必要がある。 

②ICT MakerStudioライセンス講習実施時期

ライセンス講習の実施日程については別途連絡する

4~5月：複数回実施予定（ロボコン活動の一環として）、主に木曜か金曜日に実施

6月以降：学生の要望に応じて適宜実施

②ICT MakerStudioライセンスの種類

 ボール盤/バンドソー

 旋盤

 フライス盤

 レーザー加工機

 NC加工機（上級）

 ３Dプリンタ

4. ICT Maker Studio 担当教員

伊勢（主）、KK、伊藤周、ハヤト、松下、山崎

5. ICT Maker Studio運営業務

 Maker Studioの備品・消耗品・工具の整備 

 Maker Studioの設備・工作機械の点検・保守整備 

 ICT Maker Studioライセンス講習の運営 

 製作の技術相談 

 学生への安全教育 
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学部等安全委員会 委員長 各位 

安全推進委員会 委員長 各位 

安全委員会 

委員長 長谷川  勉 

平成３０年度 前学期４Ｓ点検評価のご案内 

日頃より学園の安全活動にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

本年度も安全活動の一環として、来る 6月 4日より平成３０年度前学期の４Ｓ

点検評価を添付のスケジュールにしたがって実施しますので、ご連絡いたしま

す。 

学生・教職員不在で施錠してあるゼミ室、演習室などは、これまで同様に施

設部立ち合いの上、入室して点検評価を実施いたしますので、お含み置き願い

ます。 

その評価基準は、添付の４Ｓ評価基準に従います。教員各位の居室について

は、これまで同様、扉のスリットから執務姿勢が見えるかを評価します。 

学部等安全委員会委員長、安全推進委員会委員長はご多用とは存じますが、

本活動の重要性をご理解の上、学科、課程、部局の教職員、安全管理推進者等

へ周知、並びにご協力いただけます様、よろしくお願い申しあげます。 

担当：安全委員会室 

室長 杉本栄三郎 

資料3-1-1-(9)-01

資料タイトル「４S点検評価実施の案内」

出典「平成３０年５月安全委員会発送資料」
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 平成 30 年度 安全の４Ｓ(整理・整頓・清掃・清潔)評価基準 平成 30 年 3 月現在 

評価段階 評価段階 １ 評価段階 ２ 評価段階 ３ 評価段階 ４ 

評価項目 危険で早急な改善が必要な状態 改善が必要な状態 普通の状態 良い状態 

整

理 

不用品(３年以上使

用していない物等)

不用品等(使う見込みのない物、故障し

て使えない物、基準以上に磨耗している

物)等が部屋に散乱している 

卒業生などの残置物が放置されている 

不要品等が一応区分されているが

処分してない(部屋の隅や机の下に

ためてある) 

直近に故障して使えなくなったも

の以外の不用品等が置かれていな

い 

不用品等が全く置かれていない 

壊れた什器・備品 壊れた什器・備品を使っている 壊れた什器・備品をためてある 直近に壊れた物以外、置いてない 壊れた物が全く置かれていない 

活動場所の区分 
「実験(作業)」、「デスクワーク」、「休憩」

の場所が混在し、区分けをしていない 

「実験(作業)」、「デスクワーク」、

「休憩」の場所が一応区分されてい

るが明確でない 

「実験(作業)」、「デスクワーク」、

「休憩」の場所が明確に区分されて

いる 

「実験(作業)」、「デスクワーク」、

「休憩」の場所を明確に区分し、

表示されている 

安全通路(80 ㎝幅)

の確保 
どこが通路か分からない 

安全通路を一応確保しているが通

路に物がはみでている 

安全通路を確保しているが表示さ

れていない 

安全通路が確保され、きちんと表

示されている 

整

頓 

正しい物の置き方

(重い物、大きい物

は下に、倒れやすい

物や転がりやすい

物には歯止めを) 

正しい物の置き方が全くされてなく、物

の落下や倒れる危険がある 

工具等がテーブルに散乱し、危険な物、

有害な物や什器備品等も散乱している 

正しい物の置き方が一部を除いて

されているが工具や危険なもの有

害な物がテーブル等にまとめて置

いてある 

正しい物の置き方がほぼなされて

いる 

危険な物、有害な物は保管庫に収納

しているが整理が不十分 

安全に正しい物の置き方がきち

んとされている 

工具は種類・サイズ別に、危険な

物、有害な物は保管庫にきちんと

収納している 

電気の使用の仕方

と節電 

正しくない使用方法(配電盤からの接

続、タコ足配線等)があり、火災・感電

の危険がある 

人が不在なのに部屋中の照明が点いて

いる 

球切れ、機材等の配置に配慮が足り

ないため照明を暗くしている 

一部通路に配線が出て、通行時に引

っ掛けるおそれがある 

節電の配慮がなされていない 

照明は明るく、電気機器等の正しい使用方法を行なっている 

節電についても配慮している 

作業台上の整理 
作業台が物置状態で作業スペースがな

い 

不要なもの、使用していないものが

置かれて作業スペースが狭い 

作業スペースは確保されているが

使わないものを置いてある 

必要な物だけを置いて広々と作

業できる 

帰宅時の机の上 机の上が雑然とした物置になっている 机の上の半分しか空間がない 常に使用する備品(パソコン等)だけが置かれている 

清

掃 
清掃の実施 

床面の清掃がなされてなくゴミやほこ

りが散乱している 

テーブル・研究機器等がほこりで白くな

っている 

切削屑、飛び跳ねた油等が放置してある

一応、床面の清掃はなされているが

ゴミが落ちている 

研究機器の操作箇所付近は清掃さ

れているが周辺がほこりで白くな

っている 

床面・テーブル・研究機器等が清掃

されているが、清掃頻度が少なく特

定の者だけが実施している 

床面・テーブル・研究機器等がき

れいに清掃され、清掃範囲と頻度

(ほぼ毎日)を決めて全員参加で

実施している 

清

潔 

ゴミ箱のゴミ始末
ゴミ箱・ゴミ袋が一杯のままで放置さ

れ、悪臭がする 

ゴミ箱・ゴミ袋が一杯になるまでゴ

ミを捨てていない 

定期的にゴミを捨てているが頻度

が少なく、ゴミがたまっている 

毎日当番を決めてゴミを捨てて

いる 

誤飲食の危険 

いつだれが飲食したかわからない飲食

物の残りが冷蔵庫や机の上にある 

飲食物と化学物質等が混在(２ｍ以内)

し、誤飲食の危険がある 

飲食物の残りはないが、実験室のあ

ちこちに飲食物が見られる 

飲食物と化学物質等の混在はない 

冷蔵庫内は清潔が保たれ、実験室内

の決められた場所で飲食、飲食後の

後始末がきちんとされている 

飲食物と化学物質等の混在はない 

実験室内は飲食が禁止されて誤

飲食の危険が全くなく全員がル

ールを守っている 

※ 評価は整理・整頓・清掃・清潔の４項目について行い、４項目のうちの最低評価をその部屋の評価とする。 

※ ゴシック太字は重点評価項目とする 

資料3-1-1-(9)-02資料タイトル「４Ｓ点検評価基準」

出典「学校法人金沢工業大学安全委員会作成」
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研究個室評価段階欄　◎：安全確認良好、○：安全確認可、△：安全確認困難、×：安全確認不可

　※下線(　）は前年度後期４S安全点検パトロールの結果

前年度 今年度
前
年

今
年

5年連続
前
年

今
年

前
年

今
年

前
年

今
年

前
年

今
年

前
年

今
年

前  年 今  年

13･104 14 13 準備室 瀧本明弘 瀧本明弘 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13･105 14 13 準備室(ハンドボール部) 瀧本明弘 瀧本明弘 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･100 14 31 倉庫（東側廊下） 山岸　徹 山岸　徹 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ①～④を要す
31･101 14 31 会議室 山岸　徹 山岸　徹 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
31･102 14 31 印刷室 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･103 14 31 副校長室 向井　守 向井　守 ○ ○
31･104 14 31 教員室 高橋丈雄 宮野　純光 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･104分室14 31 教務室 高橋丈雄 宮野　純光 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･104分室14 31 主事室 高橋丈雄 宮野　純光 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･105 14 31 事務室 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･105-1 14 31 湯沸室 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･105-2 14 31 倉庫 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･105-3 14 31 文書倉庫 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･106 14 31 校長室 山岸　徹 山岸　徹 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
31･107 14 31 応接室 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･108 14 31 応接室 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･109 14 31 応接室 山岸　徹 山岸　徹 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
31･110 14 31 進路主事室（副校長室） 南出章幸 高橋　丈雄 ○ ○ 資料散乱
31･112 14 31 女子更衣室 木谷理恵 木谷　理恵 － － - － - － - － - －
31･114 14 31 電気応用実験室 直江伸至 直江　伸至 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･115 14 31 電気応用実験室 直江伸至 直江　伸至 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･116 14 31 学生会室 瀧本明弘 瀧本　明弘 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ①～④を要す ①～④を要す
31･117 14 31 多目的実験室Ⅰ 藤島悟志 藤島　悟志 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･118 14 31 電気機械実験室 伊藤　周 伊藤　周 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･119 14 31 電気機械実験室 諸谷徹郎 諸谷　徹郎 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･120 14 31 倉庫 山岸　徹 山岸　徹 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･123 14 31 機械工作実験室 伊藤恒平 伊藤　恒平 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･124 14 31 機械工学科教員室 伊藤恒平 伊藤　恒平 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･125 14 31 機械工学実験室 小間徹也 小間　徹也 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･126 14 31 機械工学科教員室 金井　亮 金井　亮 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･127 14 31 工作室 金井　亮 金井　亮 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･128 14 31 ＮＣフライス室 金井　亮 金井　亮 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･201 14 31 Eラウンジ 大原しのぶ 大原　しのぶ 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ①～④を要す
31･202 14 31 講義室 伊藤　周 諸谷　徹郎 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･203 14 31 講義室 伊藤　恒平 伊勢　大成 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･204 14 31 講義室 坂倉忠和 井上　恵介 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･205 14 31 地域連携教育センター 瀧本明弘 瀧本　明弘 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 ①整理を要す A,B,Cの3室有り
31･205-1 14 31 倉庫(ロッカー) 瀧本明弘 瀧本　明弘 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 ③清掃④清潔を要す
31･206 14 31 ｄ-ｓｔｕｄｉｏ 藤澤　武 藤澤　武 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･207 14 31 Ｆａｂ-Ｓｐａｃｅ 藤澤　武 藤澤　武 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 ③清掃を要す
31･208 14 31 情報処理演習室 土地邦生 土地　邦生 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31･209 14 31 情報処理演習室 松下臣仁 松下　臣仁 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 ①整理②整頓を要す 卒研領域×
31･210 14 31 シュミレーション工学・システム工学実験室 田村景明 田村　景明 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

備　　　　　考

評価項目別評価段階 危 険 有 害 要 因 の 有 無
評 価 項 目 の 要 点

研究個室評価
①整理 ②整頓 ③清掃 ④清潔

平成30年度前学期４S安全点検パトロール評価結果

部屋番号
区
分

号
館

部　屋　名
安  全  責  任  者 総合評価

資料3-1-1-(9)-03資料タイトル「平成30年度前期４S評価結果」

出典「学校法人金沢工業大学安全委員会作成」
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 夢考房ライセンス講習会では、ものづくりの際に必

要な基本的な安全作業と手工具、加工機械の使い方を

習得することで、安全作業を行うための意識付け、加工

方法の向上と作業時間の短縮を目指します。 

まずは、step1 の安全講習で「安全作業の基礎知識」

「夢考房の利用方法」「簡単な工作知識」を習得し、自分

のニーズに応じて、step２-３の講習を受講して下さい。 

安全講習
安全と応急処置の考え方、手工具を中心とした工作実習と夢考房の機器・

設備について紹介を行います。簡単な金属加工・木材加工を体験しながら

安全に作業を行う心構えを身につけます。 

安全講習修了者が受講できます。機器・装置の安全な操作方法、加工

方法および計測方法が習得できます。自分の目的に合わせて 7 つの

コースから、希望のコースを受講してください。 

1 木材加工 
木工機械を使った木工製品づくり（パネルソー、丸鋸盤、帯鋸盤、自動鉋盤等の機械を

使用） 

2 電気・電子 はんだ付け、配線の接続、サーキットテスター･安定化電源の使い方等 

3 板 金 
金属板の切断、曲げ、穴あけ、重ね継ぎ等（シャーリング、プレスブレーキ、コンター

マシン、スポット溶接機、アルミ切断機等を使用） 

4 溶 接 鉄-鉄、アルミ-アルミを継ぎ合わせる （CO2溶接機、TIG 溶接機使用） 

5 ボール盤 ドリルを用いて穴開け加工をする工作機械（金属の穴あけ加工などの機器の取り扱い） 

6 フライス盤 平面、溝等を加工する機械 （正面フライス、エンドミル加工を行う） 

7 旋 盤 丸い物を削る機械（丸物削り、端面削り、溝入れ、C 面削りを行う） 

「電気・電子」「金属加工」コースのさらに上級技能を習得するため

に 3 コースを開講しています。希望のコースを選択して受講してく

ださい。 

電気・電子コース受講済み対象者 

プリント基板 回路設計ソフトの使用方法習得(Eagle) 簡易基板加工機の操作実習 

回路設計 アナログ回路設計・デジタル回路設計の実践、計測器の使用方法説明 

ボール盤・フライス盤・旋盤の３コース受講済み対象者 

NC フライス盤 コンピュータ制御で操作するフライス盤 

step1 から step3 の講習に加え、「ものづくり」のレベルアップを目的として、「製図･設計の基

礎」「測定器の使い方とその応用」「３D プリンタ」「金属加工＋α」講習会など、多くの分野のス

キルアップ講習会を実施します。講習会開講の詳細については、Web でお知らせしています。 

step1

step2

step3

夢考房 

ライセンス 

講習会 
2019 

【開講時間】 

月曜日～金曜日   17：15 ～ 20 : 00 

土曜日および休業中 13：00 ～ 15：45 

資料3-1-1-(9)-04
資料タイトル「夢考房ライセンス講習会の案内」

出典「夢考房作成資料」270



 夢考房のホームページより予約手続きを行ってくだ

さい。予約は、開講日の 4 日前の午前 8 時から開始

します。2 日前の午前 7 時 50 分時の時点で定員を

超えた場合は、抽選となります。抽選の結果は夢考房

ホームページで確認できます。

 やむを得ず予約をキャンセルする場合は、ホームペ

ージから手続きを行ってください。ホームページで

のキャンセルが行えない場合は、夢考房(41 号館)ま

で申し出てください。

 無断欠席された場合は、以降 30 日間は予約できま

せん。

 「実験着」など、講習が受講できるような上下の服装、「保護めがね」等を準

備ください。

 肌の露出の多い T シャツや半ズボンなどの着用、サンダル、かかとを踏んだ

ズック等の履物や、ブーツ・ハイヒールなどのかかとの高い履物を履いている

と、受講できません。

 ズボンはきっちりと腰でベルト留めし、ずり落ちたりしないようにしてください。

 ベルトに付いているキーホルダーやアクセサリーなどのぶらつくモノは、機械に巻き込まれる危険

があるので禁止です。ベルトから外し、ポケットに入れてください。

 夢考房ライセンスカード（名札）は、夢考

房で加工機械を利用時に必要となります。

大切に保管してください。
 step1-step2 をすべて受講した方には、夢考房の機能を

広く活用して創造活動に取り組む学生として、ゴールドカ

ードを発行します。

 step3 を受講した方には、「電気・電子」または「金属加

工」の専門コースの上級者という位置づけで、シルバーカ

ードを発行します。

ホームページ 

http://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/ 
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平成30年度夢考房ライセンス講習予定 平成30年1月26日作成平成31年1月26日改訂

４月 26日開館 ８月 21日開館 １２月 22日開館

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

前学期オリエンテーション 電気電子 木材加工 安全講習 溶接 コンピュータ操作の基礎 溶接 安全講習 プリント基板

大学院・学部入学式 旋盤 NCフライス フライス盤 ボール盤 旋盤 ボール盤 フライス盤 大学院入試

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

安全講習 プリント基板 安全講習 電気電子 木材加工 （7日の予備日） 電気電子 安全講習 電気電子

フライス盤 板金 旋盤 ボール盤 フライス盤 山の日 旋盤 NCフライス ボール盤 フライス盤 溶接 安全点検/祈願祭

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

溶接 安全講習 電気電子 安全講習 回路設計 木材加工 プリント基板

ボール盤 旋盤 フライス盤 旦月会総会 NCフライス フライス盤 板金 旋盤 ボール盤 安全講習 旦月会総会

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

安全講習 溶接 安全講習 木材加工 回路設計 サマー・サイエンス・スクール サマー・サイエンス・スクール 安全講習 電気電子 溶接 電気電子

オープンキャンパス 板金 フライス盤 ボール盤 フライス盤 旋盤 ボール盤 旋盤 NCフライス 板金 フライス盤

29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

プリント基板

昭和の日 天皇誕生日 板金 フライス盤

30 31

５月 26日開館 ９月 22日開館 １月 22日開館

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5

安全講習

フライス盤 ボール盤 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 元旦 新年互礼会

6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

安全講習 電気電子 溶接 安全講習 プリント基板 溶接 電気電子 木材加工 安全講習 回路設計

板金 NCフライス フライス盤 旋盤 木材加工 フライス盤 板金 ボール盤 NCフライス 旋盤

13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

安全講習 回路設計 NCフライス 安全講習 電気電子 プリント基板 安全講習 溶接 （授業なし）

旋盤 板金 ボール盤 フライス盤 溶接 専門高校特別選抜 成人の日 旋盤 ボール盤 フライス盤 センター試験準備日 センター試験

20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

木材加工 プリント基板 安全講習 溶接 電気電子 安全講習 木材加工 電気電子 プリント基板 安全講習 回路設計

フライス盤 NCフライス 旋盤 ボール盤 フライス盤 敬老の日 フライス盤 ボール盤 板金 センター試験 ボール盤 木材加工 板金 旋盤 NCフライス

27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

安全講習 電気電子 安全講習 プリント基板 溶接 電気電子 回路設計 安全講習 電気電子 溶接 土曜振替

ボール盤 旋盤 板金 フライス盤 秋分の日 旋盤 ボール盤 NCフライス フライス盤 AO入試 フライス盤 ボール盤

30

AO入試

６月 28日開館 １０月 27日開館 ２月 23日開館

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2

木材加工 プリント基板 安全講習 電気電子 臨時休業 臨時休業

創立記念日 ボール盤 板金 旋盤 フライス盤 NCフライス AO入試 一般試験A 一般試験A

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9

安全講習 回路設計 木材加工 安全講習 電気電子 電気電子 溶接 プリント基板 臨時休業 電気電子 安全講習 木材加工 プリント基板

フライス盤 溶接 ボール盤 NCフライス 旋盤 AO入試 体育の日 旋盤 フライス盤 板金 安全講習 大掃除／避難訓練 一般試験A 一般試験A 板金 旋盤 ボール盤 フライス盤

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16

プリント基板 安全講習 木材加工 電気電子 木材加工 電気電子 安全講習 溶接 （授業なし） 溶接 安全講習 電気電子

ボール盤 旋盤 フライス盤 板金 フライス盤 NCフライス 旋盤 ボール盤 工大祭準備 工大祭 建国記念の日 ボール盤 旋盤 フライス盤 NCフライス

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23

安全講習 プリント基板 木材加工 回路設計 （授業なし） 回路設計 電気電子 板金 プリント基板 木材加工 安全講習

旋盤 溶接 フライス盤 ボール盤 NCフライス 工大祭 工大祭後片付け 安全講習 ボール盤 旋盤 板金 一般試験B フライス盤 ボール盤 旋盤 PJ発表会

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 24 25 26 27 28

木材加工 安全講習 電気電子 安全講習 電気電子 回路設計 NCフライス

フライス盤 板金 ボール盤 旋盤 安全講習 NCフライス フライス盤 旋盤 フライス盤 溶接 旋盤 ボール盤

７月 30日開館 １１月 27日開館 ３月 25日開館

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

溶接 電気電子 安全講習 プリント基板 木材加工 プリント基板 大学院・学部入試（社会人）

ボール盤 板金 フライス盤 NCフライス 旋盤 ボール盤 溶接 文化の日

8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9

安全講習 電気電子 溶接 電気電子 安全講習 回路設計

フライス盤 NCフライス 旋盤 ボール盤 オープンキャンパス 板金 NCフライス ボール盤 旋盤 フライス盤

15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16

回路設計 木材加工 安全講習 電気電子 木材加工 プリント基板 電気電子

オープンキャンパス 海の日 旋盤 ボール盤 NCフライス フライス盤 推薦試験 ボール盤 旋盤 フライス盤 溶接 安全講習 東京学位授与式

22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23

電気電子 溶接 木材加工 プリント基板 溶接 プリント基板 安全講習 大学院学位授与式

旋盤 板金 フライス盤 ボール盤 安全講習 オープンキャンパス 板金 旋盤 ボール盤 勤労感謝の日 学部卒業式 春分の日

29 30 31 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

安全講習 電気電子 安全講習 回路設計 木材加工 電気電子

板金 NCフライス 旋盤 NCフライス ボール盤 板金 フライス盤

31

月曜授業

授業開始

授業開始

月曜授業

修士

PDⅢ

公聴会

公開発表 審査会

金曜授業

金曜授業

金曜授業

月曜授業

金曜授業

資料3-1-1-(9)-05
資料タイトル「夢考房ライセンス講習会スケジュール2018」

出典「夢考房作成資料」
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応接室2

WC

UP

UP

ピロティー

グループ

多目的

女子WC

男子WC

空調

倉庫5機械室5

学習室

一時保管倉庫
廃棄物

消火ポンプ室

室外機置場3

準備室
29.51㎡

実験室

空調

廊下

スペースＢ

会議室

99.03㎡

普通教室1

97.27㎡

普通教室2

UP

EV

教材庫1

機械室2

120.72㎡
工作機械室

多目的
WC

ものづくり
レクチャールーム

70.02㎡

55.19㎡
スペースＡ
ものづくり

ものづくり

82.17㎡

エントランスホール

ポーチ

風除室
応接室1

礼拝室

章典棚

事務室

作業室
清掃用具室

空調機械室1

室外機置場1

室外機置場2

倉庫1

給湯室

120

図書＋ラーニングコモンズ

472.38㎡

UP

36.13㎡

空調機械室4

少人数教室1

40.86㎡

少人数教室2

風除室

男子WC

女子WC

EPS

外部倉庫
122

E
P
S

101･130

101･129

101･128

101･127

多目的スペース
101･123

101･126

101･125

101･124

風除室

101･113
101･121

101･119

101･118
101･112

101･117

117.28㎡

101･111

101･110

101･116
101･109

101･101-1

101･101
101･103101･104101･106

101･105
101･102

101･108

Ｓ=1/600

１階平面図１階平面図 2,738.37㎡

114
倉庫

115

101･107

101･107-1

倉庫2

136.10㎡

資料3-1-1-(10)-01

資料タイトル「白山麓キャンパス校舎のバリアフリー設備がわかる資料」

白山麓キャンパス校舎棟 

１階玄関
（入口自動ドア・床フラット）

入口自動ドア・床フラット

入口自動ドア・床フラット
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Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
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Owner
線

Owner
線

Owner
線

Owner
線



UP

UP

DN

吹抜

UP

廊下

UP

DN

PS･EPS

UP

ＥＶ

DN

情報演習室EPS

DN

（大階段）

吹抜
吹抜

吹抜

相談室

吹抜

教職員室

DN

DS

（男）

（女）

教材室

吹抜

UP

UP
UP 連絡通路

連絡通路

廊下

41.95㎡

249.58㎡

145.22㎡

266.53㎡

127.17㎡

リビングコモンズ

245.74㎡

少人数教室4

少人数教室3 自販機コーナー

普通教室3

98.74㎡

97.16㎡
男子WC

室外機置場5

プロジェクトブース

軽作業スペース

教職員WC

教職員WC

室外機置場4

女子WC

多目的
WC

教材庫2

倉庫3
207-1

208

203-1

202

更衣室(男)

空調機械室3

印刷室

給湯室

連絡通路

ｻｰﾊﾞｰ室

倉庫4

101･220

101･219

101･216

44.89㎡

101･215 101･218

101･210

101･213

101･209

101･207

101･212

101･211-1

101･201

101･203-2

101･205
101･203

53.67㎡
校長室

101･206
更衣室(女)

101･204

101･211

普通教室4

Ｓ=1/600

ラーニングコモンズ

２階平面図 2,427.02㎡

渡り廊下1
69.35㎡

渡り廊下2
132.14㎡

渡り廊下3
281.90㎡

副校長室

エレベーター 

多目的トイレ 
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 1 

ＩＣＴ総合アンケート 

２年次対象 

２０１８年２月 

国際高専をより良くするため、皆さんの意見をお聞かせください。 

■ あなた自身のことに関してお聞きします。

（1）所属する学科はどこですか？ 当てはまる番号１つに○をつけてください。 

1. 電気電子工学科 2. 機械工学科 3. グローバル情報（工）学科

回答の方法について 

● 回答は、全てこの用紙に直接記入してください。

● 選択式の質問は、当てはまる回答の番号を○で囲んでください。

● 記述式の質問は、指定の枠内に具体的に記入してください。

● 回答が終わりましたら、学生代表者が回収して、高専事務局に提出してください。

● お問合せ：企画部 CS 室 1 号館 1 階 1・109 室 e-mail：cs-admin@mlist.kanazawa-it.ac.jp

無記名式アンケート 

資料3-1-1-(11)-02

資料タイトル「施設・環境に関するアンケート項目」

出典「2018ICT総合アンケート調査票」276



 2 

(5）国際高専の「英語教育」についてどのように思いますか？ 

 

 

（6）国際高専の「授業および教員」に関して満足していることや不満なことなどを記入してください。 

 

 

（7）国際高専の「学生サポート・学生のための制度」の利用経験の有無をご記入ください。また、利用

経験を「有」と回答した方のみ、その評価をお聞かせください。 

 

（8）国際高専の取り組みに関してお聞きします。 

 
そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い 

そ
う 

思
わ
な
い 

1. 高専には改善要望などの意見を言いやすい環境が整っていると思いますか 1 2 3 4 

2. 高専はより良い環境を実現するための改善に取り組んでいると感じますか 1 2 3 4 

3. 高専は各種情報を学生に対して、適切に伝達していたと思いますか 1 2 3 4 

4. 高専は各種情報を保護者に対して、適切に伝達していたと思いますか 1 2 3 4 

5. 高専には資格取得のためのサポートがあると思いますか 1 2 3 4 

   利用経験者のみ記入 

 

利用経験 

 

役
立
っ
て
い
る 

ま
あ 

役
立
っ
て
い
る 

あ
ま
り 

役
立
っ
て
い
な
い 

役
立
っ
て
い
な
い 

1. 学習支援計画書（シラバス） 有 無  1 2 3 4 

2. オフィスアワー 有 無  1 2 3 4 

3. 自己開発センター（８号館２階 資格試験に関する支援） 有 無  1 2 3 4 

4. 地域連携教育センター（高専棟２階） 有 無  1 2 3 4 

5. ライブラリーセンター 有 無  1 2 3 4 

6. 夢考房  有 無  1 2 3 4 

7. 高専事務局窓口 有 無  1 2 3 4 
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 3 

■ 施設や設備などに関して 

（9）「施設や設備」に関して、気になったことや改善した方が良いと思ったことなどがあれば、場所と内

容を記入してください。「どこの、どのような点」と分かりやすく記入してください。 

どこの？ どのような点？ 

■ 学生生活に関して 

（10）高専入学後の「目的・目標」に関してお聞きします。  

 はい いいえ 

1. 現在、高専生活を送る上で何らかの「目的・目標」を持っていますか 1 2 

（11）現在、高専生活を送る上で何らかの「目的・目標」を持っている方に「目標を持ったキッカケ」を

お聞きします。「どのような目標」を「どのようなキッカケ」で持ったかを具体的に記入してくだ

さい。 

どのような目標？ どのようなキッカケ？ 

（12）国際高専の部活動に関してお聞きします。 

 
はい いいえ 

1. 現在、部活動に参加していますか 1 2 

2. 高専には部活動に対して、活動しやすい環境があると思いますか 1 2 

（13）部活動に参加している方のみ次の質問にお答えください。 

 
そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い 

そ
う 

思
わ
な
い 

1. 部活動に積極的に取り組んでいますか 1 2 3 4 

2. 部活動に対して高専は十分にサポートを行なっていると感じますか 1 2 3 4 

（14）部活動について何か要望があればご記入ください。 
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第一体育館（13号館）空調改修工程表

1 8 15 22 29 30 1 8 15 22 29 31 1 5 15 25 29 31 1 8 15 23 29 30 1 8 15 22 29 31 1 8 15 22 29 30 1 8 15 22 29 31 1 8 15 22 29 31 1 8 15 22 29 1 8 15 22 29 31

夏休み

建築

天井仮設 天井仮設撤去

内壁仮設 外壁壊し

外壁ガラリ取付

屋外基礎廻り

電気 照明器具発注 照明器具取替

トランス発注 電気幹線 トランス設置

制御盤取付 機器結線

機械

チラー発注 SAダクト・器具取付 チラー取付配管接続

RAダクト・器具取付 SARAダクト取付

外壁面チャンバー・送風機取付

吹下ファン取付

空調機発注 内部冷温水配管取付 外部冷温水配管取付 空調機取付 配管接続

内部自動制御配線 自動制御取付 試運転調整

2 3

行事

2019/5/9
2019 2020

6 7 8 9 10 11 12 1

資料3-1-1-(12)-05
資料タイトル「体育館の空調設備設置に関する資料」

出典「施設部作成資料」285



資料3-1-2-(1)-02
資料タイトル「金沢工業大学ネットワーク接続図」

出典「情報処理サービスセンター資料」
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31-316 コンピュータ演習室

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

ktcc01 ktcc02 ktcc03 ktcc04 ktcc05 ktcc06 ktcc07 ktcc08 ktcc09 ktcc10 サーバー室

プリンタ

p3

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

ktcc11 ktcc12 ktcc13 ktcc14 ktcc15 ktcc16 ktcc17 ktcc18 ktcc19 ktcc20

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

ktcc21 ktcc22 ktcc23 ktcc24 ktcc25 ktcc26 ktcc27 ktcc28 ktcc29 ktcc30

教師PC

ktcc00

PC PC PC PC PC PC PC PC プリンタ

ktcc31 ktcc32 ktcc33 ktcc34 ktcc35 ktcc36 ktcc37 ktcc38 p2

PC PC PC PC PC PC PC PC
プロッタ
出力用

ktcc39 ktcc40 ktcc41 ktcc42 ktcc43 ktcc44 ktcc45 ktcc46 PC

プリンタ プロッタ

p1 PC PC PC PC PC PC PC PC

ktcc47 ktcc48 ktcc49 ktcc50 ktcc51 ktcc52 ktcc53 ktcc54

プロッタ

資料3-1-2-(1)-03
資料タイトル「金沢キャンパス　パソコン配備図」

出典「情報処理サービスセンター資料」289
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31-317 マルチメディア演習室

プリンタ プリンタ 教師PC プリンタ

サーバー室 p4 p5 ktca00 p6

H A

：

PC PC PC PC PC PC I

ktca41 ktca33 ktca25 ktca17 ktca09 ktca01

PC PC PC PC PC PC

プロコン室 ktca42 ktca34 ktca26 ktca18 ktca10 ktca02

I PC PC PC PC PC PC

PC ktca43 ktca35 ktca27 ktca19 ktca11 ktca03

ktca49 PC PC PC PC PC PC

PC ktca44 ktca36 ktca28 ktca20 ktca12 ktca04

ktca50 E C J A

PC

ktca51 PC PC PC PC PC PC

PC ktca45 ktca37 ktca29 ktca21 ktca13 ktca05

ktca52 PC PC PC PC PC PC

PC ktca46 ktca38 ktca30 ktca22 ktca14 ktca06

ktca53 PC PC PC PC PC PC

PC ktca47 ktca39 ktca31 ktca23 ktca15 ktca07

ktca54 PC PC PC PC PC PC

G ktca48 ktca40 ktca32 ktca24 ktca16 ktca08

F D B

上記のマークは
Hubの

おおよその位置

※参考
31-316教室のPCは
サーバー室内の
Hunから直接接続
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2018/4/1

平成３０年度国際高専ＰＣ配備台数

【金沢キャンパス】
■備え付けＰＣ
31.316　コンピュータ演習室 55台 （その内1台教師用）
31.317　マルチメディア演習室 55台 （その内1台教師用）

110台

■貸与ノートＰＣ（学生所持）
２年生（Ｔ・Ｍ・Ｊ） 78台
３年生（Ｔ・Ｍ・Ｊ） 101台
４年生（Ｔ・Ｍ・Ｊ） 103台
５年生（Ｔ・Ｍ・Ｇ） 86台

368台

■備え付けＰＣ

101.211　情報演習室 30台
ディスプレイのみ
各自タブレットＰＣを接続

■支給タブレットＰＣ（学生所持）
１年生（Ｓ） 12台

12台

【白山麓キャンパス】

資料3-1-2-(1)-04

資料タイトル「学生が利用可能なPC台数がわかる資料」

出典「情報処理サービスセンターのデータをもとに作成」291



コンピュータネットワーク利用 

について  情報処理サービスセンター

金沢工大学園のコンピュータネットワークは、インタ

ーネットに繋がり、教職員や学生が学内外の関係者との、

さまざまなコミュニケーションに活用しています。

このインターネットを中心とした「コンピュータネッ

トワーク社会」においても、一般社会と同様に他者に迷

惑をかけたり、不快な思いをさせないために各利用者が

遵守すべきルールやマナーがあります。情報倫理に関す

る学習コース Infoss の受講などを通して情報リテラシ

ーを身に付けましょう。

また、インターネットサービスやアプリなどは、利用

規約などを良く理解した上で利用し、被害者と加害者の

どちらにもなることのないよう気を付けてください。

金沢工大学園「コンピュータネットワーク利用規範」 

情報処理サービスセンターは、正規の利用者が金沢工大学園のネットワークならびに情報処理サービスセンターが

管理運用するサーバーコンピュータへのアクセスを保証し、一方で不正なアクセスを排除し安定した運用を確保する

責任を負っています。

この責任には、利用者が遵守すべき行動の基準（規範）および違反した場合の懲戒について利用者に告知すること

が含まれます。この規範に違反した場合、その行為の結果に係わらず利用者ＩＤの使用停止や取消処分を行う場合が

あります。

金沢工大学園のネットワークは、インターネットを経由して世界中の膨大な数のネットワークに接続しています。

利用者は、ネットワークを使用する際のすべての行為に対して責任を負うとともに、法律・法令の遵守が義務づけら

れています。

（1）利用者ＩＤを虚偽に申請したり、不正に他人の利用者ＩＤを使用しない。 

（2）自分の利用者ＩＤを他人に使用させない。他人に使用させた結果として、他人の行為に対しても、自分が全責

任を負う。 

（3）システム資源を大量に消費することにより他の利用者の正常な使用を妨害したり、コンピュータシステムの正

常な運用を妨げるような行為により、他の利用者に迷惑もしくは損害を与えない。（求められていないゴミメー

ルやチェーンレターの送信を禁止する。また、故意にコンピュータシステムを混乱させる行為や有害なプログ

ラムの持ち込みを禁止する。） 

（4）営利、非営利を問わず、商用を目的とした利用はしない。 

（5）他人のプライバシーを侵害したり、他人を誹謗中傷しない。 

（6）嫌がらせや、公序良俗に反する行為、その他脅迫的行為をしない。 

（7）著作権の対象になっているものに対して、著作権者の許可や正規のライセンスなしにこれを侵害しない。 

また、利用が急増している Twitter、LINE、Instagram、Facebook などのソーシャルメディア利用についても注

意が必要です。ソーシャルメディアに公開した情報を閲覧しているのは友人だけとは限りません。違法行為、個人へ

の中傷などの書き込みは、炎上と呼ばれる誹謗中傷、個人攻撃に発展する事もあります。また、投稿した画像がコピ

ーされた場合は、それらを消去する事は不可能であり、永遠にネット上を漂う事となるので、自分自身・関係者のプ

ライベートを守るという意識も必要です。ソーシャルメディアを利用する際、書き込む内容には十分注意する事を心

掛けましょう。

資料3-1-2-(2)-02
資料タイトル「金沢工業大学学園コンピュータネットワーク利用規範」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P176」297



情報処理サービスセンター ６号館２４０室 

金沢工大学園のキャンパスには、ギガビットのバックボーンネットワー

クを核にした高速ネットワークが張り巡らされ、大容量のサーバーをはじ

め、教育・研究用のワークステーションや高性能パソコンが接続されてい

ます。また、キャンパス内随所に無線ＬＡＮのアクセスポイントが設けら

れ、教材をはじめ、修学に必要なさまざまな情報をサーバーからダウンロ

ードしたり閲覧することができます。 

情報処理サービスセンターでは、ＩＣＴを活用した高度な教育・研究環

境構築に向けた各種支援を行っています。 

詳しい情報：http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/dpc/ 

■窓口取り扱い時間

６号館２４０室 

月曜日〜金曜日…8：30〜17：00 
土曜日……………8：30〜13：00 

ネットワークの提供 ６号館２４０室 

ネットワークを利用するには、情報倫理（インターネットを活用する上でのルールやマナー）に関する学習コース

（INFOSS）を受講し、理解する必要があります。 

■無線 LANによるネットワーク接続（要申請）

キャンパス内に設置されたアクセスポイントを経由し、学内ネットワークやインターネットを利用することができ

ます。

（関連情報：http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/dpc/wireless-LAN/） 

●無線 LANのアクセスポイント対象エリア

高専校舎   各学級の教室（310～312 室、401～406 室）、ALR Ⅰ～Ⅲ（307～309 室）、講義室（202 室～204
室）、多目的実験室Ⅰ～Ⅲ（117 室、212 室、219 室）、E ラウンジ（201 室）、２階ラウンジ 

ライブラリーセンター  １階ラウンジ、２階総合フロア、４~１１階分野別フロア 
自習室（７号館１階）

レストラン LA TERRA（２１号館１階）      ※昼食時間帯は利用できない 
カフェテリア IL SOLE（２１号館２階）      ※昼食時間帯は利用できない 
コンビニエンス ACQUA 下フロア（２７号館１階） ※昼食時間帯は利用できない 
etc. 

■VPNによるネットワーク接続（要申請）

「Remote-VPN サービス」を利用して、自宅のパソコンからインターネットを経由し、学内ネットワークに接続

することができます。（関連情報：http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/dpc/remote-vpn/） 

資料3-1-2-(2)-03

資料タイトル「情報処理サービスセンター利用案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P174」
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AV に関する各種サービス 

情報処理サービスセンターAV 室（12・402）ではゼミ、研究を目的とした映像・音声に関する各種サービスを行

っています。 
詳しい情報：http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/av/ 
 
■視聴覚機器貸出（事前申請が必要） 

各種メディアプレーヤー、プロジェクター、カメラなどを貸し出しています。 
 

■視聴覚資料制作 

プレゼンテーションなどの視聴覚資料の出力サービスを行っています。 
●動画データ変換 
●静止画データ 
●ビデオプリント 
●その他ＡＶ資料制作など 
 
■映像・音声に関する技術相談 

なんでも気軽に相談してください。 
 
■AVIS(Audio Visual Instruction System)の紹介 

 学内ネットワークを利用し、ＡＶ資料（学内で行われた各種講演会や講義・各プロジェクトの活躍など）を視聴で

きます。 
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資料3-1-2-(2)-04

資料タイトル「情報処理サービスセンター紹介HP」

出典「情報処理サービスセンターHP」
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 HOME / 情報倫理に関する学習コースの利⽤案内 === INFOSS ===

情報倫理に関する学習コースの利⽤案内 === INFOSS ===

作成：平成16年04⽉01⽇ 
更新：平成25年04⽉03⽇

【  INFOSS修了状況の確認はこちら！ 】

概要

情報処理サービスセンターでは、学部⽣、⾼専⽣、⼤学院⽣を対象に、 インターネットでのルール
やマナーを知ってもらうために、 情報倫理の学習コース(INFOSS) を設置しています。

INFOSS は、web上で インターネットでのルールやマナーを学習し、 最後に修了テストをおこない
ます。

以下の場合は、INFOSS を受講し、修了テストに合格している必要があります。

パソコンを、学内の情報コンセントに接続する場合 
情報コンセントにパソコンを接続するには、INFOSS の受講のほかに 接続申請が必要です。 
詳細は、情報コンセントでのパソコンの接続についてを参照してください。

学外から学内ネットワークに接続する場合 (Remote-VPNサービス) 
Remote-VPN サービスを利⽤するには、INFOSS の受講のほかに 利⽤申請が必要です。 
詳細は、 Remote-VPN サービスを参照してください。

無線LAN経由で学内ネットワークへ接続する場合 (無線LANアクセスサービス) 
無線LANアクセスサービスを利⽤するには、INFOSS の受講のほかに 利⽤申請が必要です。 
詳細は、 無線LANアクセスサービスを参照してください。

INFOSS の受講

ブラウザ(Internet Explorer)を起動し、以下のアイコンをクリックして INFOSSへアクセスしてく
ださい。 
アクセスする前に「操作ヘルプ」を参照してください。 
※ INFOSS へは、学内ネットワークからのみアクセスできます。

 操作ヘルプ

INFOSSへのアクセス

ホーム

はじめに

ネットワーク接続

電⼦メール

セキュリティ対策

各種サービス

ソフトウェア／ダウンロード

資料3-1-2-(2)-05

資料タイトル「情報倫理に関する学習コースの利用案内=INFOSS=」

出典「情報処理サービスセンターHP」301

http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/login_inquiry/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/private/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/ras2/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/wireless-lan/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/infoss_help/
http://nettutor.kanazawa-it.ac.jp/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/infoss_help/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi_network/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi_mail/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi_security/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi_service/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/navi_others/
Owner
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Owner
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Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト



コンピュータ演習室（３１・３１６） コンピュータ演習室（３１・３１６）
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 OP機械製図演習
M4OP　エバンス 8 OP機械製図演習

M4OP　エバンス

コンピュータ演習室（３１・３１６） コンピュータ演習室（３１・３１６）
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 OP機械製図演習
M4OP　エバンス 8 OP機械製図演習

M4OP　エバンス

31.316  コンピュータ演習室稼働状況

平成３０年度　夏学期（６～９月）

創造設計Ⅳ
Ｍ４

伊藤恒・林・
伊勢・吉本

平成３０年度　春学期（４～６月）

設計製図
Ｔ４

南出

創造設計Ⅲ
Ｍ３

小間・千徳・
松井・吉本

創造設計Ⅳ
Ｍ４

伊藤恒・林・
伊勢・吉本

機械製図演習
M３

小間・ハン

機械工学演習Ⅲ

M5選択
伊藤恒ﾃﾞｻﾞｲﾝメソッドⅡ

J２
松下 創造設計Ⅲ

J３
小髙

メディア情報
Ｔ５選択

高畠コンピュータⅡ
Ｔ２

坂倉

平成３０年度　秋学期（１０～１２月）

創造設計Ⅲ
Ｍ３

小間・千徳・
松井・吉本

創造設計Ⅳ
Ｍ４

伊藤恒・林・
伊勢・吉本

メカトロニクスⅡ
M４
ハン

機械製図演習
M３

小間・ハン

機械工学演習Ⅲ

M5選択
伊藤恒

機械工学演習Ⅲ

M5選択
伊藤恒

機械製図Ⅲ
Ｍ５
小間 機械工学演習Ⅱ

M5選択
エバンス

機械製図Ⅲ
Ｍ５
小間

機械製図Ⅱ
M2

小間 機械工学演習Ⅱ

M5選択
エバンス

創造設計Ⅳ
Ｍ４

伊藤恒・林・
伊勢・吉本

メカトロニクスⅡ
M４
ハン

機械工学演習Ⅲ

M5選択
伊藤恒

創造設計Ⅲ
J３

小髙

メディア情報
Ｔ５選択

高畠機械製図Ⅲ
Ｍ５
小間

機械製図Ⅱ
M2

小間コンピュータⅡ
Ｔ２

坂倉

機械工学演習Ⅱ

M5選択
エバンス

設計製図
Ｔ４

南出

創造設計Ⅲ
Ｍ３

小間・千徳・
松井・吉本

機械製図演習
M３

小間・ハン

ﾃﾞｻﾞｲﾝメソッドⅡ
J２

松下 創造設計Ⅲ
J３

小髙

メディア情報
Ｔ５選択

高畠コンピュータⅡ
Ｔ２

坂倉

機械製図Ⅱ
M2

小間

メディア情報
Ｔ５選択

高畠機械製図Ⅲ
Ｍ５
小間コンピュータⅡ

Ｔ２
坂倉

機械工学演習Ⅱ

M5選択
エバンス

平成３０年度　冬学期（１２～３月）

創造設計Ⅲ
Ｍ３

小間・千徳・
松井・吉本

パソコン台数は５４台 パソコン台数は５４台

パソコン台数は５４台 パソコン台数は５４台

機械製図演習
M３

小間・ハン

創造設計Ⅲ
J３

小髙機械製図Ⅱ
M2

小間

資料3-1-2-(3)-01
資料タイトル「金沢キャンパス　デスクトップパソコン稼働状況」

出典「平成３０年４月教務課資料より作成」
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マルチメディア演習室（３１・３１７） マルチメディア演習室（３１・３１７）
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 1

2 2

3 3

4 4

5 メディア情報Ⅱ
G5　鍛治 5 メディア情報Ⅱ

G5　鍛治

6 6

7 7

8 8

マルチメディア演習室（３１・３１７） マルチメディア演習室（３１・３１７）
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

1 1

2 2

3 3

4 4

5 メディア情報Ⅱ
G5　鍛治 5 メディア情報Ⅱ

G5　鍛治

6 6

7 7

8 8

31.317  マルチメディア演習室稼働状況

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造

Ｊ４
井上

卒業研究
M５

伊藤恒

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅡ

J２
谷口・ザボ ソフトウェア工学Ⅰ

Ｊ4

今澤

パソコン台数は５４台

平成３０年度　春学期（４～６月）

メディア情報
Ｊ４

鍛治・田村

コンピュータⅣ
T４

藤島 機械設計演習Ⅱ

M５
エバンス・林情報・統計理論

G5
今澤

システム開発演習Ⅱ

Ｇ５
藤澤・ソンガーコンピュータⅢ

T３
藤島

卒業研究
M５

伊藤恒

卒業研究
M５

伊藤恒
ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造

Ｊ４
井上

卒業研究
M５

伊藤恒
ソフトウェア工学Ⅰ

Ｊ4

今澤

平成３０年度　秋学期（１０～１２月）

メディア情報
Ｊ４

鍛治・田村

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅡ

J２
谷口

コンピュータⅣ
T４

藤島 機械設計演習Ⅱ

M５
エバンス・林情報・統計理論

G5
今澤

システム開発演習Ⅱ

Ｇ５
藤澤・ソンガーコンピュータⅢ

T３
藤島

ソフトウェア工学Ⅰ
Ｊ4

今澤

システム開発演習Ⅱ

Ｇ５
藤澤・ソンガー

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造

井上
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅡ

J２
谷口・ザボ

機械設計演習Ⅱ

M５
エバンス・林情報・統計理論

G5
今澤コンピュータⅢ

T３
藤島

平成３０年度　夏学期（６～９月）

メディア情報
Ｊ４

鍛治・田村

コンピュータⅣ
T４

藤島

パソコン台数は５４台

パソコン台数は５４台 パソコン台数は５４台

平成３０年度　冬学期（１２～３月）

システム開発演習Ⅱ

Ｇ５
藤澤・ソンガーコンピュータⅢ

T３
藤島

卒業研究
M５

伊藤恒
ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造

Ｊ４
井上

卒業研究
M５

伊藤恒
ソフトウェア工学Ⅰ

Ｊ4

今澤

メディア情報
Ｊ４

鍛治・田村

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅡ

J２
谷口

コンピュータⅣ
T４

藤島 機械設計演習Ⅱ

M５
エバンス・林情報・統計理論

G5
今澤

卒業研究
M５

伊藤恒

卒業研究
M５

伊藤恒
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ライブラリーセンター KIT-LC

ライブラリーセンターを 

「遊び」こなそう！

ライブラリーセンター（LC）では、予習や復習、レポート課題などの課外学習を充実させるため、約 56万冊の図

書や、電子書籍、電子ジャーナル、学術情報データベースなどのデジタル情報を準備しています。求める情報がうま

く見つからないときは、学習支援デスクを訪ねてください。大学・高専の教員が、サブジェクトライブラリアン（SL）

となって、相談を受け付けています。その他、情報検索の講習会や専門を学ぶ上で重要となる専門基礎科目の支援講

座、文章作成講座などを開催し、学生の学習をサポートしています。

開館時間 

月曜日～金曜日… 8：30～22：00
土曜日…………… 8：30～17：00
日・祝日…………10：00～17：00
※学園事情により変更する場合があります。ホームペー

ジで確認してください。 

入館 

利用者カード（学生証）を使用して入館します。飲食

物は原則として持ち込めませんが、ペットボトルなど蓋

の閉まる容器で、糖分を含まない飲料のみ持ち込めます。

学外の友人や家族が LC を見学したい場合は、１階イン

フォメーションカウンターへ申し出てください。

所蔵情報の検索（LINKIT-Ⅱ） 

２階検索コーナーや分野別フロアに設置されている

検索端末を使用し、所蔵情報を検索できます。なお、所

蔵情報を検索できるシステム「LINKIT-Ⅱ」は、ホーム

ページからアクセスでき、学外からでも利用できます。 
貸出返却 

２階レファレンスカウンター前にある自動貸出返却

装置を使用して、学生自身で手続きを行います。貸出に

は利用者カードが必要です。不具合が生じた場合は、２

階レファレンスカウンターに申し出てください。

貸出冊数 制限なし

貸出期間
５年生 ２週間

１～４年生 １週間

※延滞図書（返却日を過ぎた図書）がある場合は、返却

するまで新たな貸出はできません。督促に要した費用

を実費徴収する場合もあるので注意してください。

※一部館外貸出できない資料もあります。

例）レファレンス資料、教科書、雑誌、製本雑誌、新

聞、マイクロ資料、レコード、AV 資料、貴重資

料、特別資料など

図書の予約 

貸出中の図書に予約をすると、図書が返却された際、

優先的に利用することができます。また、長期間貸出予

定の図書に予約をした場合、返却予定日が来ていなくて

も、学生は優先的に利用することができます。図書の予

約は、Web（LINKIT-Ⅱ）上から申し込むことができま

す。

図書の購入 

図書の購入を希望する場合は、２階レファレンスカウ

ンターまで申し出てください。調査のうえ、できるだけ

希望に添うようにしています。

文献複写 

所蔵資料の複写は、複写申請用紙に必要事項を記入し、

著作権法の許す範囲内でコイン式複写機を利用してく

ださい。所蔵していない資料の複写物の入手方法につい

ては、２階レファレンスカウンターへ問い合わせてくだ

さい。

学術情報データベース 

「JDream Ⅲ」や「CiNii」など、論文情報や研究

情報を検索・入手できるデータベースの利用が可能です

（一部有料）。利用方法についての詳細は、２階レファ

レンスカウンターへ問い合わせてください。また、各種

利用講習会を要望に応じて開催しています。開催を希望

する場合は、２階レファレンスカウンターに申し込んで

ください。

LC ポータル 

新着図書や書評、貸出ランキングなどの各種情報が参

照できるほか、ネットワーク上に自分だけの書棚を持つ

こともできます。また、講座・講習会の申し込みや館内

施設の予約状況の確認もできます。

http://lc-portal.mars.kanazawa-it.ac.jp/ 

資料3-1-3-(1)-01

資料タイトル「ライブラリーセンター案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P170・171」308



館内案内 KIT-LC

インフォメーションカウンター        １Ｆ 

総合案内及び各種受付窓口です。展示室や AV 室、グ

ループ学習室などの館内施設を利用する際はこちらに

申し込んでください。

総合フロア                 ２Ｆ 

レファレンス資料、人文・社会・自然科学、資格・就

職、文庫・新書、白書・規格、英語多読図書など、一般

的な教養図書や、基礎的な教育・研究に対応する図書が

約３万冊あります。

学術雑誌コーナー              ２Ｆ 

専門分野に関する国内外の学術雑誌があります。興味

のある分野の研究動向の調査や、論文作成の際に役立て

てください。なお、Web で利用できる電子ジャーナル

や学術情報データベースも提供しています。ホームペー

ジからアクセスしてください。

ブラウジング／新聞コーナー         ２Ｆ 

趣味・娯楽・教養雑誌などがあります。新聞コーナー

では、全国紙や北海道から沖縄までの全国の地方紙など、

60 余紙を閲覧することができます。 
レファレンスカウンター           ２Ｆ 

図書の貸出、返却、予約をはじめ、資料や文献の探し

方、資料が見つからないなどの相談や問い合わせに応じ

ています。

学習支援デスク               ２Ｆ 

専門基礎学力向上のための相談窓口です。SL が決め

られた時間帯にデスクに待機し、専門分野の学習相談や

個別指導・グループ指導を実施しています。SL の担当

スケジュールは、ホームページで確認してください。

ライティングセンター             ２Ｆ 

文章作成についての相談窓口です。小論文や就職活動

での自己 PR 文、手紙など、さまざまな文章の添削やア

ドバイスをしています。受付時間はライティングセンタ

ー前の掲示を確認してください。

検索コーナー                ２Ｆ 

所蔵情報を検索できるシステム「LINKIT-Ⅱ」を利用

するための検索端末が設置されています。また、グルー

プ閲覧席も設けています。使用後は、整理整頓を心掛け

てください。

STEM・ビブリオ・プラザ           ２Ｆ 

科学技術の発展をテーマ別に、所蔵する貴重書（「工

学の曙文庫」）でたどる企画展示をしています。また、

科学の定理・法則・原理などを体験・体感できるコーナ

ーや、科学に関する書籍コーナーも併設しており、この

フロア全体が科学、技術、工学そして数学の融合とその

本質を洞察する「広場」となっています。

Digital Contents Factory            ２Ｆ 

本誌 174 ページ参照 
PMC（ポピュラー・ミュージック・コレクション） ３Ｆ 

本誌 175 ページ参照 
グループ学習室／Knowledge Square

グループで勉強会などが行える部屋です。利用を希望

する場合は、インフォメーションカウンターに申し込ん

でください。使用後は、整理整頓を心掛けてください。 
分野別フロア             ５Ｆ～10Ｆ 

専門分野の図書が分野別に置かれています。各フロア

には、グループ学習室や自習室もあります。グループ学

習室の利用を希望する場合は、インフォメーションカウ

ンターに申し込んでください。使用後は、整理整頓を心

掛けてください。

自習室（７・102）           ７号館１Ｆ 

365 日 24 時間利用することができます。ただし、１

～３年生の利用は 21 時までです。入室には終日、利用

者カード（学生証）が必要です。室内には、情報コンセ

ントも設置されています。使用後は、整理整頓を心掛け

てください。

●KIT-LC の詳しい情報は、利用案内、ホームページで

LC ホームページ

http://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/
LC ポータル（学内専用）

http://lc-portal.mars.kanazawa-it.ac.jp/

5 階 情報工学系、経営管理工学系 
6 階 電気工学系、電子・通信工学系 
7 階 機械工学系、資源・エネルギー工学系 
8 階 力学応用系、建設工学系、材料工学・加工工学系 
9 階 環境・都市工学系、建築計画・デザイン系 

10 階 化学・バイオ系、生命・心理系 

３Ｆ 
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アクセス お問い合わせ English

館⻑のあいさつ

理念

沿⾰

サブジェクトライブラリアン
とは

ＳＬ紹介

学習⽀援デスク時間割表

学内インターンシップ制度

フロアマップ
１Ｆ
２Ｆ
３Ｆ
４〜１１Ｆ

交通アクセス

HOME ＞ ライブラリーセンターについて ＞ フロアマップ

フロアマップ

フロアマップ

１Ｆ透視図

インフォメーションカウンター（受付）
⼊館ゲート
書庫１、２層 ※⼊⼝は２Ｆにあります
貴重資料室
展⽰室
ラウンジ

２Ｆ透視図

資料3-1-3-(1)-02資料タイトル「ライブラリーセンター　Floor Map」

出典「ライブラリーセンターHP」
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https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/access.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/inquiry.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/en/
http://lc-portal.mars.kanazawa-it.ac.jp/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/guide/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/visitors/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/search/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/info/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/local/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/philosophy.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/history.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/sl.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/sl_list.html
http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/page/local/sl_timetable.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/studentstaff.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_2f.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_3f.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_4-11f.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/access.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html#infomation
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html#gate
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_2f.html#bookstacks
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html#dawn
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html#gallery
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/about/map_1f.html#lounge


資料3-1-3-(2)-03

資料タイトル「冊子等のデータがわかる資料」

出典「KIT-LC現状報告書」
317

Owner
長方形



318



資料3-1-3-(3)-01

資料タイトル「平成３０年度資料貸出・入館者集計がわかる資料」

出典「KIT-LC現状報告書」
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●貸出状況
年度 大学院 学部 高専 教職員 卒業生 その他 合計 電子 開館 平均貸出

20年度 13,738 97,510 1,362 25,824 1,967 681 141,082 337 418.6
21年度 17,101 105,007 4,408 23,366 1,893 1,633 153,408 336 456.6
22年度 19,845 94,387 3,034 22,198 2,050 1,947 143,461 337 425.7
23年度 18,127 157,506 3,481 23,216 1,775 670 204,775 337 607.6
24年度 10,769 127,574 2,385 21,632 2,370 861 165,591 331 500.3
25年度 9,498 168,231 3,201 21,404 2,145 1,048 205,527 26 335 613.5
26年度 8,374 190,771 2,764 21,568 1,839 1,074 226,390 2,243 338 669.8
27年度 6,921 176,591 2,618 22,752 2,031 842 211,755 5,836 340 622.8
28年度 8,512 170,488 1,900 20,955 1,698 878 204,431 7,776 340 601.3
29年度 8,874 135,180 1,831 25,069 1,500 685 173,139 11,097 337 513.8
30年度 7,310 116,946 1,462 18,993 1,831 801 147,343 15,119 337 437.2

前年度増減 -1,564 -18,234 -369 -6,076 331 116 -25,796 4,022 0 -77

0
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100,000
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200,000

250,000

大学院 学部 高専 教職員 卒業生 その他 

26年度 

27年度 
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30年度 

資料3-1-3-(3)-02

資料タイトル「過去の貸出集計がわかる資料」

出典「2018事業報告データ（貸出集計）」322



●学生貸出
年度 大学院 学部 高 専 貸出冊数 学生数(5/1) 学生一人の平均貸出冊数

20年度 13,755 97,510 1,362 112,627 7,911 14.24
21年度 17,107 105,007 4,408 126,552 7,756 16.32
22年度 19,882 94,387 3,034 117,303 7,782 15.07
23年度 18,127 157,506 3,481 179,114 7,707 23.24
24年度 10,769 127,574 2,385 140,728 7,748 18.16
25年度 9,499 168,277 3,201 180,977 8,019 22.57
26年度 8,374 190,771 2,764 201,909 7,895 25.57
27年度 6,921 176,591 2,618 186,130 7,921 23.50
28年度 8,512 170,488 1,900 180,900 7,848 23.05
29年度 8,874 135,180 1,831 145,885 7,527 19.38
30年度 7,310 116,946 1,462 125,718 7,071 17.78

前年度増減 -1,564 -18,234 -369 -20,167 -456 -2
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323



●高専 学年別貸出
年度 1年 2年 3年 4年 5年 合計 学生一人の平均貸出冊数 学生数

20年度 276 163 63 402 458 1,362 2.40 568
21年度 1,236 1,009 1,427 373 363 4,408 8.56 515
22年度 1,401 335 479 443 376 3,034 5.87 517
23年度 975 606 952 424 524 3,481 6.42 542
24年度 775 274 562 333 441 2,385 4.33 551
25年度 525 192 926 1,323 235 3,201 5.68 564
26年度 741 71 614 509 829 2,764 4.87 568
27年度 900 410 98 301 909 2,618 4.63 565
28年度 727 170 324 299 380 1,900 3.45 550
29年度 118 49 590 646 428 1,831 3.76 487
30年度 3 53 250 715 441 1,462 3.83 382

前年度増減 -115 4 -340 69 13 -369 0 0 0 -105
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2019年4⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年5⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年6⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年7⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年8⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年9⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年10⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年11⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2019年12⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2020年1⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2020年2⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

2020年3⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

⾦沢⼯業⼤学ライブラリーセンター 2019(平成31)年度 開館カレンダー
※2018年11⽉13⽇現在。

※開館予定は、学園事情により開館時間・開館⽇の変更がある場合があります。

8:30〜22:00 8:30〜17:00 10:00〜17:00 休館

8:30〜22:00 8:30〜17:00 10:00〜17:00 休館

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

出典「ライブラリーセンターHP」

資料3-1-3-(4)-01資料タイトル「ライブラリーセンター　平成30年度　開館カレンダー」
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アクセス お問い合わせ English

館⻑のあいさつ

理念

沿⾰

サブジェクトライブラリアン
とは

ＳＬ紹介

学習⽀援デスク時間割表

学内インターンシップ制度

フロアマップ

交通アクセス

HOME ＞ ライブラリーセンターについて ＞ サブジェクトライブラリアンとは

サブジェクトライブラリアンとは

サブジェクトライブラリアン（SL）

サブジェクトライブラリアン（Subject Librarian ＝略称ＳＬ、エスエルと呼びます）は、⼤学・⾼専から教育・研究分野を
代表する教員で構成された、ライブラリーセンターを利⽤する上での相談相⼿です。各分野の図書、雑誌等の情報収集から蔵
書構成の責任を持つとともに、学習⽀援デスクで学習に関する相談やレファレンスを⾏っています。

>>SL紹介へ

学習⽀援デスク

⾃ら学習を進めたい学⽣やライブラリーセンターを活⽤したい学⽣
に向けた相談窓⼝として、2階に学習⽀援デスクを設置し、あらか
じめ決められた時間に各分野のSLが待機しています。皆さんが修
学していく中で、「どうやって勉強を進めていけばよいのかわから
ない。」「授業にきちんと出席しているが、重要なポイントがつか
めない。」「調べたいことがあるが、どうすれば良いかわからな
い。」など、学習を進めていく上での相談や参考資料や⽂献の調
査、データベースを利⽤した情報収集などの相談を受け付けていま
す。どのSLがいつ待機しているかは、「学習⽀援デスク時間割
表」 で確認してください。

交通アクセス  お問い合わせ  サイトマップ

⾦沢⼯業⼤学  国際⾼等専⾨学校

Copyright © Kanazawa Institute of Technology Library Center. All Rights Reserved.

資料タイトル「相談・レファレンス教員についての資料」

出典「ライブラリーセンターHP」
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平成３０年度　４月オリエンテーション実施スケジュール
教務主事

４月１日(日) ４月２日(月) ４月３日(火) ４月４日(水) ４月５日(木)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

13:00 13:30 14:00 14:30 15:15 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10

見学会

T2 T2
点呼

宇都宮隆子
T2 ＨＲ②

キャリア
デザイン

T2 安全教育 T2 ＨＲ③

M2 M2
点呼

兒玉浩一
M2 ＨＲ②

キャリア
デザイン

M2 安全教育 M2 ＨＲ③

J2 J2
点呼

松本昇久
J2 ＨＲ②

キャリア
デザイン

J2 安全教育 J2 ＨＲ③

T3 T3
点呼

南出章幸
T3

キャリア
デザイン

T3 安全教育 ＨＲ② T3 ＨＲ③

M3 M3
点呼

大崎富雄
M3

キャリア
デザイン

M3 安全教育 ＨＲ② M3 ＨＲ③

J3 J3
点呼

小高有普
J3

キャリア
デザイン

J3 安全教育 ＨＲ② J3 ＨＲ③

T４ T４
点呼

藤島悟志
T４

キャリア
デザイン

安全教育 T４ ＨＲ② T４ 安全教育 HR③

M4 M4
点呼

金井　亮
M4

キャリア
デザイン

安全教育 M4 ＨＲ② M4 安全教育 HR③

J4 J4
点呼

袖　美樹子
J4

キャリア
デザイン

安全教育 J4 ＨＲ② J4 安全教育 HR③

T5 T5
点呼

諸谷徹郎
T5 ＨＲ② T5

キャリア
デザイン

T5 ＨＲ③

M5 M5
点呼

伊勢大成
M5 ＨＲ② M5

キャリア
デザイン

M5 ＨＲ③

G5 G5
点呼

井上恵介
G5 ＨＲ② G5

キャリア
デザイン

G5 ＨＲ③

＜実施場所＞

４月１日(日) ４月２日(月) ４月３日(火) ４月４日(水) ４月５日(木)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

13:00 13:15 14:00 15:00 16:30 9:00 9:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10 8:40 9:40 10:40 12:10 13:10 14:10 15:10

多目的
ﾎｰﾙA

第１体育館
合同

講義室

3年キャリアデ
ザイン　　ガ
イダンス

2年キャリアデ
ザイン　　ガ
イダンス

３年修学
ガイダンス

4年キャリアデ
ザイン　　ガ
イダンス

5年修学　　ガ
イダンス

合同
講義室

2年修学
ガイダンス

2年生活
ガイダンス

5年キャリアデ
ザイン　　ガ
イダンス

4年
校長講話

5年　　　　校
長講話

合同
講義室

２年
校長講話

３年
校長講話

4年修学
ガイダンス

4・5年生活
ガイダンス

多目的
ﾎｰﾙB

２３号館
1F多目的
実験室

1F多目的
実験室

3年過年度単位
未修得者指導

4年過年度単位
未修得者指導

1F多目的
実験室

2年過年度単位
未修得者指導

5年過年度単位
未修得者指導

その他
７号館
(201)

７号館
(201-202)

合同
講義室

会議室 会議室 会議室

会議室 Eラウンジ
２・３年

奨学金説明会
４・５年

奨学金説明会

＜ホーム・ルーム　担当者＞ ＜定期健診の予定＞ ＜各種ガイダンス　担当者＞ ＜安全教育＞ ＜キャリアデザイン　概要＞

定期健康診断 ：校長

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ４月　３日（月）10:30-16：00 ： 1～５年生 （２３号館） ：教務主事 ２年： 『安全の手引き』使用 キャリアデザイン 「今年度の目標設定」

担任 木原 ３・５年生のみ聴力検査有 生活ガイダンス ：学生主事

副担任 上田 S１の控室は３１．３１２（旧J１） 1年のみ胸部レントゲン撮影有 キャリアデザインガイダンス ：進路指導主事

担任 宇都宮 南出 藤島 諸谷 安全教育 ：各学科の担当者 （教室） ３＆４年： 『安全指針』使用

副担任 瀧本 平泉 直江 土地 健康診断 ：学級担任・副担任 （２３号館）

M 担任 兒玉 大崎 金井 伊勢 心臓検診 ５年： 各研究室作成の『安全マニュアル』使用

副担任 坂井 小間 林 伊藤（恒） ４月　２日（火）11:15-12：00 ： １年生 (会議室) ＨＲ① / ＨＲ② / ＨＲ③ ：学級担任・副担任 （教室） ５年は卒業研究の時間に各研究室で実施

JG 担任 松本 小高 袖 井上 〃      12:00 ２年生以上は、経過観察者のみ（会議室）

副担任 谷口 宮野（肇） 坂倉 藤澤 過年度単位未取得者指導 ：教務主事 （１Ｆ多目的実験室） 安全教育担当者

歯科検診 １年 ２年 ３年 ４年

扇が丘 ５月１７日（木）13：30-16：00 ： ４クラス／１日 (会議室) 数学理解度確認試験 ：担任 （各教室） T 伊藤周 オガワ 直江

５月２４日（木）13：30-16：00 ： ４クラス／１日 (会議室) M 坂井 小間 伊藤恒

６月　７日（木）13：30-16：00 ： ４クラス／１日 (会議室) J・G 谷口 小髙 藤澤

白山麓 未定 S 松下・伊藤周・瀧本

T

安
全
教
育

S
(合同講義室）

(合同講義室）

インターンシップ用
写真撮影

１年・経過観察者
心臓検診

校長講話 (合同講義室）

修学ガイダンス (合同講義室）

入学式 対面式・始業式

保護者控室 １・２年　　健康診断 ４・５・３年　　健康診断

２年
生活ガイダンス

S1
[白山麓] 通常授業

S1
[白山麓] 通常授業

こ  の  間  の  時  間  は  、  目  安  で  す

S1
点呼

木原　均

対面式
始業式

着任式

S1
[白山麓]

キ

ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ
オ

S1
保護者

受付開始

新入生
扇が丘到着

リハーサル

入学式
クラス懇談会
保険説明会

奨学金
説明会

2018/3/28

４月２日（月）１２：００ 
教職員写真撮影（プラザ） 

クラス 
写真撮影 

クラス 
写真撮影 

NZ留学生 
含む 

クラス 
写真撮影 

クラス 
写真撮影 

ＨＲ① 

ＨＲ① 

ＨＲ① 

ＨＲ① 

キャリア 
デザイン 

ガイダンス 

 キャリア 
 デザイン 
ガイダンス 

校長 
講話 

  修学 
ガイダンス 

校長 
講話 

生活 
ガイダンス 

生活 
ガイダンス 

健康診断 

キャリア 
デザイン 

ガイダンス 

過
年
度
単
位

未
修
得
者
指
導

過
年
度
単
位

未
修
得
者
指
導

過
年
度
単
位

未
修
得
者
指
導

イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
用

写
真
撮
影

健康診断 

昼食 

１２：１５－ 

昼食 
１２：００－ 

昼食 

１２：１５ｰ 

健康診断 
14:30受付～ 

心臓検診 

 11:15～ 

昼食 

１１：４５ｰ 
 健康診断 
13:00 受付～ 

  健康診断 
  13:45受付～ 

過
年
度
単
位

未
修
得
者
指
導

ＨＲ① 

校長 
講話 

校長 
講話 

キャリア 
デザイン 
ガイダンス 

  修学 
ガイダンス 

  修学 
ガイダンス 

  修学 
ガイダンス 

数学理
解度確
認試験 

２・３年生 
新規 

奨学金 
説明会 

４・５生 
新規 

奨学金 
説明会 

海外英語 
研修 

説明会 

１F多目的 
実験室 

出
発 

部
活
動
紹
介 

キャンパス 
見学 

貸
与
P
C

チ
ェ
ッ
ク

生活 
ガイダンス 

ク
ラ
ス 
写
真
撮
影 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
イ

ン
ス
ト
ー
ル

昼食 

英
語
と
S
T
E
M

ペ
ア
ワ
ー
ク

昼食 

１２：３０－ 

資料3-2-1-(1)-01資料タイトル「ガイダンスを実施しているオリエンテーション期間のスケジュール（金沢キャンパス）」

出典「平成３０年度４月オリエンテーション実施スケジュール」
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国際高専　入寮〜オリエンテーション〜１週目のスケジュールInternation College of Technology: Orientation Schedule Updated March 28, 2018

作成：松下
Time 活動内容 activity 場所 Place person in charge 活動内容 場所 担当者

7:00 7:30 Breakfast Yamashita

8:00

9:00

10:00 保護者移動（自家用車）

Pick-up the paprents (TBA)

11:00 保護者用見学会

Campas tour for the parents

12:00

13:00 入寮生ピックアップ

Pick up the students
Kanazawa
Station

TBA

14:00 バス金沢駅発−扇が丘経由−白山麓
Leave the station & pick up at KTC

TBA 入学式の要領について

Prep. for Entrance Ceremony
Kihara, Ueda

15:00 3:30 白山麓到着　入寮
  Arrival at Hakusan-roku C.

学業について

Study orientation
Matsushita

16:00 入寮時点で生活に関する簡単な説明

Orientation about dormitory life
Yamashita, Ohara 規則&LS①の使い方について

Life & Learning Session 1 orientation
Ohara

17:00 Break

18:00 18:30 Dinner Ohara 18:30 Dinner

19:00

20:00 Speech practice: Ohara

21:00

22:00

23:00 消灯 山下 消灯 山下

活動内容 場所 担当者 活動内容 場所 担当者 活動内容 場所 担当者

7:00 7:30 Breakfast Yamashita 7:30 Breakfast Yamashita 7:30 Breakfast Yamashita

8:00 8:20 Leave Hakusan-roku C. Bus for students &
teachers

9:00
紹介：警備、清掃、調理

Introduction：Security、Cleaning
staff、Cheffs

9:30 Opening Ceremony S１控室：旧J1 ＊１年生：日・英語

　在校生：日・英語

10:00 10:30 健康診断
  Health check-ups

Build.23 Kihara, Ueda 10:30 クラス写真撮影
Class Group Photo

Hakusan-roku C. Kihara, Ueda

11:00 11:30〜Lunch
11:00 頃　心臓検診
Electrocardiography
先に女子学生

高専会議室 Kihara, Ueda Workshop: STEM in English Learning
Common

Nagwa & Ed.

12:00 12:15 白山麓C出発
Leave Hakusan-roku C.

Bus for students &
teachers

12:00 部活動紹介
       Club introduction

12:30 ランチを帰国生と一緒
  Lunch with OP returnees

Rm 117（マイク
ロマウス）

Lunch: J1
classroom

Kihara, Ueda, Ohara 11:50 Lunch

13:00 13:30 リハーサル（起立・礼など）
Reharsal for the Entrance Ceremory

Kihara, Ueda キャンパス見学（帰国生と）Campus
tour with OP returnees

Ohara 13:10 安全教育
Safety Guidance

Takimoto, Ito, Matsushita

14:00 扇が丘　出発

Leave KTC
TBA Software Installment Ito, Matsushita

15:00
白山麓　着

Arrive Hakusan-roku C.

Career Design & Portfolio System:
(Objective, Manaba)キャリアデザインと
ポートフォリオについて（目的、方法）

Matsushita, Ito

16:00 15:30 PC set-up, software & Infoss Ito, Matsushita
4:30 図書の借り方（学生＆教員）
Library book check-out

4:00 pana：放送機器類
説明

17:00 Leave KTC

18:00 18:30 Dinner 18:30 Dinner 18:30 Dinner

19:00 LM
LM

20:00

21:00

22:00

23:00 消灯 山下 消灯 山下 消灯 山下

19:30
◯LMとアイスブレイク
◯LSの学び方
◯Ice-break with Leaning Mentor
◯Orientation about Learing Session &
book check-out

19:30 Learning Session

4/1/2018 4/2/2018 4/3/2018

8:40 Workshop: Behavior in Class
English Dept. (Pauline,
Ian, James, Ed)

◯入学式　Entrace Ceremony

◯14:30　クラス懇談 Class Meeting
・担任挨拶 Homeroom teacher
・学生主事挨拶Dean of Student Affairs
(Hakusan)
・学科長挨拶 Dean of Department
・保険案内

・奨学金／学校見学

Insurance Orientation
Schlarship orientation/campus tour

多目的H
Multi-purpose Hall
７号館

Build. 7

Kihara, Ueda
Kihara, Ueda,
Ohara, Matsushita

奨学金グループ以

外：学校見学？

「専」配布

「家庭調査書」回

収

◯入寮式

（挨拶・紹介：理事長、校長、、副校

長、教職員（白山学生主事、学科長、

副学科長、担任、副担任、白山麓在住

教員、LM、RA）、看護師
◯宣誓代表者決める

◯採寸・物販

Dormitory Entrace Ceremony
  - Lunch with faculty staff
  - Product sales &

  measurements
  - Selection of representative

       speaker for the Entrace
Ceremony

カフェエリア

Cafeteria

校長、理事長、向井副

校長、Chairperson,
ICT President, Vice
President Mukai,
Hakusan-roku faculty,
nurse

3/30/2018 3/31/2018

学生キャンパスツアー

Ice Break & Campus Tour Hakusan-roku C. Eng. Dept.

資料3-2-1-(1)-02
資料タイトル「ガイダンスを実施しているオリエンテーション期間のスケジュール（白山麓キャンパス）」

出典「白山麓C入寮～オリエンテーション～１週目のスケジュール」328
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平成３０年度 

５年生 

修学ガイダンス 

平成３０年４月３日 

夏期休業日 

冬期休業日 

学年末休業日 

          

８月７日（火）～９月１７日（月） 

１２月２５日（火）～１月６日（日） 

３月１６日（土）～３月３１日（日） 

長期休業日 便覧P１１４ 

学期と試験期間 

春学期  ６月１８日～６月２１日 

夏学期  ９月１８日～９月２１日 

秋学期  １２月５日～１２月１０日 

冬学期  ２月１８日～２月２１日  

便覧P１１７ 
卒業条件 

○学則に定める学年の最低修得単位を修得してい

ること（各学科１７０単位）

○その年度中の欠席日数が、出席すべき日数の５

分の１未満であること

○学則に定める特別活動の単位を修得していること

便覧P１２７・１２８ 

（５分の４以上出席・６０点以上の評点） 

卒業条件 

平素学生の本分を全うし、かつ第５学年の
課程を修了したと認められた者について、
校長が決定します 

便覧P１２８ 

未修得科目が 

ない 

卒業条件のポイント① 

資料3-2-1-(1)-03

資料タイトル「金沢キャンパスガイダンスの一例」

出典「平成30年4月教務主事作成「修学ガイダンスPP」」
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４年次の科目が
不合格のままなら 

卒業できない 

進級条件のポイント② 

禁止 

４年次科目の単位
取得の最終ライン
は 

１月末日 

しかし・・・・・ 

卒業条件のポイント③ 

４年次の単位 

一刻も早く修得のこと 

⇒就職活動に影響

  ・４月１０日迄に取組状況報告書 

  ・５月末にもう一度提出 

学習支援
計画書 

最初のページに 

両開きで 

貼り付け 
毎週の 

学習結果を 

記入 

貸与PCの取り扱い 

・４・５年生は自由に学外持ち出しOK 

・学校ではロッカーに保管（施錠） 

・故障の際は速やかに報告 

（修理に負担が発生する場合も） 

⇒故障の無い様な取り扱いを

配付資料 

学修単位 便覧P１０８ 

・１単位 50分×15回の授業 

50分×30回分の自主学習 

⇒授業数は半分だが自習が倍必要

・２単位の学修単位科目 

100分×15回の授業 

200分×15回分の自主学習 

学修単位の科目 便覧P１１８ 
・Ｔ科  応用物理Ⅱ（２単位） 

ソフトウェア工学（２単位） 

・G科  メディア情報Ⅱ（２単位） 

カレントイングリッシュ（２単位） 

・一般  数理統計（選択・２単位） 

英語資格技術（２単位） 
⇒単位修得には十分な自学自習が必要
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課題学修 

・専門の選択科目として単位取得 

・資格取得や指定プロジェクト 

・５年の１２月迄に条件を満たし、１月  

に申請 ⇒ ５年次の単位となる 

・資格と単位が同時にGET 

便覧P１２０ 
工大への編入 

・工大３年（同一学系）に編入学可能 

・一般編入試験or校長推薦 

・選択科目は工大互換科目を受講 

⇒高専の単位が工大の単位に

便覧P１２９ 
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You can checkout books at Library 
Commons System by following the 
instructions below.  

1. Click   button. 

貸出・返却ボタンをクリックしてください。 

How to Checkout Books -図書の貸し出し方法-

5. You will see the title of the book
appears on the screen when it’s 
completed. 

画面に図書のタイトルが出れば完了です。 

Check the due date before you leave. 
席を離れる前に返却予定日を確認して 

 ください。 

2. Chose “Borrowing” tab.

貸出のタブを選択します。 

3. Click “User ID” box. Then, scan the
bar code on your ID card. 

利用者番号の欄をクリックし、IDカードの 
  バーコードをスキャンしてください。 

4. Click “Material ID” box, and scan
the bar code on the book. 

蔵書番号の欄をクリックし、図書の 
  バーコードをスキャンしてください。 

KIT-LC 
Library Commons System

1 

2 

3 
4 

HAKUSAN TARO 

2018.4 

 Loan Period  Number of Books 

 Students  1 week  Unlimited 

 Faculty  6 months  Unlimited 

【Number of books allowed/ Loan Period】 

5 

資料3-2-1-(1)-04
資料タイトル「白山麓キャンパス１年生図書利用のガイダンス資料」

出典「ライブラリーセンター作成資料」
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You can return at the Library 
Commons System by following the 
instructions below.  
ID card is not necessary when you 
return books. 

1. Click   button. 

貸出・返却ボタンをクリックしてください。 

How to Return Books -図書の返却方法-

4. You will see the title of the book
appears on the screen when it’s 
completed. 

画面に図書のタイトルが出れば完了です。 

5. Please bring the book(s) back to
where they belong. 

図書をもとの本棚に戻してください。 

2. Choose “Return” tab.

返却のタブを選択してください。 

3. Click “Material ID” box,  and scan
the bar code on the book. 

蔵書番号の欄をクリックし、図書の 
  バーコードをスキャンしてください。 

See the label which 
tell you location of 

the books. 

KIT-LC 
Library Commons System 

1 

2 
3 

4 
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How to find books   -図書の検索方法-

2. Chose “Basic Search” tab.
簡易検索のタブを選択します。

3. Click “keyword(s)” box and enter
the keyword(s).
    keywordの欄をクリックし、検索語を入力して 
  ください。 

  ・When  you enter multiple search terms,  
   words need to be separated by spaces. 
  ・検索条件を2つ以上使用する場合は、スペースを 
   あけて入力してください。 

4. Click “Search” button.
検索ボタンをクリックしてください。

KIT-LC 

You can search and find books by 
following the instructions below. 

1. Click   button. 

蔵書検索ボタンをクリックしてください。 

Basic Search  （簡易検索） 

Advanced Search  （詳細検索） 

2. Chose “Advanced Search” tab.
詳細検索のタブを選択します。

3. You can search by…
 “Title”, “Author”, “Publisher”, “ISBN”, 
“Year of Publication”, or “Material ID.” 
  ・When  you enter multiple search terms, 

  words need to be separated by spaces.  
・You can either use the kanji or the reading for 

 the book title or author name. 

    書名、著者、出版者、ISBN、刊行年、蔵書番号 
 などから検索することができます。 
・検索条件を2つ以上使用する場合は、スペースを 

 あけて入力してください。 
   ・書名と著者の欄には、漢字もしくは読みのどちらを 

入力していただいても構いません。 

4. Click “Search” button.
検索ボタンをクリックしてください。

Library Commons System 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

4 
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5. Check the boxes    , or click the 
title which you want to see details. 
詳細を見たいものに、チェックマークを 

いれてください。 

KIT-LC 

LIBRARY 
COMMONS 
FLOOR PLAN 

Check 
boxes 

Exhibition Catalogue 

Museum Guide Books 

Portfolios 

Collected Works 

NDC000 

NDC100 

NDC200 

NDC200 

NDC300 

NDC400 

NDC500 

NDC600 
NDC700 

NDC700 
NDC800 

NDC900 
NDC900 

Hand Books1,2yr 
Textbooks 1,2yr 

Library Commons System 

KIT-LC 

分
類 

分
野 

ア
ド
レ
ス 

NDC200 
802 
A01 

【Detailed Record】 see “Location” 

【Book Label】 

【Status（状態）】 
 There are the status messages you may 
see, and their meanings:  

Available       ・・・Item is available for  
     （保管）             checkout.  
Checked out ・・・Item is NOT available 
    （貸出中）        because it is currently 

      on loan.  

Library Commons System 

5 

Click 
title 

↓See here↓ 

↓See here↓ 

出典「金沢工業大学ライブラリーセンター」
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2018.03.28 

平成 30年度 校 務 分 担 

校長  ルイス・バークスデール 

校長 ：ルイス・バークスデール 

副校長   ：向井 守 副校長 ：高橋丈雄 

教務主事   ：宮野純光 教務副主事 ：藤島悟志、井上恵介 

学生主事(金 沢) ：瀧本明弘 学生副主事(金 沢) ：谷口萌未 

学生主事(白山麓) ：大原しのぶ 学生副主事(白山麓) ：潟辺 豊 

進路指導主事 ：高橋丈雄（兼） 進路指導副主事 ：坂倉忠和、金井 亮 

研究プロジェクト主事 ：山崎俊太郎  

国際交流主事 ：向井 守（兼）  国際交流副主事：宮野 肇 

電気電子工学科長 ：土地邦生 

機械工学科長 ：伊藤恒平 

グローバル情報工学科長 ：藤澤 武 

国際理工学科長  ：松下臣仁 国際理工学科副学科長 ：伊藤 周 

一般教科主任(金沢) ：大原しのぶ 

事務局長 ：山岸 徹 

（事務局員）： 本田尋識、木谷理恵、宮野純光（兼）、藤 圭佑、山﨑翔吾、山口博文（兼） 

紺谷武史、山下和樹、唐木朋美、バックス美穂、渡邊晶子（留学生支援）、山下奈央

美（RA） 

古村真利栄、辻 ゆかり、山田祥子、竹野尚子 

教科主任（６名） 

【金 沢】 

大崎富雄（国語）、大原しのぶ（英語）、松本昇久（数学）、兒玉浩一（物理・化学）、瀧本明弘（保体）、 

宮野純光（社会） 

【白山麓】（１２名） 

潟辺 豊（国語）、ポーリン・ベアード（英語）、木原 均（数学）、上田清史（歴史）、伊藤 周（物

理、コンピュータスキルズ）、ナグワ・ラシィド（化学）、ジェイソン・デ・ツィリー（生物）、小高有

普（ビジュアルアーツ）、向井 守（パフォーミングアーツ）、松下臣仁（エンジニアリングデザイン）、

山﨑俊太郎（エンジニアルコンテクスト）フィリップ・ケゾウ（体育） 

学務委員（１２名） 

ルイス・バークスデール、向井 守、高橋丈雄、瀧本明弘、大原しのぶ、宮野純光、山崎俊太郎、 

土地邦生、伊藤恒平、藤澤 武、松下臣仁、山岸 徹  

クラス担任連絡会（２６名）学級担任、副担任、 ＊印：学年主任 

学年 S1国際理工学科 

１ 木原 均* （上田清史） 

学年 電気電子工学科 機械工学科 グル―バル情報(工)学科 

２ 宇都宮隆子*（瀧本明弘） 兒玉浩一  （坂井仁美） 松本昇久  （谷口萌未） 

３ 南出章幸  （平泉紀房） 大崎富雄* （小間徹也） 小高有普 （宮野 肇） 

４ 藤島悟志  （直江伸至） 金井 亮* （林 道大） 袖 美樹子 （坂倉忠和） 

資料3-2-2-(1)-01
資料タイトル「担任配置がわかる資料」

出典「平成３０年度校務分担」
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平成 30年 3月 27日 

教務主事 

学生主事 

金沢 C 学級担任・副担任業務 

● 日常業務

（１）始業前（または午前中）、教務室ホワイトボードに掲示されている「電話欠席届受付用紙」を確認し、

出席簿に記入。（記入方法は別資料「出席簿記入要領と出欠状況の学事システム入力について」を参照） 

（２）日中、学生の出席、遅刻、早退を管理する。毎日、教務室に掲示してある「電話欠席届受付用紙」を

確認し、押印またはサインする。教務室内レターケース内の「遅刻・早退届」を確認し、押印またはサ

インし、必要に応じて出席簿に記入する。また、ホワイトボードに掲示されている「出席扱い願い」（公

欠）を確認し、押印またはサインし、必要に応じて出席簿に記入する。無断欠席がある場合は、必要に

応じて保護者に電話連絡をする。学生の怠業や非行を防止するために、できるだけ早めに対処すること

が望ましい。 

（３）伝染病の罹患で学生が欠席した場合は、後日「診断書」（病院書式）または「病欠証明書」（本校書式、

事務局在中）を提出させ、「学校伝染病による欠席の申し出について（報告）」を作成し、診断書等を裏

面に貼付け（糊付け）、教務主事まで提出する。 

（４）資格試験の受験のため授業日に欠席しなければならない学生がいる場合には、原則として担任が１週間

前までに「出席扱い願い」を作成し、所定の手続きを行う。その際には、受験票のコピーなど受験の日

時・場所のわかるものを添付すること。なお、土日以外の平日の授業日の資格試験受験については原則

として、国家資格やそれに準ずるもので、受験日が平日に限られているものしか、公欠は認めませんの

で、日頃からクラスの学生に周知させる。 

  なお、資格試験受験による定期試験の公欠は認めませんので、併せて周知させてください。 

（５）５年生の就職活動に伴う出席扱い（公欠）に関しては、進路指導主事と確認・必要な手続きの上、担任

で掌握・管理して下さい。「出席扱い願い」の作成・提出は不要です。 

（６）放課後、清掃を指導する。学生に自分の持ち物の管理能力を付けさせるため、教室の机上および引出の

中、ロッカーの上等には教科書などを置かないように日頃から指導されることが望ましい。また、ロッ

カーの施錠を指導する。（クラスが担当する清掃区域は２カ所。担任：教室、副担任：特別清掃区域） 

（７）週番に始業前に「学級日誌」をとりに来るように指導する。清掃終了後、週番から「学級日誌」を受け

取り確認し、押印またはサインする。 

（８）国旗・校旗掲揚、降納の担当期間、その期間中における指導を行う。 

（国旗：校長（不在時は事務局）→学生が受領、クラスの担当期間は学生係資料参照） 

（９）学事システムで、出席情報の確認（病欠・その他・公欠・伝染病などの入力）をし、出欠情報を確定

する。１日を単位として１週間以内に行なう。科目担当者の入力が滞っている場合は、当該科目担当者

に連絡し、入力してもらう。（科目担当者の入力締め切りは授業の翌日） 

  ※交通機関の乱れによる公欠の取り扱いは別資料「公共交通機関遅延・運休等に伴う公欠処置に

ついて」を参照。（不明な場合は教務主事に確認してください） 

４・５年生の選択科目では同一時間に複数の授業がある場合がある。必ず時間割を確認して、全ての科

目が入力されてから、担任の確定処理を行う。（先に担任が確定処理をしてしまうと科目担当者が入力

できなくなるため注意すること） 

なお、誤って確定処理をしてしまった場合は、教務副主事（藤島・井上）に確定解除を依頼すること。 

資料3-2-2-(1)-02
資料タイトル「学級担任・副担任業務」

出典「平成３０年３月担任会議資料」337
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（10）教室の備品等（机・椅子・空調・電灯・清掃用具・黒板消し・学生ロッカーなど）を確認し、破損等

があれば速やかに事務局に連絡し、必要があれば取り替える。また、教室内の安全に対して気を配り、

学生にも意識を持たせること。 

（11）担当クラスの学生の修学状況・生活状況に気を配り、必要に応じて支援する。特に問題があると判断し

た場合は、まず学科長・副担任と連携して指導に当たる。（問題が発生した場合、発生しそうな場合は、

ひとりで問題を抱え込まず、必ず科長または主事に相談し、複数の教員で対処する。）場合によっては、

学科会議に出席し、状況を説明する。 

● 月別業務（主なもの）

３月（新年度関連業務のみ掲載） 

（１） 新年度の配付物の準備（内容に関しては３月末の教員会議にて案内） 

（２） 新教室の点検、破損等があれば事務局へ報告 

（３） 新教室の座席数・配置、ロッカーなどの確認 

（４） 新教室の座席表作成（春学期初めと試験期間中は原則として出席番号順）（廊下側一番後ろから前へ） 

（５） 週番・清掃当番表作成と掲示 

（６） 「出席簿」の作成（名列票の貼り付け） 

４月 

（１） 対面式・始業式での出席管理 

（２） 始業式終了後のホームルーム運営（詳細は別途） 

（３） オリエンテーション期間中のホームルーム運営（クラス写真・健康診断引率含む） 

（４） 家庭調査書（全員分）、自転車通学届、下宿届・原付許可申請書などの回収 

（５） 部活動登録票の配付と回収（全員分を回収し教務室へ） 

（６） 留年学生面接指導 

（７） 過年度未修得科目所持学生面接指導と必要な場合は保護者への連絡 

（８） その他学生の面接指導 

５月 

（１） 校内体育祭での出席管理 

（２） 育友会総会とその後のクラス懇談 

６月 

（１） [４年のみ] インターンシップ準備および調整 

（２） 過年度未修得科目所持学生面接指導と必要な場合は保護者への連絡 

（３） 月末に担当教室の「安全点検チェックリスト（区分 B）」を提出 

７月 

（１）  [１～３年]夏期休業期間の注意と資料配付 

（２） 春学期成績通知表の発送、成績不良の学生には保護者への連絡 

（３）  [４年のみ] インターンシップ指導（８月も） 

（４）  [４・５年]人間と自然Ⅲ（池の平自然学苑研修）引率 

８月 

（１）  [４，５年]夏期休業期間の注意と資料配付 

（２） 担当教室の備品監査（事務局より依頼） 
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1 

平成 30年 3月 15日 

教務主事 

学生主事 

白山麓 C 学級担任・副担任業務 

● 日常業務

（１）学生の出席、遅刻、早退を管理する。RAから欠席の連絡を受けた場合、出席簿に記入。レターケース

内の「遅刻・早退届」を確認し、押印またはサインし、必要に応じて出席簿に記入する。また、「出席扱

い願い」（公欠）を確認し、押印またはサインし、必要に応じて出席簿に記入する。 

  ＊RAからの連絡がなく、授業に出席していない学生がいる場合 

⇒授業担当教員から内線で報告を受ける。 （担任不在時には事務局へ連絡がいく）

⇒担任は RAに確認依頼する。その後、点呼当番から事情を聞く。

（２）伝染病の罹患で学生が欠席した場合は、後日「診断書」（病院書式）または「病欠証明書」（本校書式、

事務局在中）を提出させ、「学校伝染病による欠席の申し出について（報告）」を作成し、診断書等を裏

面に貼付け（糊付け）、教務主事まで提出する。 

（３）資格試験の受験のため授業日に欠席しなければならない学生がいる場合には、原則として担任が１週間

前までに「出席扱い願い」を作成し、所定の手続きを行う。その際には、受験票のコピーなど受験の日

時・場所のわかるものを添付すること。なお、日曜日以外の授業日の資格試験受験については原則とし

て、国家資格やそれに準ずるもので、受験日が平日に限られているものしか、公欠は認めませんので、

日頃からクラスの学生に周知させる。 

  なお、資格試験受験による定期試験の公欠は認めませんので、併せて周知させてください。 

（４）週番にクラスの清掃指導。（主に黒板） 

（５）寮の清掃指導。（学生（副）主事、RAと共に） 

（６）学事システムで、出席情報の確認（病欠・その他・公欠・伝染病などの入力）をし、出欠情報を確定

する。１日を単位として１週間以内に行なう。科目担当者の入力が滞っている場合は、当該科目担当者

に連絡し、入力してもらう。（科目担当者の入力締め切りは授業の翌日） 

誤って確定処理をしてしまった場合は、教務副主事（藤島・井上）に確定解除を依頼すること。 

（７）担当クラスの学生の修学状況・生活状況に気を配り、必要に応じて支援する。特に問題があると判断し

た場合は、まず学科長・副担任と連携して指導に当たる。（問題が発生した場合、発生しそうな場合は、

ひとりで問題を抱え込まず、必ず科長または主事に相談し、複数の教員で対処する。）場合によっては、

学科会議に出席し、状況を説明する。 

（８）SHRでの連絡事項伝達、生活指導等。 

（９）ラーニングセッション無断欠席、部活動の無断欠席、門限違反に対しての指導。 

（10）欠席等、保護者への連絡。 

● 月別業務（主なもの）

３月（新年度関連業務のみ掲載） 

（１） 新年度の配付物の準備（内容に関しては３月末の教員会議にて案内） 

（２） 週番表作成と掲示 

（３） 「出席簿」の作成（名列票の貼り付け） 
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学　年　評　価  (評価は春,夏,秋,冬学期で行い、通知表は春,夏,秋,学年評価で示す。)

平成３０年度　学習支援計画書

通年

科目名

必修・選択 単位数 開講学期

歴史Ⅱ

地中海世界の解体、民族大移動の経緯が理解できる。

秦帝国成立の流れと始皇帝の政策の意義を理解することができる。

漢帝国の成立と変遷を理解することができる。

受講上のアドバイス

①課題は必ず提出すること。
②ノートはしっかりととり、自己の学習に利用すること。
③わからないこと、興味を持ったことがあれば（授業中・授業外とも）気軽に質問すること。

科目の達成目標

古代ローマの繁栄・特色について理解することができる。

種別

講義

クラス

電気電子工学科　３年

担当教員

宮野純光

計
学年評価に対

する割合

春学期

夏学期

⑥

備　考
定期試験試験によって到達度を量るが、成績は課題、学習態度、出席状況を加味し、総合的に評価す
る。学習態度、出席状況は不良のものについて減点していく。学期末ごとにノート提出を課し、学習態
度の一部として評価する。学年末の評価は各学期の成績合計の平均とする。

関連する科目・資格

科目：歴史Ⅰ
資格：歴史能力検定１級世界史
　　　歴史能力検定２級世界史

定期試験 課題 授業態度 出席

グローバル化社会の中で、世界の国々の歴史や文化・特色を知り、理解した上で、
人々との交流をはかることは必要不可欠な要素である。また、世界の歴史や文化に就
いての理解を深めることは、我々が生活している世界が将来どのような方向に進んで
いくのかという新たな時代への流れを考えていく上で重要である。こうした点を踏ま
えて、幾つかの地域を事例として、国の成り立ちから発展・滅亡といった変遷を通し
て、世界の国々の歴史や文化・特色を学び、新たな時代を考える手がかりとする。

教科書

①「世界史Ｂ」，尾形勇ほか，東京書
籍
②「明解世界史図説エスカリエ　十訂
版」，帝国書院編集部，帝国書院

参考書

キーワード

共和政，ローマ帝国，秦漢帝国，
三国時代，ビザンツ帝国，カト
リック，十字軍

科目概要

三国時代の英雄の活躍を正しく理解することができる。⑤

①

②

③

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

履修２必修

　関連する本校の学習・教育目標

　問い合わせ・質問先　

　オフィスアワー

1階104室（教員室）

木　16:00～17:00

冬学期

評価項目

秋学期

15

5

5

5

5

50

50

50

50

30

30

30

30

15

15

15

100

100

100

100

100

25

25

25

25

十字軍派遣の経緯と影響を理解することができる。

人間性

資料3-2-2-(1)-03資料タイトル「オフィスアワーを記載した資料」

出典「平成３０年度学習支援計画書」340
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資料3-2-2-(1)-04資料タイトル「数学学習サポートアワーの案内」

出典「平成31年4月校内掲示資料」
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8.5 ポートフォリオについて 

学習支援システムmanaba について 

学生は日々の学習や自己分析に、クラウド型学習支援システムmanabaを活用しています。manabaは

国内の高等教育機関で導入されているシステムです。学生は科目ごとに設定されているレポート提出や

小テストをmanabaで教員へ提出しています。また、自己分析などのキャリア形成にも活用され、ポー

トフォリオとして本校での5年間の歩みを記録しています。スマートフォンからもアクセス可能なので、

学生はいつでもどこでも日々の学習状況や自己成長を見直すことができます。 

資料3-2-2-(1)-05

資料タイトル「学習支援システムmanabaについて」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」342



年 月

２８日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第１回）

２６日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第２回）

２７日 (日) 高専事務局で受付
　●ＤＤ１～3種／ＡＩ１～3種／総合種 （第１回）

２７日 (日) 高専事務局で受付
　●準２級～４級 （第１回）

２級施工管理技術検定 ３日 (日) ★ 事前に願書予約を行い

　●管工事（学科のみ） （第１回） 各自で出願する

★ ３日 (日) 高専事務局で受付
　●筆記試験 （上期）

３日 (日) 高専事務局で受付

３日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

日本語検定 ９日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

２級施工管理技術検定 １０日 (日) ★ 事前に願書予約を行い

　●電気工事／建築（学科のみ） （第１回） 各自で出願する

日商簿記検定 １０日 (日) 高専事務局で受付
　●１級～３級 （第１回）

特殊無線技士 １２日 (火) ～ １４日 (木) 自己開発センターで配布

　●陸上／航空／海上 （第１回） 願書配布のみ

危険物取扱者 １６日 (土) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第１回）

ＣＡＤ利用技術者 １６日 (土) 高専事務局で受付
　●２級 （第１回）

１７日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

日本漢字能力検定 １７日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

秘書技能検定 １７日 (日) 高専事務局で受付
　●準１級～３級 （第１回）

情報技術検定 ２２日 (金) 高専事務局で受付
　●１級～３級 （第１回）　

実用数学技能検定 ２３日 (土) 高専事務局で受付
　●準１級～３級 （第１回）

２３日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

２３日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第３回）

ドイツ語技能検定 ２４日 (日) ＫＩＴブックセンターで願書配布

　●２級～４級 （第１回）

中国語検定 ２４日 (日) ＫＩＴブックセンターで願書配布

　●準１級～準４級 （第１回）

ディジタル技術検定 ２４日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～４級 （第１回）

消防設備士 １日 (日) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第１回）

電気通信主任技術者 ８日 (日) 自己開発センターで配布

　●伝送交換／線路 （第１回） 願書配布のみ

ＣＧ－ＡＲＴＳ検定 ８日 (日) 高専事務局で受付
　●エキスパート／ベーシック （第１回）

知的財産管理技能検定 ８日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第１回）

陸上無線技術士 １０日 (火) ～ １３日 (金) 自己開発センターで配布

　●１級～２級 （第１回） 願書配布のみ

３次元ＣＡＤ利用技術者 ２２日 (日) 高専事務局で受付
　●１～２級 （第１回）

２８日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第４回）

★ 第三種電気主任技術者 ２日 (日) 自己開発センターで受付

品質管理検定（ＱＣ検定） ２日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～４級 （第１回）

１８日 (火) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第５回）

第一種電気工事士 ７日 (日) 高専事務局で受付
　●筆記試験

技術士補 ７日 (日) ★ 事前に願書予約を行い

　●技術士一次試験 各自で出願する

★ 第二種電気工事士 ７日 (日) 高専事務局で受付
　●筆記試験

公害防止管理者 ７日 (日) 自己開発センターで受付

実用英語技能検定 ７日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第２回）

日本漢字能力検定 １４日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第２回）

★ 危険物取扱者 １４日 (日) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第２回）

★ 宅地建物取引士 ２１日 (日) 自己開発センターで受付

情報処理技術者 ２１日 (日) 高専事務局で受付
　●基本情報他 （第１回）

特殊無線技士 ２３日 (火) ～ ２５日 (木) 自己開発センターで配布

　●陸上／航空／海上 （第２回） 願書配布のみ

平成30年度資格試験スケジュール
資　　　格 試験日 学内受付期間 備　　考

4
月

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ４月 ５日 (木) ～ ４月１１日 (水)

５
　
月

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ５月 １日 (火) ～ ５月 ９日 (水)

工事担任者 １月２２日 (月) ～ ２月 ９日 (金)

工業英語能力検定 ４月 ９日 (月) ～ ４月２０日 (金)

６
　
　
月

３月 １日 (木) ～ ３月 ９日 (金)

第二種電気工事士 ３月１２日 (月)

実用英語技能検定 ４月 ９日 (月) ～ ４月２０日 (金)
　二次　７月８日（日）

～ ３月２７日 (火)
　技能　７月22日

映像音響処理技術者資格認定 ４月 ９日 (月) ～ ４月２０日 (金)

４月 ９日 (月) ～ ４月２０日 (金)

３月 １日 (木) ～ ３月 ９日 (金)

４月 ５日 (木) ～ ４月１９日 (木)

４月１１日 (水) ～ ４月２５日 (水)

４月 ５日 (木) ～ ４月１９日 (木)

カラーコーディネーター検定 ４月 ９日 (月) ～ ４月２０日 (金)

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)
（予定）

４月１６日 (月) ～ ４月２７日

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)

(木)

(金)

Ｊａｖａプログラミング能力試験 ５月 ７日 (月) ～ ５月１８日 (金)
（予定）

30 ４月１６日 (月) ～ ５月１４日

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ６月 ４日 (月) ～ ６月 ７日

平
　
成

(月)

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)

４月 ２日 (月) ～ ５月１６日 (水)

(木)

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)

年
　
度

７
　
　
月

５月 ７日 (月) ～ ５月１７日

４月１６日 (月) ～ ４月２７日

５月 ７日 (月) ～ ５月１８日 (金)

(金)

４月１６日 (月) ～ ４月２７日 (金)

５月１４日 (月) ～ ５月２５日 (金)

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ７月 ２日 (月) ～ ７月 ６日

９
　
月

５月１４日 (月) ～ ５月２５日 (金)

６月 ４日 (月) ～ ６月１５日 (金)

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ７月３０日 (月) ～ ８月３１日 (金)

(金)

(金)

７月 ２日 (月) ～ ７月１３日 (金)

６月 ４日 (月) ～ ６月１５日 (金)
　技能 12月８日（土）又は９日（日）

　技能 12月８日（土）又は９日（日）

10 ７月 ２日 (月) ～ ７月１３日

６月１１日 (月) ～ ６月２２日

月 ７月 ９日 (月) ～ ７月３１日 (火)

(金)
　●主任管理者／騒音・振動／水質他

７月 ９日 (月) ～ ７月３１日 (火)
　二次　11月11日（日）

７月 ５日 (木) ～ ７月１９日 (木)

７月 ５日 (木) ～ ７月１９日 (木)

８月 １日 (水) ～ ８月１７日 (金)

７月 ９日 (月) ～ ７月２４日 (火)
（予定）

資料3-2-2-(1)-06
資料タイトル「資格試験の年間スケジュールがわかる資料」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用 P146-147」
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年 月

２７日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第６回）

ボイラー技士 ２８日 (日) 高専事務局で受付
　●２級

消防設備士 ４日 (日) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第２回）

日本語検定 １０日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第２回）

ＣＡＤ利用技術者 １０日 (土) 高専事務局で受付
　●２級 （第２回）

２級施工管理技術検定 １１日 (日) ★ 事前に願書予約を行い

　●電気工事／建築 （第２回） 各自で出願する

知的財産管理技能検定 １１日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第２回）

秘書技能検定 １１日 (日) 高専事務局で受付
　●準１級～３級 （第２回）

工業英語能力検定 １１日 (日) 高専事務局で受付
　●準２級～４級 （第２回）

１７日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第７回）

実用数学技能検定 １７日 (土) 高専事務局で受付
　●準１級～３級 （第２回）

２級施工管理技術検定 １８日 (日) ★ 事前に願書予約を行い

　●管工事 （第２回） 各自で出願する

★ 機械設計技術者 １８日 (日) 高専事務局で受付
　●３級

日商簿記検定 １８日 (日) 高専事務局で受付
　●１級～３級 （第２回）

工事担任者 ２５日 (日) 高専事務局で受付
　●ＤＤ１～3種／ＡＩ１～3種／総合種 （第２回）

中国語検定 ２５日 (日) ＫＩＴブックセンターで願書配布

　●１級～準４級 （第２回）

ＣＧ－ＡＲＴＳ検定 ２５日 (日) 高専事務局で受付
　●エキスパート／ベーシック （第２回）

ディジタル技術検定 ２５日 (日) 高専事務局で受付
　●１級～４級 （第２回）

ドイツ語技能検定 ２日 (日) ＫＩＴブックセンターで願書配布

　●１級～４級 （第２回）

２日 (日) 高専事務局で受付
　●１級～３級 （第２回）

３次元ＣＡＤ利用技術者 ９日 (日) 高専事務局で受付
　●１～２級 （第２回）

１５日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第８回）

日本漢字能力検定 １２日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第３回）

陸上無線技術士 １５日 (火) ～ １８日 (金) 自己開発センターで配布

　●１級～２級 （第２回） 願書配布のみ

情報技術検定 １８日 (金) 高専事務局で受付
　●１級～３級 （第２回）

２６日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第２回）

工業英語能力検定 ２６日 (土) 高専事務局で受付
　●２級～４級 （第３回）

２６日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第９回）

実用英語技能検定 ２７日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第３回）

電気通信主任技術者 ２７日 (日) 自己開発センターで配布

　●伝送交換／線路 （第２回） 願書配布のみ

特殊無線技士 ８日 (金) ～ １０日 (日) 自己開発センターで配布

　●陸上／航空／海上 （第３回） 願書配布のみ

危険物取扱者 １０日 (日) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第３回）

秘書技能検定 １０日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第３回）

実用数学技能検定 １６日 (土) 高専事務局で受付
　●準１級～３級 （第２回）

２３日 (土) 自己開発センターで受付

　●ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ他 （第10回）

日商簿記検定 ２４日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第３回）

消防設備士 ３日 (日) 高専事務局で受付
　●甲種／乙種 （第３回）

知的財産管理技能検定 １０日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～３級 （第３回）

品質管理検定（ＱＣ検定） ２４日 (日) 高専事務局で受付
　●２級～４級 （第２回）

中国語検定 ２４日 (日) ＫＩＴブックセンターで願書配布

　●準１級～準４級 （第３回）

高専事務局で受付
　●認定講習会

情報処理技術者 ２１日 (日) 高専事務局で受付
　●基本情報他 （第２回）

資 格 取 得 に つ い て ／本校には資格取得に有利という大きなメリットがあります。情報処理技術者、電気工事士などさまざまな資格を持っている
と、実社会に出たときに非常にプラスになります。 本校ではこれらの資格の中で、第２種電気主任技術者、第２級陸上無線技術士、工事担任者、
第２種電気工事士の認定校となっているため、本校の授業の中で、認定基準に規定する科目の単位取得により、申請でこれらの資格の取得な
らびに試験科目の免除ができます。（平成29年度入学生まで）
　なお、本校では多くの学生が資格取得できるように、自己開発センターが特別に講習会を開いています。

（※実施にあたり日程を一部変更する場合があります　）

資　　　格 試験日 学内受付期間 備　　考

(金)

月 ８月２０日 (月) ～ ８月３１日 (金)
（予定）

10 ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） １０月 １日 (月) ～ １０月 ５日

１０月 １日 (月) ～ １０月１２日 (金)
（予定）

７月 ５日 (木) ～ ７月１９日 (木)

７月 ９日 (月) ～ ７月３１日 (火)

６月２５日 (月) ～ ７月 ６日 (金)

９月１０日 (月) ～ ９月２１日 (金)

11 １０月 １日 (月) ～ １０月１２日 (金)

（予定）

９月１８日 (火) ～ ９月２８日 (金)

月 ９月２５日 (火) ～ １０月 ５日 (金)

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） １０月２９日 (月) ～ １１月 ２日 (金)

７月 ２日 (月) ～ ７月１３日 (金)

７月 ９日 (月) ～ ７月３１日 (火)

９月２５日 (火) ～ １０月 ５日 (金)

７月 ９日 (月) ～ ７月３１日 (火)

（予定）

30 ９月 ３日 (月) ～ １０月１８日

(金)

９月２５日 (火) ～ １０月 ５日 (金)

平
　
成

９月１８日 (火) ～ １０月１２日 (金)

９月２５日 (火) ～ １０月 ５日

(木)

12
（予定）

カラーコーディネーター検定 ９月２５日 (火) ～ １０月 ５日 (金)

年
　
度

１０月１５日 (月) ～ １０月２６日 (金)

月
ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） １１月２６日 (月) ～ １１月３０日 (金)

１
　
　
月

１１月１９日 (月) ～ １１月３０日 (金)

１１月 ５日

Ｊａｖａプログラミング能力試験 １１月２６日 (月) ～ １２月 ７日 (金)
（予定）

(月) ～ １１月１６日 (金)

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日 (金)

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） １月 ７日 (月) ～ １月１１日

　二次　３月３日（日）

１０月１５日 (月) ～ １０月２６日 (金)

(金)

１１月２６日 (月) ～ １２月 ７日 (金)

２
　
　
月

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日 (金)

１１月２６日 (月) ～ １２月 ６日

ＭＯＳ（Microsoft Office Specialist） ２月 ５日 (火) ～ ２月 ８日

(木)

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日 (金)

(金)

１月 ７日 (月) ～ １月１６日 (水)

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日 (金)

１月１５日 (火) ～ ２月１４日 (木)
（予定）

(金)
（予定）

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日 (金)

１２月 ３日 (月) ～ １２月１４日

※TOEICは平成２５年４月分より、インターネット又は、コンビニエンスストアでの個人申込に変わりました。
★マークの付いた資格試験は講習会を開催予定
学内願書受付期間は、事務手続きに日程を要するため、主催者側の締め切り日より早くなっています。試験日程や受付期間をよく確認し申し込みをしてください。

(金)

４
月

１月１５日 (火) ～ １月２５日 (金)
（予定）

電気取扱業務安全衛生特別教育 　上旬 １月１５日 (火) ～ １月２５日

３
　
　
月

１月 ７日 (月) ～ １月１６日 (水)
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自己開発センター ８号館２階 

在校中に資格を取ろう。

在校中の資格取得のためにさまざまなバックアップを行っています。 

「資格は実力の証明」「学歴は無限の可能性への保証」という言葉があ

るが、資格は就職活動の際、心強い味方となってくれるはず。 

語学系、国家・地方公務員や秘書技能検定、宅地建物取引主任者などの

実務系資格および機械設計技術者、電気主任技術者、情報処理技術者、公

害防止管理者などの専門資格など、幅広い資格取得をサポートしているこ

とも特徴です。 

詳しい情報：http://www.kanazawa-it.ac.jp/shikaku/

利用時間 

月曜日〜金曜日…… 8：30〜17：00 
土曜日……………… 8：30〜13：00 

自己開発センターで取り扱っている資格試験 

●機械関係

●電気・電子関係

●情報関係

●土木・建築関係

●環境・化学関係

●高度技術系

●語学関係

●実務関係

●認定講習

■自己開発センターで取り扱っている資格試験
●機械関係
1. ＣＡＤ利用技術者（２Ｄ・３Ｄ）
2. ボイラー技士（１／２級）
3. 機械設計技術者（３級）
4. 施工管理技士試験（管工事）

●電気・電子関係
5. 電気主任技術者
6. 電気工事士
7. 電気通信主任技術者
8. 工事担任者
9. 陸上無線技術士
10. 特殊無線技士
11.ラジオ・音響技能検定 
12.消防設備士 
13.施工管理技士試験（電気） 
14.情報配線施工技能検定 

●情報関係
15.情報処理技術者 
（基本情報／ソフトウェア開発など） 

16.ＣＧ検定 
（CGクリエイター／エンジニア／ 
マルチメディアなど）

17.ディジタル技術検定 
18.インターネット検定（.com Master） 
19.オラクルマスター 
20.シスコ技術者認定 
21.ＪＡＶＡプログラミング検定 

●環境・化学関係
22.公害防止管理者 
23.危険物取扱者 

●高度技術系
24.技術士（補） 
25.ＦＥ試験 

●語学関係
26.実用英語技能検定 
27.工業英語能力検定 
28.日本漢字能力検定 
29.日本語検定 
30.語彙・読解力検定 

●実務関係
31.知的財産技能検定 
32.品質管理検定（ＱＣ検定） 
33.秘書技能検定 
34.ビジネス実務マナー検定 
35.簿記検定（日商） 
36.カラーコーディネーター検定（東商） 
37.福祉住環境コーディネータ（東商）
38.実用数学技能検定 
39.照明コンサルタント 
40.マイクロソフト認定試験（MOS） 
41.宅地建物取引主任者 

●認定講習
42.電気取扱業務安全衛生特別教育 

※上記資格以外にも、ネット申込みの
ものが存在します。

※資格の詳細については、LICENSE
（各種資格について）を参照してくだ
さい。

資料3-2-2-(1)-07

資料タイトル「自己開発センターの案内」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用 P177」345



資料3-2-2-(1)-08資料タイトル「学生へ配付する資格試験案内の冊子」

出典「自己開発センター発行「LICENSE2018」」346
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平成３０年度（2018）manaba利用状況　Manaba Usage Report in 2018　Yes=◯　No＝ ☓

授業資料配
布

Class Material
Distribution
on Manaba

課題提出
Assignment

Submision on
Manaba

小テスト
Quiz on
Manaba

Manaba上で
の採点
Grading
quizes /

assignments
on Manaba

授業に関する
連絡

Posting Class
Announcement
s on Manaba

その他
others

国語表現ⅠＡ
Japanese Language Expression IA

1前
1 semester1

潟辺 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

国語表現ⅠＢ
Japanese Language Expression IB

1後
1 Semester2

潟辺 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

英語表現ⅠＡ
English Expression IA

1前
1 Semester1

ジェームス James ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

英語表現ⅠＢ
English Expression IB

1後
1 Semester2

ジェームス James ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

文学Ⅰ
Japanese Literature I

1前
1 Semester1

潟辺 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

世界文学Ⅰ
World Literature I

1前
1 Semester1

向井 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

歴史文化ⅠＡ
History and Culture IA

1前
1 Semester1

上田 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

歴史文化ⅠＢ
History and Culture IB

1後
1 Semester2

上田 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

歴史文化（英語）ⅠＡ
History and Culture (English) IA

1前
1 Semester1

エドワード
Edward

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

歴史文化（英語）ⅠＢ
History and Culture (English) IB

1後
1 Semester2

エドワード
Edward

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

解析基礎Ａ
PreCalculus A

1前
1 Semester1

木原 Kihara
ハズワン Hazwan

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

解析基礎Ｂ
PreCalculus B

1後
1 Semester2

木原 Kihara
ハズワン Hazwan

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

基礎数学Ａ
Fundamental Mathematics A

1前
1 Semester1

木原 Kihara
アラー Alaa

◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

基礎数学Ｂ
Fundamental Mathematics B

1後
1 Semester2

木原 Kihara
アラー Alaa

◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

物理ⅠＡ
Physics IA

1前
1 Semester1

伊藤周 Ito
エバンス Evans

◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ◯ ☓

物理ⅠＢ
Physics IB

1後
1 Semester2

伊藤周 Ito
エバンス Evans

◯ ◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

化学ⅠＡ
Chemistry IA

1前
1 Semester1

ナグワ Nagwa
ジェイソン Jason

◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

化学ⅠＢ
Chemistry IB

1後
1 Semester2

ナグワ Nagwa
ジェイソン Jason

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ X

生物ⅠＡ
Biology IA

1前
1 Semester1

松本恵 Matsumoto
ジェイソン Jason

◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

科目名
Course Names

開講学期
Semester

利用の有無
Did you use

Manaba?

科目担当者
Teachers

使用内容 Contents

資料3-2-2-(2)-03資料タイトル「白山麓キャンパスmanabaシステム利用科目リスト」

出典「国際理工学科作成資料」351



生物ⅠＢ
Biology IB

1後
1 Semester2

松本恵 Matsumoto
ジェイソン Jason

◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

リーディング・ライティングⅠＡ
English Reading and Writing IA

1前
1 Semester1

大原
津田

◯ ☓ ◯ ◯ ◯ ◯ ☓

リーディング・ライティングⅠＢ
English Reading and Writing IB

1後
1 Semester2

大原
津田

◯ ☓ ◯ ◯ ◯ ◯ ☓

リスニング・スピーキングⅠＡ
English Listening and Speaking IA

1前
1 Semester1

イアン・ポリーン
ジェームス・エドワード

Ian, Pauline, James, Edward
◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ◯ ◯授業参考用動画URL等の掲示

リスニング・スピーキングⅠＢ
English Listening and Speaking IB

1後
1 Semester2

イアン・ポリーン
ジェームス・エドワード

Ian, Pauline, James, Edward
◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ◯ ◯授業参考用動画URL等の掲示

ブリッジイングリッシュ
Bridge English

1前
1 Semester1

大原・津田
イアン・ポリーン

Ohara, Tsuda, Ian, Pauline
◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

日本語ⅠＡ
Japanese IA

1前
1 Semester1

札野・室谷 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

日本語ⅠＢ
Japanese IB

1後
1 Semester2

札野・室谷 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

保健体育ⅠＡ
Health and Physical Education IA

1前
1 Semester1

フィリップ Philip ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

保健体育ⅠＢ
Health and Physical Education IB

1後
1 Semester2

フィリップ Philip ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

ビジュアルアーツⅠ
Visual Arts I

1後
1 Semester2

小髙 ◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
◯（授業アンケート、自己評価）
questionnaire,Self assessment）

パフォーミングアーツⅠ
Performing Arts I

1後
1 Semester2

向井・魚住 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

エンジニアリングデザインⅠA
Engineering Design IA

1前
1 Semester1

松下・オガワ
伊勢・山崎
タン・メイサ

◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

エンジニアリングデザインⅠB
Engineering Design IB

1後
1 Semester2

松下・オガワ
伊勢・山崎
タン・メイサ

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ (only quiz) ☓ ☓

エンジニアリングコンテキストⅠA
Engineering Context IA

1前
1 Semester1

小髙・井上・山崎 ◯ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓
◯（授業に関するアンケート、自己評価）
questionnaire,Self assessment）

エンジニアリングコンテキストⅠB
Engineering Context IB

1後
1 Semester2

山崎・伊藤周
オガワ・タン

Yamazaki, Ito, Ogawa, Tan
◯ ◯ ◯ ☓ ☓ ◯ ☓

コンピュータスキルズⅠＡ
Computer Skills IA

1前
1 Semester1

伊藤周・小髙
タン・メイサ

Ito, Kodaka, Tan, Maesa
◯ ◯ ◯ ☓ ◯ ◯

◯（授業に関するアンケート、自己評価）
questionnaire,Self assessment）

コンピュータスキルズⅠＢ
Computer Skills IB

1後
1 Semester2

ソンガー・ハズワン
メイサ

Songer, Hazwan, Maesa
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ☓
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平成30年度　国際高等専門学校　対策講座受講データ

講習会名 試験日 講習会実施日 実施日数(日間) 参加者数(名) 内合格者(名)

平成30年度　危険物乙4対策講座 6月16日 6/2～6/15 11 5 2

平成30年度上期　第二種電気工事士筆記対策講座 6月3日 4/23～5/31 20 3 3

平成30年度上期　第二種電気工事士技能対策講座 7月22日 7/6～7/21 13 3 3

平成30年度下期　第二種電気工事士筆記対策講座 10月7日 8/29～10/5 20 1 0

平成30年度下期　第二種電気工事士技能対策講座 12月9日 11/21~12/8 13 5 5

平成30年度　電験三種対策講座(機械) 4/9～6/8 25 2

平成30年度　電験三種対策講座(法規) 6/11～7/18 15 1

平成30年度　直前電験三種対策講座 8/17～8/31 11 2

平成30年度　3級機械設計技術者対策講座 11月18日 9/19～11/16 24 1 1

9月2日 1

金沢工業大学・国際高等専門学校

資料3-2-2-(2)-04資料タイトル「高専生資格対策講座　受講データ」

自己開発センター

                                                                 出典「自己開発センター作成」
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平成３０年度　学園協議会　高専学生会の要望と対応
学生会の要望 学校・学園の対応

今年度から国際高専と校名が変わり、白山麓キャンパスがスタート
しましたが、金沢キャンパスの学生との交流は４月の対面式と５月
の校内体育大会のみで、今後の係わりを増やしていきたい。

金沢・他山麓キャンパスの間は、車で４５分かかるので、毎週
何かの行事を行っていくのは難しい事であるが、無理のない方
法で一体感が感じられるイベントを作って行きたい。
高専祭・球技大会を実施したほか、学生代表によるテレビ会議
による交流なども実施されるようになった。

平成３０年度　学園協議会　高専学生会の要望と対応
学生会の要望 学校・学園の対応

昨年から高専祭と工大祭が同日開催になり、本年もその旨聞いて
いますが、実施場所を工大の敷地内で開催させて頂きたい。

現在、高専校舎の隣の工業大学の２４号館を利用する方向で
調整を行っている。

本年から授業時間割が工業大学と同じになったため、昼休みの食
堂・売店の利用時間が重なり混雑している。レジを増やすなど、早
く買い物ができるように改善して欲しい。

スペース的にはレジの増設は難しいと考えており、ICカード利
用の促進を図るなど、レジの効率化を勧めたい。

資料3-2-2-(4)-02

資料タイトル「学園協議会での学生の要望と対応」

出典「平成３０年度・令和元年度学園協議会資料より作成」358



国際高等専門学校学則（平成 30 年度以降入学生適用） 

第９章 外国人留学生 

第 41 条 校長は、本校に留学を志願する外国人があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可

することができる。 

資料3-2-3-(1)-01

資料タイトル「国際高等専門学校学則　第４１条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」
359



資料3-2-3-(1)-02

出典「ICT公式ウェブサイト　国際理工学科カリキュラムガイド」

資料タイトル「留学生や帰国子女を対象にした授業科目がわかる資料」
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国際高等専門学校学生寮規程

2 

ができる。 

（教職員の配置） 

第６条 学生寮の管理運営、学生の教育及び生活指導等を行うため、学生寮に次の各号に掲げる業務

を担当する教職員のほか、必要に応じその他の教職員を配置する。 

(1) ラーニング・メンター(LM)は、学生寮における学生の夜間学習指導を担当する。 

(2) レジデント・アドバイザー(RA)は、学生寮における学生の生活指導を担当する。 

第３章 学生寮生活 

（入寮） 

第７条 本校の１年次学生及び２年次学生（以下「寮生」という。）は、学生寮に入寮しなければなら

ない。 

２ 入寮に当たっては、定められた期限までに、指定された書類を校長に提出しなければならない。 

３ 校長は、入寮を許可した者が前項の手続きを完了しないとき、又は虚偽の記載が判明したときは、

入寮許可を取り消すことができる。 

（順守義務） 

第８条 入寮した１年次学生及び２年次学生は、本校が定める諸規則、学生寮利用の手引き、寮生心

得等を順守するほか、教職員の指示に基づき行動しなければならない。 

（退寮） 

第９条 校長は、寮生が次に掲げる各号の一に該当したときは、当該寮生に対し一次的な又は完全な

退寮を命ずることができる。 

(1) 国際高等専門学校学則、その他本校が定める諸規則に違反したとき。 

(2) 疾病その他の事由により保健衛生上、共同生活に適しないと認めるとき。 

(3) 休学を許可されたとき、又は退学（除籍を含む。）若しくは停学を命ぜられたとき。 

(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為があったとき。 

(5) その他学生寮の管理運営上、著しく支障をきたす行為があったとき。 

２ 退寮に当たっては、居室を原状復帰し、レジデント・アドバイザーの検認を受けなければならな

い。 

（学生寮における教育） 

第10条 寮生は、在学期間中、学生寮においても教育を受けるものとする。 

（授業期間外の諸経費） 

第11条 授業期間外においても学生寮に在寮するときは、食費その他生活に必要な経費は、寮生の負

担とする。 

２ 寮生は、授業期間外の諸経費について、本校が定める額を本校が指定する方法で所定の期日まで

に納めなければならない。 

（ユニット・リーダー） 

第12条 学生寮には、寮生から選考したユニット・リーダー(UL)を置く。 

資料3-2-3-(2)-01
資料タイトル「寮での学習支援者を定めた資料」

出典「国際高等専門学校学生寮規程　第６条」361
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2018.03.28 

平成 30年度 校 務 分 担 

校長  ルイス・バークスデール 

校長 ：ルイス・バークスデール 

副校長   ：向井 守 副校長 ：高橋丈雄 

教務主事   ：宮野純光 教務副主事 ：藤島悟志、井上恵介 

学生主事(金 沢) ：瀧本明弘 学生副主事(金 沢) ：谷口萌未 

学生主事(白山麓) ：大原しのぶ 学生副主事(白山麓) ：潟辺 豊 

進路指導主事 ：高橋丈雄（兼） 進路指導副主事 ：坂倉忠和、金井 亮 

研究プロジェクト主事 ：山崎俊太郎  

国際交流主事 ：向井 守（兼）  国際交流副主事：宮野 肇 

電気電子工学科長 ：土地邦生 

機械工学科長 ：伊藤恒平 

グローバル情報工学科長 ：藤澤 武 

国際理工学科長  ：松下臣仁 国際理工学科副学科長 ：伊藤 周 

一般教科主任(金沢) ：大原しのぶ 

事務局長 ：山岸 徹 

（事務局員）： 本田尋識、木谷理恵、宮野純光（兼）、藤 圭佑、山﨑翔吾、山口博文（兼） 

紺谷武史、山下和樹、唐木朋美、バックス美穂、渡邊晶子（留学生支援）、 

山下奈央美（RA）、古村真利栄、辻 ゆかり、山田祥子、竹野尚子、 

教科主任（６名） 

【金 沢】 

大崎富雄（国語）、大原しのぶ（英語）、松本昇久（数学）、兒玉浩一（物理・化学）、瀧本明弘（保体）、 

宮野純光（社会） 

【白山麓】（１２名） 

潟辺 豊（国語）、ポーリン・ベアード（英語）、木原 均（数学）、上田清史（歴史）、伊藤 周（物

理、コンピュータスキルズ）、ナグワ・ラシィド（化学）、ジェイソン・デ・ツィリー（生物）、小高有

普（ビジュアルアーツ）、向井 守（パフォーミングアーツ）、松下臣仁（エンジニアリングデザイン）、

山﨑俊太郎（エンジニアルコンテクスト）フィリップ・ケゾウ（体育） 

学務委員（１２名） 

ルイス・バークスデール、向井 守、高橋丈雄、瀧本明弘、大原しのぶ、宮野純光、山崎俊太郎、 

土地邦生、伊藤恒平、藤澤 武、松下臣仁、山岸 徹  

クラス担任連絡会（２６名）学級担任、副担任、 ＊印：学年主任 

学年 S1国際理工学科 

１ 木原 均* （上田清史） 

学年 電気電子工学科 機械工学科 グル―バル情報(工)学科 

２ 宇都宮隆子*（瀧本明弘） 兒玉浩一  （坂井仁美） 松本昇久  （谷口萌未） 

３ 南出章幸  （平泉紀房） 大崎富雄* （小間徹也） 小高有普 （宮野 肇） 

４ 藤島悟志  （直江伸至） 金井 亮* （林 道大） 袖 美樹子 （坂倉忠和） 

５ 諸谷徹郎  （土地邦生） 伊勢大成  （伊藤恒平） 井上恵介* （藤澤 武） 

資料3-2-3-(2)-02

資料タイトル「留学生の支援者がわかる資料」

出典「平成３０年度校務分担」
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障害等により支援が必要な学生への支援フロ－図

支援希望の要望書

校長が保護者からの
「支援希望の要望書」を受理

障がい者支援小委員会

支援可能事項の調整

校長、副校長、主事、学科長、主任、事務局長

支援依頼

担任
科目担当教員

保護者・本人と面談

担任・学科長より支援可能内容の説明

協力依頼

校外関係部署

周知
協力依頼

教職員

資料3-2-3-(7)-02

資料タイトル「障害等により支援が必要な学生への支援フロー図」

出典「事務局作成資料」
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平成 30年度 第１回 教員会議 議事録 

The 1
st
 Faculty Meeting in AY 2018(the Records)

日 時： 平成30年 3月28日（水）9:30～11:00  Date March 28th, 2018 

場 所： 高専合同講義室 Place Room#301 

参加者： 別紙参照 事務局：山岸、本田、木谷、藤、山﨑（敬称略） 

・ 新任教員紹介  New Teachers Introduction 

・ 非常勤教員紹介  Part-time Assistant lecturers Introduction 〃 

・ 学務委員紹介  Administrators Introduction 

校長先生より、新任教員、兼任講師、非常勤教員、学務委員が紹介された。 

・ 校長挨拶  Greetings 

 合同講義室で一同に会える機会は滅多になく嬉しい。今年から大きく変わるＩＣＴ、不

安を私も皆も持っているが勇気を持ち、おもしろく楽しく臨んでほしいとお話があった。 

案件 

Ⅰ 連絡事項  REPORTS 

１）平成30年度学年暦ならびに4・5・6月行事予定  College Schedule 2018 

 山岸 事務局長より平成 30 年度学年暦について説明と、行事予定が読み上げられ参加

者間で確認・承認された。 

２）平成30年度当初行事  Schedule for the first week 

○入学式要領 

山岸 事務局長より入学式要領について説明があった。 

○対面式・始業式・着任式要領 

宮野 教務主事より各要領について説明があった。 

○オリエンテーションスケジュール 

○２~５年ＨＲ概要 

 宮野 教務主事よりオリエンテーションスケジュール、2～5年ＨＲ概要については担任

会議で既に確認を行った旨、変更はなかったことが報告された。 

○クラス写真撮影要領 

 宮野 教務主事よりクラス写真撮影の要領が説明された。2 階学生玄関階段中央で撮影

が行われるためその間、出入りは1階玄関を利用する旨が連絡された。 

○定期健診実施要領 

宮野 教務主事より学生の定期健康診断が23号館1階で行われると連絡があった。 

○教職員集合写真 

 宮野 教務主事より今年の教職員集合写真は4月2日（月）１２時より高専プラザで行

われることが連絡された。 

資料3-2-3-(7)-03

資料タイトル「教職員への周知がわかる資料」

出典「平成30年度　第1回教員会議議事録」366
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３）授業について  On Classes 

○学習指導に関する実施規程 

 宮野 教務主事より今年度より修正があり配布資料 p5の単位数は 9月入学の留学生に

対応していると説明があった。 

〇公共交通機関遅延・運休に伴う公欠処置 

 宮野 教務主事より今年度大雪等による公共交通機関遅延・運休が多かったことから公

欠処置について説明が行われた。 

○出席簿記入要領・出欠情報入力要領 

宮野 教務主事より出席簿記入要領、出欠情報入力要領について説明があった。 

○授業変更の届出・記入方法 

 宮野 教務主事より授業変更の届出・記入方法について説明があった。キャンパスが二

分するため、授業変更の際には変更者としっかりと調整を行うように連絡があった。 

〇平成30年度補習実施要領 

宮野 教務主事より補習実施要領について説明があった。 

○平成 30年度過年度未修得科目所持学生の指導方針 

 宮野 教務主事より平成 30 年度過年度未修得科目所持学生の指導方針について説明が

あった。4月時点で60名が該当し（昨年度は40名）、春学期中の単位取得をめざしてほ

しいこと、担任、部活動顧問と連携をおこなってほしい旨が連絡された。 

○授業に関するエビデンスについて 

 宮野 教務主事より授業に関するエビデンスについては保存方法等例年通りであるこ

とが連絡された。 

○NZ留学修了学生・出発学生 

 バークスデール 校長より留学生帰国報告会は多くの教員に参加してほしいと連絡が

あった。 

４）学生係の目標と活動  Information from the office of Students Affairs 

○平成 30年度学生係目標 

○学生指導の規程 

○学生係の主業務と主担当 

○旗当番・特別区域清掃 

○電話当番・巡視当番 

瀧本 学生主事より2～5年中心とし学生係の目標と活動について説明があった。 

1年生は白山麓キャンパスであるため、旗当番、清掃区域が広くなっていることが連絡

された。 

ここ数年の学生傾向として、暴力や喫煙等の問題は報告がないが、代わりに SNS、

Twitterでの誹謗中傷が増えているので注意してほしいと連絡があった。 

５）安全管理  Safety Information 

○安全活動計画 

竹俣 高専安全委員長より安全活動計画について説明が行われた。 

367
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６）創造技術教育  Creative Engineering Design Education 

 〇原稿依頼 

   山崎 研究プロジェクト主事 兼 創造技術教育研究所長より冊子「創造技術教育」の原   

稿依頼があった。既に発表している論文でも出典が明記されていれば原稿提出が可能である。 

７）事務局関連報告  Reports from the ICT Office 

〇高専教員構成表 

 山岸 事務局長より高専教員構成表について説明があった。配布したものは文科省に提出時

のものであり、実際の運用ではその都度変更するが、公には提出時の表に基づくものとする。 

〇入学式の座席について 

 瀧本 学生主事より入学席の座席について高専教員席の配置が変更になったと連絡があっ

た。理事長の体調の都合によるものである。 

〇入学式の駐車場について 

木谷 庶務課長より入学式の駐車場について連絡があった。同日に大学の学部・院の入学式

が行われるため、高専教職員は４１号館試走場、テニスコート駐車場に駐車いただくものと

する。 

〇旅費請求書について 

木谷 庶務課長より旅費請求書の使用書式について変更連絡があった。今後は、新しい書式

を使用するように注意してほしい。 

〇金沢キャンパスの会議室・応接室の予約方法について 

藤 教務課員より金沢キャンパスにおける会議室・応接室を今後は学園システム KIT‐

inside内の教職員ポータルにおいて行うと説明があった。 

〇ＩＣＴ学事システムについて 

藤 教務課員より国際高等専門学校学事システムの機能追加について連絡があった。 

システムは１年と２～５年の新旧カリキュラムで分かれている。 

〇勤務関係書類の取り扱いについて 

 藤 教務課員より勤務関係書類について振替休日、年次休暇の取り扱いについて説明があっ

た。 

〇学生補助員ＴＡＳＡについて 

 山﨑 庶務課員より学生補助員ＴＡＳＡについて、業務実績承認時に必ず実際の業務との確

認をいただくように連絡があった。 

〇入寮式について 

 本田 白山麓事務室長より白山麓キャンパス入寮式について連絡があった。バスは９時２０

分より出発する。 

〇キャンパスの呼称について 

 山岸 事務局長よりキャンパスの呼称について説明があった。学園からは大学、高専金沢キ

ャンパス、ＬＣ等を含め扇が丘キャンパスと呼び、高専からは金沢のキャンパスを金沢キャ

ンパスと呼び分ける。 
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〇学生机・学生椅子の移動について 

 山﨑 庶務課員より新年度に向けた学生机・学生椅子の移動について協力要請があった。 

〇金沢・白山麓両キャンパス間の学内便について 

山岸 事務局長より金沢‐白山麓両キャンパス間の学内便について本田白山麓事務室長が

担当となったことが伝達された。 

８）その他  Others 

 高橋 副校長より就学指導上考慮を要する学生について知らせがあり、参加者間で共有した。 

次回教員会議 NEXT MEETING 

第２回 平成30年4月 27日（金） 16：20～ 高専会議室 

The 2nd April 27th   16:20- Room #101 

 ＊常勤教職員の方は、4 月 2 日（月）12:00 にプラザにお集まりください。教職員の集合写真

撮影を行います。非常勤の方もご参加いただければ幸いです。 

以上 

（議事録作成：事務局 山﨑翔吾） 
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扇が丘診療所 11 号館１階

キャンパス内の診療所

学内に設置されている内科の診療所です。体調不良時の診察や健康診断などを実施しています。 

診療を受ける時に必要なもの 

●学生証

●健康保険被保険者証（遠隔地被保険者証）

診療時間 

受付は診療時間終了の 30分前まで 

●：診療可

※：診療未定。窓口にお問い合わせください。 

医師の都合により診療時間が変更になる可能性があります 

窓口対応時間 平日 8:30～17:00 

その他 

・対応が困難な場合は、適切な医療機関への紹介を行っています。困っている症状があるが「どこに受診すれば良い

のか分からない」場合は、近隣の医療機関をご案内します。 

・診察以外に傷やけがの一次処置をしています。 

・診療所内の自動血圧計、身長体重計、体組成計は窓口対応時間であれば自由に使用できます。 

■学園内にＡＥＤを設置しています

ＡＥＤとは automated external defibrillator の頭文字をとったもので、自動体外式除細動

器ともいわれ、心室細動などによる心停止者に電気ショックを与え、心臓の動きを正常に取り

戻させる機器です。設置場所は 1号館１階、7号館１階、11号館１階(診療所前)、21号館１階(食

堂)、23号館２階、24号館２階、26号館１階、ＬＣ１階、31号館１階(高専事務室前)、40号館

１階、41号館１階、第 1体育館、南校地守衛棟。この他に、八束穂キャンパス、天池自然学苑、

穴水湾自然学苑、池の平セミナーハウスなどにもあり、左記のＡＥＤマークが掲示してありま

す。 

診療時間 月 火 水 木 金 土.日.祝 

午前 9:00～12:00 ● ● ● ※ ● 

午後 13:30～16:30 ● ※ ※ ● ●

資料3-2-4-(1)-01

資料タイトル「扇が丘診療所の案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P182」372



こころの相談（カウンセリングセンター） 

本校では、みなさんが有意義な学生生活を送れるようにカウンセリングセンターを設け、学生生活を

サポートしています。みなさんが日常生活を送るうえで、いろいろな悩み、不安、困ったことが生じた

とき、専門のカウンセラーの先生が相談に応じてくれます。

「こんなことを相談してもいいのだろうか」とためらわず、気軽に相談してください。相談内容につ

いては、秘密が守られています。

受付と相談は、36 号館（下図参照）で行っています。必要に応じて本校校舎内での相談も可能です。 

カウンセラーと話すまでの方法 

カウンセリングセンター：36 号館 
受付で希望の時間に予約する

↓

予約カードを受け取る

↓

予約の時間にカウンセラーを訪ねる

（やむを得ず行けないときは、事前に連絡する）

↓

カウンセリングを受ける

（続ける場合はカウンセラーと次回の予約をする）

↓

予約の時間に再びカウンセラーを訪ねる

■カウンセリング予約受付時間

月曜日～金曜日…12：00～17：00 
※原則予約制です。

■カウンセリングを受けられる時間

月曜日～金曜日…13：00～19：00 
（木曜日…………13：00～17：00） 
土曜日…………… 8：30～13：00 
※休祭日はお休みします。土曜日はあらかじめ休館日が決まっています。

※学園行事などにより、開館日および時間が変更になる場合があります。

※長期休業中のカウンセリング受付についてはお問い合わせください。

資料3-2-4-(1)-02

資料タイトル「カウンセリングセンターの案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P140」
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「専」編集委員会（４名） 

大崎富雄、潟辺 豊、宮野 肇（英語）、山﨑翔吾、 

国際交流委員会（９名） 

向井 守、宮野 肇、宮野純光、イアン・スティーブンソン、土地邦生、伊藤恒平、藤澤 武、 

松下臣仁、山岸 徹 

高専キャンパスハラスメント委員会（５名） 

瀧本明弘、大原しのぶ、宇都宮隆子、ジェームス・テイラー、山岸 徹 

入学式・卒業式委員会（６名） 

向井守、宇都宮隆子、高橋丈雄、宮野純光、瀧本明弘、木谷理恵 

部活動顧問 ： 別表 

専門委員 

向井 守 （国際交流センター、英語センター） 平泉紀房、ハヤト・ オガワ（ＳＬ） 

井上恵介 （コンピュータ室長、システム係） 伊藤恒平（高専工作室管理：扇が丘） 

田村景明 （同窓会）  松下臣仁（高専工作室管理：白山麓） 

藤 圭佑 （旦月会幹事） 藤島悟志（学事システム） 

直江伸至 （認証評価出向要員）  瀧本明弘（部活動活性化委員） 

藤澤 武 （d-studio） 

（その他）（２名）黒田譜美（育休）、古谷純子（育休） 

資料3-2-4-(1)-04

資料タイトル「ハラスメント対応の教員がわかる資料」

出典「平成３０年度校務分担」
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キャンパス・ハラスメントについて 

教育や研究、業務における教職員や学生の不適切な発言・行動で、精神面を含めて、された側の勉学

や研究に支障を生じたり、その環境を悪化させることを、「キャンパス・ハラスメント」と言います。性

差別や性的嫌悪感が元になるいわゆるセクシャル・ハラスメント、教育・研究に関連して生じるアカデ

ミック・ハラスメントと呼ばれるものもこれに含まれます。単位の認定や成績評価、あるいは研究指導、

就職の斡旋などにおいて、地位を利用するなどして相手に不利益や逆に不当な利益を与える対価型と、

勉学や研究開発を悪化させる発言や行動をする環境型とがあります。

【対価型】 

例えば…

●個人的な欲求から、学生の利益または不利益を感じさせるような状況で性的なことを要求する。

●学生に、本来の範囲を超えて勉学や研究を強要したり、不必要に相手を拘束する。

●指導に従わない学生に暴言や暴力的な行為、意図的な無視をする。

●ことさらに威圧的、権威的、威嚇的な言動（電話やメールを含む）を行う。

【環境型】 

例えば…

●学生の気持ちに反し、プライベートについての質問や発言をする。

●学生の個人的能力や身体的機能、性的指向などへ配慮を欠いた発言をする。

●特定の学生を傷つける発言をしたり、故意に噂を流す。

●性の商品化を助長するような絵や写真を見せたりする。

●教室や研究室で不必要に学生の身体に触る。

●性的または下品な冗談を言ったり、性的な服従を迫る。

これって、キャンパスハラスメント？ 

ケース① 授業中に先生が、いかがわしい冗談をいった。 

周囲に合わせて笑っていたとしても、内心で嫌悪している場合は、キャンパス・ハラスメントに当たり

ます。また、「部活でメンバーが必要以上に身体に触ってくる」などの、学生同士の間で発生するケース

も含まれます。

ケース② 「男は家庭を背負う立場。しっかり勉強しろ」と言われた。 

学問研究や、教育の立場においての誤った観点による性差別発言や行動である、「アカデミック・ハラス

メント」の典型といわれるケースです。これは男性・女性どちらからでも、また同性間であっても対象

になります。

ケース③ 先生の指示に従わなかったら以後、助言してくれない。 

指導に従わない学生に対しての意図的な無視や暴言もハラスメントにあたります。学生にことさら威圧

的、権威的な言動をとったり、暴力的な行為、相手の人格もしくは身体を傷つける行為に至るケースも

含みます。

ケース④ 私生活のことをしつこく尋ねられた。 

相手の意に反し、もしくは同意なしにプライバシーについての質問や発言をする。一見、気づきにくい

例かもしれませんが、これもハラスメントになります。特定の相手を誹謗・中傷したり、風評を流すこ

とも含んでいます。

資料3-2-4-(1)-05

資料タイトル「キャンパス・ハラスメントへの対応に関する案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P141・142」377



キャンパス・ハラスメントについて

ひとりで悩まないこと。それが解決の近道です。 

もしあなたが、学生生活を送るうえで、誰かの言動を「ハラスメントだ」と感じたら、その気持ちを言

葉と態度ではっきり伝えてください。そして「ノー」と言えなくても、決してひとりで悩みを抱え込ま

ないでください。国際高専には専属のカウンセラーがいます。あなたの悩みを親身に聞き、解決するた

めの方法を一緒に考えていきます。

あなたが安心して学べる環境をつくるために。 

自分ひとりで相談するのは不安。そんな時は親しい友人といっしょに相談しても、第三者や代理人でも

大丈夫です。相談員はあなたのプライバシーをしっかり守り、相談員以外への情報提供が必要な場合は、

必ずあなたの承諾を得たうえでそれを行います。相談だけで解決しない場合は、必要な調停や措置をと

り、安心して学べる環境を取り戻します。
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奨学制度について 

本校の奨学制度（リーダーシップアワード） 

本校独自の奨学制度として、学生生活の各面において、他の学生に模範となるようなリーダーシップを

発揮した学生に付与されます。付与金額は 10万円で、全教員からの推薦により毎年約 60 名の学生に付

与されます。 

奨学制度 

奨学制度は、優秀で経済的理由のため修学困難な者に学資を貸与する制度で、独立行政法人日本学生支

援機構、地方公共団体、財団法人などがあります。 

【独立行政法人日本学生支援機構】 

自宅通学の場合、貸与金額は 10,000 円または 32,000 円（第４学年より 30,000 円または 53,000 円）か

ら選択し、次の者に貸与されます。 

●学力

１年生は中学校最終学年の成績の平均が 3.5 以上の者、２年生以上は本校での成績が学科の平均水準

以上の者。

●家計

家計支持者の年収・所得金額から、規程で定められた特別控除額を差し引いた金額が、機構で定めた

収入基準額以下である者。

●校長が推薦し、日本学生支援機構が採否を決定します。

●家計急変により修学困難な学生に対する緊急採用制度もあります。

【石川県】 

月額 30,000 円（第４学年より 44,000円）が次の者に貸与されます。 

●保護者が石川県内に現に（第 4年次より 現に引き続き 3年以上）居住している者。

●勉学意欲があり、かつ学費の支弁が困難な者。

●独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与を受けていない者。

●校長が推薦し、石川県が採否を決定します。

奨学制度は、本人が直接手続きするところが多いです。学校の証明を必要とする時は、事務局へ申し出

てください。 

本校の本年度の授業料は１年次で月額 31,000円です。 

詳細は事務局へお尋ねください。 

資料3-2-4-(1)-06

資料タイトル「奨学制度についての案内」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P164」379



奨学金募集説明会
（在学生向け）

平成３０年度の２年生～５年生

で新規に日本学生支援機構および
石川県奨学金の受給を希望される学
生は、下記の日程で実施される説明

会に必ず参加してください。
【事務局】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実施日：平成３０年４月３日（火）

場 所：２階 Ｅラウンジ

持 物：筆記用具

※開始時間にご注意ください。

《２・３年生》１２：１０～

《４・５年生》１５：１０～

資料3-2-4-(1)-07資料タイトル「奨学金説明会の案内」

出典「平成３０年４月事務局作成資料」
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国際高等専門学校特別奨学金給付規程

1 

〇国際高等専門学校特別奨学金給付規程 

（平成 30年 6 月１日施行） 

改正 令和元年５月１日   

（趣旨） 

第１条 この規程は、学校法人金沢工業大学特別奨学金規則第５条の規定に基づき、国際高

等専門学校（以下「本校」という。）に配分された特別奨学金の給付に関して必要な事項

を定める。 

（対象） 

第２条 本校は、本校の新たな教育研究ブランド力の向上を目指した、グローバルイノベー

ターの養成に資する「ICTリーダーシップアワード奨学金制度」を実施するため、学生のう

ち多様な活動においてリーダーシップを発揮し学業成績が優秀な者を特別奨学生とし、特

別奨学金を給付するものとする。 

（期間） 

第３条 特別奨学生として特別奨学金を給付する期間は１年とする。ただし、年度ごとの評

価及び選考により、継続して給付することを妨げない。 

（特別奨学金の種別と給付条件） 

第４条 特別奨学金の種別は、次の各号のとおりとし、当該各号に定める条件を満たす者か

ら選考により給付する。 

(1) リーダーシップアワードGolden Eagle奨学金 

第１学年から第２学年までの取り組みを評価し、次の条件を全て満たす者 

① 本校が定めるSDGsスタートアッププロジェクトに継続的に参画していること。

② ２年間を通じた修学でGPAが3.0以上、TOEFL(iBT)70点以上又はIELTS5.5以上、若しく

は英検準１級以上のいずれかを有していること。 

③ 自身が取り組むプロジェクトを通じた状況や成果を、自身の成長に関して、本校が認

める方法で学内外に発信していること。 

(2) リーダーシップアワードGold奨学金  

 学年ごとに１年間の取り組みを評価し、次の①及び②の条件を満たし、かつ③、④又

は⑤の条件のいずれかを満たす者 

① 受講する全ての科目の成績の平均値がGPA3.0以上であること。

② 修学生活、寮生活等を通じて、自身の成長に関して、本校が認める方法で学内外に発

信していること。 

③ 学内外のプログラムに参加し、積極的なリーダーシップを発揮していること。

④ 各種活動を通じて培った知識やスキルを活用し、地域社会に貢献していること。

⑤ 他の学生の模範となる行動をしていること。

(3) リーダーシップアワードSilver奨学金 

学年ごとに１年間の取り組みを評価し、次の①及び②の条件を満たし、かつ③、④又

資料3-2-4-(1)-09
資料タイトル「国際高等専門学校特別奨学生給付規程」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」
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国際高等専門学校特別奨学金給付規程
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は⑤の条件のいずれかを満たす者 

① 受講する全ての科目の成績の平均値がGPA2.5以上であること。

② 修学生活、寮生活等を通じて、自身の成長に関して、本校が認める方法で学内外に発

信していること。 

③ 学内外のプログラムに参加し、積極的なリーダーシップを発揮していること。

④ 各種活動を通じて培った知識やスキルを活用し、地域社会に貢献していること。

⑤ 他の学生の模範となる行動をしていること。

(4) CWIE海外コーオプ教育奨学金 

 第４学年又は第５学年において、本校が定める海外インターンシップ（Global 

Cooperative Education Program）に参加し、かつ次の全ての条件を満たす者 

① 前年度までの修学でGPAが2.5以上、TOEFL(iBT)80点以上又はIELTS6.0以上、若しくは

英検準１級以上のいずれかを有していること。 

② 世界産学連携教育協会（WACE）が定める革新的思考を養成するための共創教育（CWIE）

の趣旨を理解し、企業での課題に積極的に取り組んでいること。 

③ 他の学生の模範となることが期待できること。

（特別奨学金の給付額等） 

第５条 特別給付金は、授業料等に充当するものとし、給付額（一人当たり年額）、給付人

数及び給付金充当費目は、前条に定める種別ごとに次の各号に定めるとおりとする。 

(1)  リーダーシップアワードGolden Eagle奨学金 

1,400,000円、 ２名以内の者、 第３学年の留学先授業料に充当 

(2)  リーダーシップアワードGold奨学金 

300,000円、 各学年５名以内の者、 次年度の授業料に充当（特別奨学生候補者が

第５学年の場合は、次年度の金沢工業大学編入時の授業料に充当） 

(3)  リーダーシップアワードSilver奨学金 

250,000円、 各学年５名以内の者、 次年度の授業料に充当（特別奨学生候補者が

第５学年の場合は、次年度の金沢工業大学編入時の授業料に充当） 

(4)  CWIE海外コーオプ教育奨学金 

300,000円、 ２名以内の者、 受入先授業料に充当 

２ 特別奨学金の給付額は、為替レートの変動等に応じ変更することができる。 

（選考委員会） 

第６条 特別奨学生を選考するため、校長を委員長とする国際高等専門学校特別奨学生選考

委員会（以下「選考委員会」という。）を設置する。 

２ 選考委員会の委員は、教務主事、学生主事、学科長、一般教科主任とする。 

３ 選考委員会の委員長は、選考委員会の選考結果について速やかに理事長に報告しなけれ

ばならない。 

（特別奨学生の決定） 

第７条 理事長は、選考委員会の委員長から報告があった選考結果に基づき、特別奨学生を

決定する。 
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国際高等専門学校特別奨学金給付規程

3 

（資格の喪失） 

第８条 校長は、特別奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちにその

資格を取り消すものとする。 

(1) 学則に違反し又は学生としての本分に反する行為があったとき。 

(2) その他特別奨学生として不適当であると認められたとき。 

（給付金の返還） 

第９条 前条に定める事由により、特別奨学生の資格が取り消された者は、既に給付された

当該年度の給付金を返還するものとし、第５条各号に定める給付金充当費目（授業料等）

を支払わなければならない。 

（事務） 

第10条 この規程に関する事務は、国際高等専門学校事務局が行う。 

附 則 

１ この規程は、平成30年６月１日から施行する。ただし、平成30年４月１日以後に入学し

在学する者について、その効力を有する。 

２ この規程は、令和元年５月１日から改正施行する。ただし、改正後の第５条第１項各号

に定める給付人数は、令和２年度入学生から適用し、令和２年３月31日現在において現に

在学する者については、なお改正前の第５条第１項各号に定める給付人数を適用する。 
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リーダーシップアワード奨学制度について
ICTは「誰一人取り残さない」世界の実現に向けてイノベーションにチャレンジする学生を支援します。 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）

は、「誰一人取り残さない」という理念のも

とに、国際全加盟国が合意した、世界を変え

るための１７の目標のことです。ＩＣＴでは

併設校ＫＩＴ金沢工業大学と連携して、この

ＳＤＧｓ達成に貢献するため、身近な社会課

題と地球規模課題を結びつけた社会実装型

の教育研究プロジェクトを推進します。この

教育研究プロジェクトにおいて、卓越したリ

ーダーシップを発揮する学生を支援するの

がＩＣＴリーダーシップアワード奨学制度

です。 

ICT ではグローバルイノベーターの養成を目指し、4 種の「ICT リーダーシップアワード奨学生制度」

を設け、多様な活動においてリーダーシップを発揮し、得る人材を支援します。 

① ICTリーダーシップアワード

Golden Eagle奨学金

概  要：持続可能な社会の理解を深めるとともに

社会的課題を発見し、その課題に主体的

に取り組み、リーダーシップを発揮し得

る人材の育成を図ります。 

定  員：３名 

対  象：１年生～２年生までの２年間の取組 

評価基準：２年間の成績、ＳＤＧｓスタートアップ

プログラム参加、積極的なリーダーシッ

プ、自己成長の学内外への発信 

給付金額：１４０万円 

② CWIE海外コーオプ教育奨学金

概  要：ＣＷＩＥ（産学連携教育）に基づく海外

企業でのインターンシップや国際会議

への参加など海外コーオプ教育を対象

とします。 

定  員：４名（２０１８年度入学者は２名） 

対  象：４年生、５年生 

評価基準：前年度までの成績、ＣＷＩＥの理解、海

外企業での課題と就業体験への取組 

給付金額：３０万円 

③ ICTリーダーシップアワードGold奨学金

概  要：学内外での多様な活動において、積極的

なリーダーシップを発揮し、他の模範と

なった学生に対し、支給します。 

定  員：１０名 

評価基準：受講全科目の成績、学内外の多様な活動、

積極的なリーダーシップ、自己成長の学

内外への発信 

給付金額：３０万円 

④ ICTリーダーシップアワード Silver奨学金

概  要：学内外での多様な活動において、積極的

なリーダーシップを発揮し、他の模範と

なった学生に対し支給します。 

定  員：１０名 

対  象：各学年 

評価基準：受講全科目の成績、学内外の多様な活動、

積極的なリーダーシップ、自己成長の学

内外への発信 

給付金額：２５万円 

資料3-2-4-(1)-10

資料タイトル「リーダーシップアワード奨学制度の案内」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」386



平成３０年３月２８日 

学級担任および副担任 各位 

教務主事 

定期検診スケジュール 

Ⅰ．実施日時 ： ４月２日（月） １０：３０～１６：００ 

Ⅱ．実施場所 ： ２３号館１Ｆ 

Ⅲ．検査項目 ： 身体測定（身長･体重･座高），血圧測定，検尿，視力測定， 

聴打診，聴力測定（１・３・５年のみ），胸部レントゲン検査（新入生のみ） 

Ⅳ．詳  細 ： 

開始時間 ｸﾗｽ 対象 引率 補助教員 

10:30～ Ｓ１ 男子 （10名）女子 （3名） 木原・上田 

宮野純 
10:45～ Ｔ２ 男子 （26名） 宇都宮・瀧本 

11:00～ Ｍ２ 男子 （24名）女子 （1名） 兒玉・坂井 

11:15～ Ｊ２ 男子  (22名）女子 （8名） 松本・谷口 

13:00～ Ｔ４ 男子 （29名） 藤島・直江 

藤島 

13:15～ Ｍ４ 男子 （35名）女子 （2名） 金井・林 

13:30～ Ｊ４ 男子 （32名）女子 （7名) 袖・坂倉 

13:45～ Ｇ５ 男子 （20名）女子 （6名） 井上・藤澤 

14:00～ Ｍ５ 男子 （25名）女子 （1名） 伊勢・伊藤恒 

14:15～ Ｔ５ 男子 （31名） 諸谷・土地 

14:30～ Ｔ３ 男子 （26名） 南出・平泉 

14:45～ Ｍ３ 男子 （18名）女子 （1名） 大崎・小間 

15:00～ Ｊ３ 男子 （33名）女子 （3名） 小高・宮野肇 

Ⅴ．備  考 ： 

（１）開始時間に間に合うように２３号館へ移動させて下さい。 

（２）会場に移動する前に以下の作業をお願いいたします。 

◎1 年生：必要事項（氏名・クラス・名列番号）を記入した『学生健康診断票』及び記入済み

の『健康診断受診票』を第１体育館で配付し持参させてください。 

◎2 年生：始業式・着任式終了後、第１体育館にて『学生健康診断票』と『健康診断受診票』

（原本）を配付してください。『学生健康診断票』には必要事項（クラス・名列番号）

を、『健康診断受診票』（原本）には『健康診断受診票』（コピー）（教室から持参す

ること）の内容を転記させ共に持参させてください。 

◎3～5 年生：HR①で『学生健康診断票』と『健康診断受診票』（原本）を配付してください。

『学生健康診断票』には必要事項（クラス・名列番号）を、『健康診断受診票』（原

本）には『健康診断受診票』（コピー）の内容を転記させ共に持参させてください。 

（３）健康診断時はカバン等の荷物は教室に置き、貴重品のみを持ち歩くように指導願います（会

場に置いておくと通行の妨げになると共に、紛失の原因となります）。 

（４）欠席者がいた場合は、再受診の手配がありますので、教務主事までお知らせください。 

資料3-2-4-(2)-01
資料タイトル「定期健診スケジュール」

出典「平成３０年度第１回教員会議資料」
389



平成３０年４月５日 

健康診断未受診学生 各位 

教務主事 

定期検診（未受診者対象） 

Ⅰ．実施日 ： ４月６日（木） 

Ⅱ．実施場所 ： ２３号館１階 

Ⅲ．検査項目 ： 身体測定（身長･体重･座高），血圧測定，検尿，視力測定，聴打診 

聴力検査（１・３・５年生のみ） 

Ⅳ．詳  細 ： 

クラス 時間 引率 

５年 

未受診者 
オリエンテー

ション終了後 

１４：１０～ 

引率なし 

(学生各自で移動) 
４年 

未受診者 
１５：１０～ 

Ⅴ．注  意 ： 

・引率はありません。（大学生に交じっての受診となります） 

・時間に遅れないように、指定された実施場所に移動してください。（予定より早く 

なってもかまいません。１５:５０からは女子学生の時間ですのでそれまでに終えて 

ください） 

・「健康診断受診票」と「学生健康診断票」を持参してください。 

・検尿がありますので、午後はトイレに行かないよう注意してください。 

・貴重品等の管理は、各自で行って下さい。 

以上 
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 ２０１８年度奨学生数集計表 2019年4月8日

石川県育英資金

学科 学年 奨学生数

電気電子工学科 3 2

4 6

5 2

10

機械工学科 2 4

3 4

4 3

5 4

15

グローバル情報学科 2 4

3 6

4 6

5 6

22 総計 47

日本学生支援機構奨学金（JASSO）

学科 学年 奨学生数

電気電子工学科 2 1

3 0

4 3

5 5

9

機械工学科 2 0

3 0

4 1

5 1

2

グローバル情報学科 2 1

3 1

4 0

5 1

3 総計 14合計

合計

合計

合計

合計

合計

（高専事務局　作成）

資料3-2-4-(3)-02資料タイトル「2018年度奨学生数集計表」

出典「事務局作成資料」
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2019/04/25 

高専事務局 作成 

平成 30 年度リーダーシップアワード奨学生数集計表 

区分 給付金額 学科 学年 人数 

Gold 奨学金 30 万円 国際理工学科 1 年 4 名 

Silver 奨学金 25 万円 国際理工学科 1 年 1 名 

特待生奨学金 10 万円 

電気電子工学科 

2 年 2 名 

3 年 2 名 

4 年 3 名 

5 年 3 名 

機械工学科 

2 年 2 名 

3 年 3 名 

4 年 3 名 

5 年 3 名 

グローバル 

情報学科 

2 年 2 名 

3 年 3 名 

4 年 5 名 

グローバル 

情報工学科 

5 年 3 名 

資料3-2-4-(3)-03
資料タイトル「リーダーシップアワード奨学生数集計表」

出典「事務局作成資料」395



日程 対象 実施項目 担当者 場所

2018.4.3 ２年生 キャリアデザインガイダンス 進路指導主事 合同講義室

2018.4.3 ３年生 キャリアデザインガイダンス 進路指導主事 合同講義室

2018.4.3 ４年生 キャリアデザインガイダンス 進路指導主事 合同講義室

2018.4.3 １年生 キャリアデザインとポートフォリオ 学科長・副学科長 白山麓キャンパス

2018.4.4 ５年生 キャリアデザインガイダンス 進路指導主事 合同講義室

2018.4.20 ４年生 第１回進路希望調査 担任 各教室

2018.5.25 ４年生 インターンシップガイダンス 進路指導主事 合同講義室

2018.9.28 ２年生 キャリアデザイン講話（企業講話） オープンテクノロジー 合同講義室

2018.10.2 ４年生 第２回進路希望調査 担任 各教室

2018.11.14 １年生 キャリアデザイン講話（企業講話） 日本マイクロソフト社 白山麓キャンパス

2018.11.26 ３年生 キャリアデザイン講話（企業講話） オープンテクノロジー 合同講義室

2018.12.11 ４年生 第３回進路希望調査 担任 各教室

2019.1.11 ２年生 キャリアデザイン（心理・性格テスト） 担任 各教室

2019.1.11 ３年生 キャリアデザイン（履歴書の書き方） 担任 各教室

2019.1.11 ４年生 キャリアデザイン（模擬面接） 担任 各教室

2019.1.11 ５年生 キャリアデザイン（グループディスカッション） 担任 各教室

2019.1.23 ４年生 SPI模擬試験 担任 各教室

2019.1.29 ４年生 キャリアデザイン（履歴書作成） 担任 各教室

平成３０年度　キャリア教育に関する講演会・研修会一覧

資料3-2-5-(2)-01
資料タイトル「キャリア教育に関する講演会・研修会一覧」

出典「キャリアデザイン教育実施実績より作成」399



資料3-2-5-(2)-02

資料タイトル「進路指導ガイダンスの内容がわかる資料」

出典「平成30年4月進路指導主事作成「キャリアデザインガイダンスPP」より抜粋」
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平成３０年７月２５日 

４年生保護者 各位 

国際高等専門学校 

校 長  ルイス・バークスデール 

進路説明会開催の御案内 

謹啓 盛夏の候、皆様にはますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃は、本校のために何かと御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、御子様はこれまでの努力が実り、あと半年余りで最終学年に進まれ、それに伴

う御子様の一生を左右する進路決定の時期を迎えることになります。この件に関し、本

校の今後の方針と対応をお話ししたいと思います。 

つきましては、下記のように進路説明会を開催致します。御多用中恐縮ですが、是非、

御出席下さいますよう御案内申し上げます。 

謹 白 

記 

１． 日時： 平成３０年９月７日（金） １８：３０ より 

２． 場所： 本校３階合同講義室・・・・・全体説明会 

学科教室・・・・・・・・・・学科別説明会 

３． 内容 

（１）全体説明会 

（ア） 進路指導の原則について 

（イ） 平成３０年度（現５年生）の進路状況、平成３１年度（現４年生）の 

見通しについて 

（ウ） 今後のスケジュールについて 

（エ） その他 

（２）学科別説明会 

全体説明会終了後、３階の各学科教室（３室）へ移動して、学科ごとに説明が

あります。 

以 上 

資料3-2-5-(2)-06

資料タイトル「４年生保護者対象進路説明会の案内」

出典「事務局作成資料」
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課題学修の単位認定について 

教育課程表に示される課題学修の単位は、通常の授業以外の資格試験取得や別に指定されたプロジェク

ト活動によって認定される専門の選択科目単位です。所定の申請書に必要事項を記入して申請すること

で、申請年度もしくは次年度の単位として認定されます。 

認定単位数 

各資格取得に対する認定単位数は別表１「課題学修による認定単位数－資格試験関係－」（以下「別表１」

という。）に示されています。所属する学科によって当該資格が異なります。また、指定されたプロジェ

クト活動に対する認定単位数は別表２「課題学修による認定単位数－コンテスト関係－」（以下「別表２」

という。）に示されています。 

課題学修の単位認定には次の規則があります。 

● 各学年で認定する単位数は資格試験関係とコンテスト関係を併せて３単位までとする。ただし、別表

１の他学科の資格による認定は２単位を上限とする。

● 本校入学から３年次 12 月末までに課題学修の条件を満たし、同年度１月までに単位認定申請がされ

た資格は、審査を経て問題がなければ４年次（次年度）の課題学修単位として認める。（下図①）

● 本校入学から４年次 12 月末までに課題学修の条件を満たし、同年度１月までに単位認定申請がされ

た資格は、審査を経て問題がなければ５年次（次年度）の課題学修単位として認める。（下図②）た

だし、３年次１月までに単位認定申請がされた資格については除く。

● ４年次１月以降５年次 12 月末までに課題学修の条件を満たし、同年度１月までに単位認定申請がさ

れた資格は、審査を経て問題がなければ５年次の課題学修単位として認める。（下図③）

●：資格取得 ▲：課題学修単位認定申請 ■：課題学修単位認定

（資格試験関係の規則） 

● 同一学年において級が異なる同種の試験に合格した場合は、上級の資格のみ対象とする。

● ４年次に単位が認められた資格試験の上級の試験に５年次に合格した場合は、差分の単位数のみ認定

する。

（コンテスト関係の規則） 

● 原則、正選手（出場選手）を対象とする。ただし、出場チームに正式に所属し、出場選手枠のために

出場できなかったがチームへの貢献が大きい者に関しては、指導教員の推薦があり、審議で承認され

た場合は出場選手と同等に扱う。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

②

①

③

資料3-2-5-(2)-07

資料タイトル「資格取得による単位認定についての資料」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P120-125」409



単位認定の手続き 

課題学修による単位認定を希望する場合は、当該年度の期日までに次の手続きを完了してください。 

①クラス担任から「課題学修単位認定申請書」をもらい、所定事項を記入してください。

②申請書に当該資格試験の合格通知書・免状などの原本とコピー（コンテストの場合は関係資料）を添

えて、クラス担任の確認を受け、確認印をもらってください。（原本は返却してもらって下さい。）

③クラス担任は申請書と添付書類を教務主事へ提出して下さい。
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別表１  課題学修による単位の認定数 －資格試験関係－（平成 27年度以降入学生適用） 

資   格   名 
認定 
単位数 

電気電子 
工学科 

機械工学科 
グローバル 
情報学科 

実用英語技能検定 

（英検） 

２級 1 ○ 

準１級 2 ○ 

１級 3 ○ 

工業英語能力検定 ３級 1 ○ ○ ○ 

２級 2 ○ ○ ○ 

１級 3 ○ ○ ○ 

ＴＯＥＩＣ 540～699 1 ○ 

700～899 2 ○ 

900以上 3 ○ 

実用数学技能検定 ２級 1 ○ ○ ○ 

準１級 2 ○ ○ ○ 

１級 3 ○ ○ ○ 

ＣＡＤ利用技術者試験 2次元 CAD利用技術者試験基礎 1 ○ 

2次元 CAD利用技術者試験 2級 2 ○ 

2次元CAD利用技術者試験1級（機械） 3 ○ 

3次元 CAD利用技術者 2級 2 ○ 

3次元 CAD利用技術者準 1級 3 ○ 

3次元 CAD利用技術者 1級 3 ○ 

機械設計技術者 ３級 2 ○ 

ドットコムマスターア

ドバンス 

シングルスター 1 ○ ○ 

ダブルスター 2 ○ ○ 

情報処理技術者 ＩＴパスポート 2 ○ 

基本情報技術者 2 ○ ○ ○ 

その他情報処理技術者試験 2 ○ 

情報技術検定 １級 2 ○ 

デジタル技術検定 ２級情報 1 ○ 

２級制御 1 ○ 

１級情報 2 ○ 

１級制御 2 ○ 

電気通信の工事担任者 ＡＩ２種 1 ○ 

ＡＩ１種 2 ○ 

ＤＤ２種 1 ○ 

ＤＤ１種 2 ○ 

ＡＩ・ＤＤ総合種 3 ○ 

電気工事士 ２種 1 ○ 

ｃｃｃ１種 2 ○ 

電気通信主任技術者 伝送交換主任 2 ○ 

線路主任 2 ○ 

陸上無線技術士 ２級 2 ○ 

１級 3 ○ 

電気主任技術者 ３種 2 ○ 

２種 3 ○ 

危険物取扱者 乙種（６類全て） 1 ○ 

甲種 1 ○
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別表２  課題学修による単位の認定数 －コンテスト関係－（平成 27年度以降入学生適用） 

コンテスト名 
認定 
単位数 

電気電子 
工学科 

機械工学科 
グローバル 
情報学科 

全国高専ロボット 

コンテスト※1 
全国大会出場 2 ○ ○ ○ 

全国大会入賞 3 ○ ○ ○ 

全国高専プログラミング 

コンテスト※2 
競

技 

部

門 

準々決勝進出 2 ○ ○ ○ 

入賞 3 ○ ○ ○ 

その他特例※3 1 ○ ○ ○ 

競

技 

部

門 

以

外 

本選に出場 1 ○ ○ ○ 

何らかの賞を受賞 
（敢闘賞を除く） 2 ○ ○ ○ 

最優秀・優秀賞 3 ○ ○ ○ 

東海北陸地区小水力発電アイデア 

コンテスト 
何らかの賞を受賞 1 ○ ○ ○ 

その他のコンテスト 顧問、指導教員から推薦があった場合、教務委員会および学務会議
で審議し決定する 

※1、※2 ５年生の卒業研究は除く。 

※3 全国大会に出場し、指導教員により準々決勝進出相当の努力が認められた場合、審議で承認 
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別表１  課題学修による単位の認定数 －資格試験関係－（平成 26年度以前入学生適用） 

資   格   名 
認定 
単位数 

電気電子 
工学科 

機械工学科 
グローバル 
情報工学科 

実用英語技能検定 

（英検） 

２級 1 ○ 

準１級 2 ○ 

１級 3 ○ 

工業英語能力検定 ３級 1 ○ ○ ○ 

２級 2 ○ ○ ○ 

１級 3 ○ ○ ○ 

ＴＯＥＩＣ 540～699 1 ○ 

700～899 2 ○ 

900以上 3 ○ 

実用数学技能検定 ２級 1 ○ ○ ○ 

準１級 2 ○ ○ ○ 

１級 3 ○ ○ ○ 

ＣＡＤ利用技術者試験 2次元 CAD利用技術者試験基礎 1 ○ 

2次元 CAD利用技術者試験 2級 2 ○ 

2次元CAD利用技術者試験1級（機械） 3 ○ 

3次元 CAD利用技術者 2級 2 ○ 

3次元 CAD利用技術者準 1級 3 ○ 

3次元 CAD利用技術者 1級 3 ○ 

機械設計技術者 ３級 2 ○ 

ドットコムマスターア

ドバンス 

シングルスター 1 ○ ○ 

ダブルスター 2 ○ ○ 

ＣＧクリエイター検定 エキスパート 2 ○ 

ＣＧエンジニア検定 エキスパート 2 ○ 

マルチメディア検定 エキスパート 2 ○ 

情報処理技術者 ＩＴパスポート 2 ○ 

基本情報技術者 2 ○ ○ ○ 

その他情報処理技術者試験 2 ○ 

情報技術検定 １級 2 ○ ○ 

デジタル技術検定 ２級情報 1 ○ ○ 

２級制御 1 ○ ○ 

１級情報 2 ○ ○ 

１級制御 2 ○ ○ 

電気通信の工事担任者 ＡＩ２種 1 ○ 

ＡＩ１種 2 ○ 

ＤＤ２種 1 ○ 

ＤＤ１種 2 ○ 

ＡＩ・ＤＤ総合種 3 ○ 

電気工事士 ２種 1 ○ 

１種 2 ○ 

電気通信主任技術者 伝送交換主任 2 ○ 

線路主任 2 ○ 

陸上無線技術士 ２級 2 ○ 

１級 3 ○ 

電気主任技術者 ３種 2 ○ 

２種 3 ○ 

危険物取扱者 乙種（６類全て） 1 ○ 

甲種 1 ○413



別表２  課題学修による単位の認定数 －コンテスト関係－（平成 26年度以前入学生適用） 

コンテスト名 
認定 
単位数 

電気電子 
工学科 

機械工学科 
グローバル 
情報工学科 

全国高専ロボット 

コンテスト※1 
全国大会出場 2 ○ ○ ○ 

全国大会入賞 3 ○ ○ ○ 

全国高専プログラミング 

コンテスト※2 
競

技 

部

門 

準々決勝進出 2 ○ ○ ○ 

入賞 3 ○ ○ ○ 

その他特例※3 1 ○ ○ ○ 

競

技 

部

門 

以

外 

本選に出場 1 ○ ○ ○ 

何らかの賞を受賞 
（敢闘賞を除く） 2 ○ ○ ○ 

最優秀・優秀賞 3 ○ ○ ○ 

東海北陸地区小水力発電アイデア 

コンテスト 
何らかの賞を受賞 1 ○ ○ ○ 

その他のコンテスト 顧問、指導教員から推薦があった場合、教務委員会および学務会議で
審議し決定する 

※1、※2 ５年生の卒業研究は除く。 

※3 全国大会に出場し、指導教員により準々決勝進出相当の努力が認められた場合、審議で承認 
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平成 30年度 国際交流プログラム 説明会、引率記録 

海外英語研修 （２年生希望学生） 

2 月 27 日 パスポート申請説明会 

4 月 2 日  願書記入説明会 

4 月 23 日 ビザ申請書類記入説明会 

5 月 7 日  I-20 記入説明会 

5 月 28 日 海外英語研修説明会 

6 月 13 日 在大阪米国領事館ビザ面接（宮野引率） 

6 月 22 日 事前学習説明会 

6 月 26 日 海外英語研修最終説明会（参加学生＋保護者対象） 

7 月 9 日～8 月 6 日 海外英語研修引率 

（参加学生 16 名、引率宮野、オガワ、エバンス【7 月 9 日～7 月 21 日】） 

ニュージーランド留学 （３年生希望学生） 

4 月 13 日 第 3 回留学内定学生および保護者対象説明会 

（平成 30 年度留学学生＋保護者対象） 

4 月 21 日 帰国報告会（平成 29 年度留学学生による発表、平成 30 年度留学学生聴講） 

4 月 25 日～3 月 16 日 オタゴポリテクニク留学（平成 30 年度留学学生 19 名） 

4 月 25 日～4 月 29 日 上記入国の引率、オタゴポリテクニクオリエンテーション参加（宮野） 

9 月 27 日 オタゴポリテクニク留学説明会（希望学生＋保護者対象） 

12 月 19 日 パスポート取得説明会 

1 月 10 日 レントゲン撮影書類記入説明会 

1 月 24 日 第 1 回留学内定学生および保護者対象説明会（参加学生＋保護者対象） 

1 月 30 日 ホームステイ書類記入説明会（参加学生＋保護者対象） 

2 月 21 日 ビザ申請書類記入説明会 

2 月 2８日 ビザ用レントゲン撮影（於：大阪回生病院）引率（宮野） 

3 月 17 日 第２回留学内定学生および保護者対象説明会（参加学生＋保護者対象） 

3 月 18 日 帰国オリエンテーション（平成 30 年度留学終了学生 19 名対象） 

資料3-2-5-(2)-08

資料タイトル「海外留学に関する支援がわかる資料」

出典「事務局国際交流事務係作成資料」415



シンガポール修学旅行  （４年生） 

7 月 3 日   第 1 回説明会（パスポート申請案内）（参加学生＋担任対象） 

10 月 16 日 第 2 回説明会（旅程、班割、心得、スポーツ交歓会、持ち物等案内） 

（参加学生＋担任対象） 

10 月 30 日 第 3 回説明会（添乗員紹介、集合時間確認）（参加学生＋担任対象） 

11 月 3 日～11 月 10 日 修学旅行 引率 

（参加学生 99 名、引率【クラス担任】藤島・金井・袖、向井、宮野、津田） 

ラーニングエクスプレス  （４年生希望者・上限６名） 

5 月 29 日  ラーニングエクスプレス報告会（平成 29 年度参加学生 4 名） 

10 月 10 日 説明会の案内送付 

11 月 13 日 希望者対象説明会（参加希望学生＋保護者） 

12 月 12 日 参加合否通知書送付 

1 月 24 日  現地（インドネシア）に関する説明会 

2 月 2 日  デザインシンキングワークショップ 

2 月 25 日 最終説明会（参加希望学生＋保護者） 

3 月 10 日～3 月 23 日 ラーニングエクスプレス 引率（参加学生 6 名、引率津田） 
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キャリアデザインノートの作成 

各学年のキャリア教育に合わせた、キャ

リアデザインノートが作成されており、

各活動に合わせたシートに学生が取り

組みを記入し、保存していくこととなっ

ている。 

キャリアデザインに関する講演会や取

り組み、進路指導ガイダンス等について

は、このキャリアデザインノートに実施

記録が残されていき、５年間を通したキ

ャリアデザイン教育が行われることと

なっている。 

資料3-2-5-(3)-01

資料タイトル「キャリア・進路に関する教育の記録がわかる資料」

出典「キャリアデザインノート」425
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資料3-2-5-(3)-02

資料タイトル「３年生対象金沢工業大学編入学説明会の報告」

出典「ICT公式ウェブサイト Topic News」
427
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平成３０年度 進路説明会

日 時 平成３０年９月７日(金) １８時３０分 

場 所 ３階合同講義室   

配付資料 

【目次】  

１. 平成２９年度 進路先一覧 ················································   2

２. 過去３年間の就職先一覧  ················································   3

３. 平成３０年度進路活動の予定  ············································   6

参考 第２回進路希望調査書   ················································  7 

参加保護者人数 

電気電子工学科：15名 

機械工学科：24名 

グローバル情報学科：24名 

資料3-2-5-(3)-04

資料タイトル「４年生保護者対象進路説明会の実施概要がわかる資料」

出典「事務局保管資受付名簿より作成」
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国際交流活動に関する実施データ
海外英語研修 ＯＰ留学 修学旅行 ラーニングエクスプレス マイルプログラム

２年希望者 ３年希望者 ４年生 ４年生希望者 希望学生家庭

アメリカ ニュージーランド シンガポール 東南アジア各国 日本

セントマイケルズ大学 オタゴポリテクニク シンガポール理工学院 シンガポール理工学院　他 シンガポール理工学院

語学研修 留学プログラム 学生交流・観光 問題解決型プロジェクト ホームステイ受け入れ

３～４週間 １１カ月 １週間 ２週間 ２週間

選択科目４単位 ３年次単位と互換 なし なし なし

基本全員参加 選考・人数上限有り

平成２８年度 ３２名 １２名 １０２名
６名

（タイ・チェンマイ）
１２名

平成２９年度 １９名 １６名 ８５名
４名

（タイ・チェンマイ）
１２名

平成３０年度 １６名 １６名 ９９名
６名

（インドネシア・
ジョグジャカルタ）

１２名

単位認定

その他

参
加
人
数

名称

対象

実施国

提携先

内容

期間

資料3-2-5-(3)-06

資料タイトル「海外提携校との交流実績がわかる資料」

出典「国際交流活動の記録資料より作成」433



国際高等専門学校学生会会則 
第１条 本会は、国際高等専門学校学生会と称する。 

第２条 本会は、学校の指導のもとに学生が自発的な活動を行い、それを通して自治的精神の向上を図り、人格を陶冶し、高等専門教育の 

目的達成に資することを目的とする。 

第３条 本会は、国際高等専門学校（以下「本校」という。）の全学生（以下「会員」という。）をもって構成する。 

第４条 本会に次の役員を置く。 

１）会  長 １名  ２）副 会 長 ２名 

３）書  記 ２名  ４）会   計 ２名 

５）監査委員 ３名 

第５条 役員は、会員中より選挙によって選出される。 

第６条 役員の任期は、１年とし毎年11月1日から翌年の10月31日までとする。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間 

とする。 

２ 役員は、任期が満了しても次期役員が就任するまではその任務を続けなければならない。 

第７条 役員（監査委員を除く。）は、学生会議会の議員の３分の２以上の要求があれば辞職しなければならない。 

第８条 役員は、病気又はその他の理由により職務を執行できないときは辞職しなければならない。 

第９条 役員に欠員が生じた場合には、２週間以内に補欠選挙を行わなければならない。 

第 10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。ただし、校外の他の団体と関連ある場合には、本校の学生主事の指導承認を受けなけれ

ばならない。 

第11条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 

第12条 書記は、議会の書記を兼任し、記録書類の整備保管に当たり、その庶務的事務を取り扱う。 

第 13条 会計は、本会の会計に関する事務を取り扱い、学生主事との連絡のもとに本会の財務管理に当たり、出納については本校の事務

局長に委任する。 

第14条 学生会議会（以下「議会」という。）は、本会の最高議決機関であり、役員、次条に定める議員及び第29条に定める専門委員会

の委員長をもってこれを組織する。ただし、議決権は議員のみに与えられる。 

第15条 議員は、各学級より選出された学級委員２名が兼任する。 

２ 議員の任期は半年とし、前期は４月１日から同年10月15日まで、後期は10月16日から翌年３月31日までとする。 

第16条 議員は、議会で行った演説、討論又は評決について議会外で責任を問われない。 

第17条 部の部長及び主務は、必要に応じて議会に出席することができる。ただし、発言権のみを有するものとする。 

第18条 定例議会は、毎年５月及び11月に開催し、議長が招集する。 

第19条 臨時議会は、次の場合に開かなければならない。 

（1）執行委員会が必要と認めたとき。 

（2）総議員の３分の２以上の要求があったとき。 

２ 臨時議会は議長が招集する。 

第20条 議会は、総議員の３分の２以上の出席により成立する。 

２ 議会を欠席する場合は、委任状を提出しなければならない。 

第21条 議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

第22条 議会の招集期日、場所、議題は、議会開会の３日以前に公示しなくてはならない。ただし、臨時議会の場合はこの限りでない。 

第23条 議長は議員の互選によって選出され、副議長は議長が指名する。 

第24条 議長、副議長の任期については、第15条第２項の規定を準用する。 

第25条 本会の最高の執行機関は、執行委員会とする。 

第26条 執行委員会は、第４条に定める役員（監査委員を除く。）及び第29条に定める専門委員会の委員長をもって組織する。 

第27条 執行委員会は、本会に必要な事項の原案を作り議会に提出する。 

第28条 執行委員会は、議会の決議事項を執行する。 

第29条 本会に執行委員会の職務を補佐するために、次の専門委員会を設置する。 

（１）学級委員会  （２）文化委員会  （３）体育委員会 

（４）公安委員会  （５）特教委員会  （６）部活動委員会 
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第30条 学級委員会は、学級委員によって組織し、学生会の運営に協力する。 

第31条 文化委員会は、文化委員によって組織し、文化的行事の運営に協力する。 

第32条 体育委員会は、体育委員によって組織し、体育的行事の運営に協力する。 

第33条 公安委員会は、公安委員によって組織し、学生主事との連絡のもとに校紀校風の刷新向上にあたる。 

第34条 特教委員会は、特教委員によって組織し、学校行事の運営に協力する。 

第35条 部活動委員会は、各部の部長によって組織し、各部の健全な活動向上にあたる。 

第36条 専門委員会に委員の互選により選任された委員長１名、副委員長１名を置く。 

第37条 その他必要に応じ議会の承認を得て特別専門委員会を設けることができる。 

第 38条 本会には、会員の健全な趣味、豊富な教養、強健な体力を養うとともに集団協力の態度を培うために、別表に掲げる部及び同好

会を置く。 

第39条 部には、部長及び主務を置く。 

第40条 部の新設、合併及び廃部は、部活動委員会で協議議決した後、議会で協議可決し、校長の承認を得て決定する。 

第41条 会員の同好者をもって構成する同好会の新設は、部活動委員会の議決、議会の承認及び校長の決定により認めるものとする。 

第42条 監査委員会は、本会の監査機関である。 

第43条 監査委員会は、３名の監査委員をもって組織する。 

第44条 選挙管理委員会は、各学級から２名ずつ選出された委員をもって組織し、役員の選挙の管理に当たる。 

第45条 選挙管理委員会は、委員の互選によって選出された委員長、副委員長各１名を置く。 

第46条 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月31日までとする。 

第47条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。 

第48条 本会の予算、決算は、議会の承認を受けるものとする。 

第 49条 校長は、本会の最高顧問として本会の議決が学校行政や学生指導に障害を及ぼし、若しくは校長の法的責任を侵すと認めたとき

は、これを拒否することができる。 

第50条 本会には、校長によって任命された学生会顧問教員を置く。 

第51条 部には、校長によって任命された部顧問教員を置かなければならない。 

第52条 この会則の改正は、議会の総議員の３分の２以上の賛成で議決され、校長の承認を得て施行される。 

 

学生会組織図   別表 
         
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

本会の運営に必要な事項は細則で定める。 

１ この会則は昭和41年４月１日より施行する。 

（２〜４は省略する） 

５ この会則は、平成19年４月１日から施行する。 

６ この会則は、平成21年４月１日から改正施行する。 

 

運動部 文化部 

１）陸上競技部 8 ）卓球部 １）吹奏楽部 

２）バレーボール部 9 ）バドミントン部 ２）放送・無線部 

３）バスケットボール部 10）水泳部 ３）電子計算機部 

４）ソフトテニス部 11）剣道部 ４）写真部 

５）テニス部 12）柔道部 ５）美術部 

６）野球部 13）スキー部 ６）ハンズオン部 

７）サッカー部 14）ハンドボール部 ７）将棋部 
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国際高等専門学校課外活動細則 
第１章 総則 
第１条 本細則は、国際高等専門学校学生会会則（以下「学生会会則」という。）に定める部及び同好会の活動等について必要な事項を定

めるものである。 

第２章 部活動 

第２条 部は、国際高等専門学校（以下「本校」という。）の学生（以下「会員」という。）の中で同様な趣味、特技、目的をもった有志に

よって構成され、入退部は自由とする。 

第３条 部には次の役員を置く。 

部長 １名 

主務 １名 

第４条 部長は部員の統轄者となり、部活動委員会に出席する。 

第５条 主務は部長を補佐、代行し、主として事務、会計、部室管理を行う。 

第６条 部は、次の各号に定める行事に参加又は実施する場合は、行事参加許可願を提出して校長の許可を受け、行事終了後 10日以内に

報告書を提出しなければならない。 

（1）学外行事に参加する場合 

（2）合宿又は休暇中（休日、祝祭日を含む。）に練習をする場合 

（3）練習試合（交歓会等を含む。）を実施する場合 

（4）その他学内外において行事を実施する場合 

第７条 行事参加許可願の用紙は本校の事務局より交付を受け、部顧問教員、学生会顧問教員、学生主事、校長の順に承認を受ける。 

２ 行事参加許可願は、活動記録及び行事要項、計画書、日程表等を添付して提出するものとする。 

３ 行事参加許可願は、原則として行事実施日の１週間前までに提出し、費用請求伝票を添付するものとする。 

第８条 部が学内外に印刷物を掲示する場合は、定められたポスター用紙を使用し、学生会顧問教員の許可及び場所指定を受けなければな

らない。 

第９条 部は、４月30日及び10月31日現在の部員名簿を規定の用紙により作成し、年２回、学生会会長及び学生会顧問教員に各１部ず

つ提出する。 

第10条 部役員に変更のあった場合は、その都度、学生会会長、学生会顧問教員に報告する。 

第11条 部は、年度始めに学生会会長より部日誌を受領し、必要事項を記入のうえ年度末に返納する。 

第12条 部予算は、定められた用紙により行事計画書を作成のうえ、12月中に学生会会長に申請しなければならない。 

２ 提出期間を過ぎたもの、又は定められた用紙を用いていないものはこれを受け付けない。 

３ 部の予算執行は、原則として学生会議会における予算成立後でなければならない。 

４ 予算の収入及び支出はすべて学生会会計が当たる。 

５ 部の経費支出は定められた請求書に必要事項を記入し、部顧問教員、学生会会計、学生主事の順に承認を得て、事務局に提出する。 

６ 前項における請求書の承認をうけようとするときは、必ず事項、計画書、日程表を添付しなければならない。 

７ 部は予算額を超えて使用してはならない。ただし、学生会議会の承認を得た場合はその限りではない。 

８ 学生会議会の承認を得ないで予算額を超えて使用した場合は、会計年度内に、主務は責任をもってその超過額を学生会会長を通じ返済

しなければならない。 

９ 部は、日誌により、金銭出納帳、物品購入台帳、備品台帳を作成し、予算使途を明白にして監査に応ずるものとする。 

10 個人的な物品の購入は個人負担を原則とし、部の予算を使ってはならない。 

11 部活動に不必要なものは、予算により購入してはならない。 

12 部員相互の親睦に要する経費への予算の流用は認めない。 

13 予算は原則として申請以外のものに使用してはならない。 

14 概算払いの場合は、対外行事、遠征等の終了後10日以内に予算使用の明細書に旅館その他の領収書を添えて学生会会計に提出し、残

金が生じた場合には、学生会会計を通じて返納しなければならない。 

15 会計年度中の同好会の新設に伴う補助金は育成費を当てるものとする。 

16 会計年度中の部の降格、活動停止、解散に伴う部費の残額は育成費に繰り入れるものとする。 

17 会計年度中に部、同好会が合併した場合の予算額は、合併以前の予算の合計額とする。 

第13条 部の連絡機関として、各部の部長を委員として構成される部活動委員会を設ける。 

第14条 部活動委員会は委員の互選によって委員長１名、副委員長１名を定め、委員長は委員会の議長となる。 

２ 副委員長には、委員長より下級学年の者を選出する。 
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第15条 部活動委員長の任免等は、学生会会則の役員規定に準じてこれを行うものとする。 

第16条 部は、会員の自由意志に基づいて組織されるという原則に従い、入・退部金の徴収はこれを厳禁する。 

第 17条 部費の徴収は、原則として禁止する。ただし特別な理由により徴収の必要があるときは、部顧問教員及び学生会顧問教員の承認

をうけ、その指示に従うこととし、部費の使途を明確にしなければならない。 

 

第３章 部室の管理 
第18条 学生会会長は、部室又は部室に設備を必要とするときは、学生主事に願い出るものとする。 

第19条 部室は部の目的以外に使用してはならない。 

第20条 部室の管理責任者は部の主務とする。 

第21条 部室の設備の変更には、学生会会長及び学生会顧問教員の承認を要する。 

第 22条 部室の設備、備品を部活動の目的以外に使用して減失、破損したときは、学生会会長は管理使用の部に対して弁償を求めること

ができる。 

第23条 部室の使用管理が不当と認められたときは、学生会会長又は学生会顧問教員は部室の使用を禁止することができる。 

第24条 学生会会長及び学生会顧問教員は、担当者を指定して部室の管理状況、設備、備品の監査を行うことができる。 

第25条 その他部室の管理に関する権限は、学生会会長及び学生会顧問教員に委ねる。 

 

第４章 遠征費等の補助 
第26条 遠征とは、校長が認めた公式の対外行事に本校代表として参加することをいう。 

第27条 連盟加入費及び大会参加費は、原則として学生会経費からの全額支出を認める。 

第28条 遠征費の補助は、交通費及び宿泊費に対してのみ行う。 

第29条 遠征費補助の対象となる費用は、必要最小限でなければならない。 

２ 他から補助のある場合には、補助された額の残額を補助対象の費用とする。 

第 30 条 遠征費の補助は、事務局に提出された行事参加許可願及び次条から第 37 条の規定に基づき、学生会会長及び学生会顧問教員が

算定する。 

第31条 交通費は、次の各号の基準をもって補助額を計算する。 

（1）本校と開催地間の距離及び料金が最短かつ最低となる行程。 

（2）学割、団体割引が利用可能な交通機関においてはこれを利用するものとし、特急料金の補助は原則として北陸三県以外の地に遠征す

るときとする。 

（3）船の利用は鉄道が利用できないときに限る。 

（4）バスの利用は原則として鉄道が利用できないときに限る。 

（5）開催地内においては、原則として補助しない。 

第32条 運動部に対する交通費は、前条の規定に基づくほか次の各号の基準をもって補助額を決定する。 

（1）全国高専体協の主催する大会、国体及び全国大会に地区代表として参加する場合は、全額を支給する。 

（2）前号に該当しない大会等に参加する場合は、半額を補助する。 

（3）前各号以外の団体、個人の公式大会等に参加する場合は、その都度、学生会会長及び学生会顧問教員において決定する。 

第33条 文化部に対する交通費は、第31条の規定に基づくほか次の各号の基準をもって補助額を決定する。 

（1）高専連盟が主催又は共催する発表会、研究会、会合等に地区代表として参加する場合は、全額を支給する。 

（2）前号に該当しない発表会等に参加する場合は、半額を補助する。 

（3）前各号以外の団体、個人の公式大会等に参加する場合は、その都度、学生会会長及び学生会顧問教員において決定する。 

第34条 第32条第１号及び前条第１号に該当する行事に参加する場合の宿泊費は、全額を支給する。 

第 35条 第 32条第２号及び第33条第２号に該当する行事に参加する場合の宿泊費は、１泊につき半額を原則として補助する。ただし、

第第32条第３号及び第33条第３号の規定に準ずる。 

第36条 県内大会への参加は日帰りを原則とする。 

２ 県外大会において宿泊を要するときは、大会前日から大会終了日前日までを原則とする。 

第 37条 交通費及び宿泊費の全額支給が補助の対象となる行事への参加人数は、行事要項に基づく正式エントリー数に主務を加えた人数

とする。ただし、主務が選手を兼ねる場合には他に１名に限り追加することができる。 

 

第５章 同好会 
第38条 同好会の新設は、会員10名以上をもって組織し、代表責任者１名を定め、同好会顧問教員１名を置かなければならない。 

第39条 同好会新設願は、学生会会長及び学生会顧問教員あてに各1部ずつ提出しなければならない。 

第40条 同好会新設願は、部活動委員会がその趣旨内容を検討した後、意見書を添えて学生会議会へ提出され、新設の可否が決議される。 
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第41条 同好会の新設は重要案件として取扱われ、学生会議会に出席する全議員の３分の２の賛成を要する。 

第42条 学生会議会が同好会の新設を可決したときは、学生会顧問教員、学生主事、校長の承認を必要とする。 

第 43条 すべての承認が得られた新設の同好会は、学生会会長及び学生会顧問教員が連名で発行する同好会活動許可証を受領したその日

から活動を開始することができる。 

第44条 同好会は、行事参加許可願の提出により対外行事に参加することができる。 

第 45条 同好会の経費は原則として個人負担とする。ただし、学生会活動若しくは学内行事に参加した場合にあっては、学生会会長が認

めた範囲内において、それに要した経費の援助を受けることができる。 

第46条 同好会の会計事務は、代表責任者が責任をもってこれを担当する。ただし、専任の主務を会員中より選出した場合は、この限り

ではない。 

第47条 同好会は出納簿を作り、金銭の使途を会員、同好会顧問教員及び執行委員会に対して明らかにしなければならない。 

第 48条 同好会は会計事務、活動状況、会員数、その他について執行委員会より報告を求められた場合は、直ちに報告書を提出しなけれ

ばならない。 

第49条 同好会には原則として部室は与えられない。また、活動場所についても部が優先する。 

第50条 同好会は、次の各号の条件がすべて満たされた場合にのみ部に昇格し、部としての活動が認められる。 

（1）執行委員会の調査により、設立６ヵ月後において会員数が増加し、活動状況が活発であり、活動内容が健全と認められたとき。 

（2）部活動委員会において出席委員の３分の２以上の推薦があったとき。 

（3）学生会議会の出席議員の３分の２以上の議決があったとき。 

（4）学生会顧問教員の承認があったとき。 

第51条 同好会の部昇格は年度末とする。 

 

第６章 活動の停止、解散命令 

第 52条 部及び同好会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、執行委員会の調査結果に基づき、部活動委員会の過半数の議決、学生

会議会の出席議員の過半数の議決によって、部には同好会への降格、同好会には解散を命じられることがある。 

（1）会員の減少が著しいとき。 

（2）活動状況に活発性又は健全性が認められないとき。 

（3）活動状況の連絡、報告が明確でないとき。 

第53条 学生会会長及び校長は、次の各号に該当する部及び同好会の活動の停止及び解散を命ずることができる。 

（1）本校学生としての本分を逸脱する行為が会員中の個人又は団体にあったとき。 

（2）本校の名誉を著しく傷つける行為があったとき。 

 

附則 

１ この課外活動規定は昭和44年４月１日より施行する。 

（２〜４は省略する） 

５ この課外活動規定は平成11年４月１日より施行する。 

６ この課外活動細則は平成19年４月１日から施行する。 
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部活動名、顧問教員および監督コーチ 部活動総監督 瀧本明弘 

部 顧問名 監督・コーチ 

陸上競技 ○谷口萌未、金井 亮

バレーボール ○中泉俊一

バスケットボール ○諸谷徹郎、津田明洋、潟辺 豊 安原和秀 

ソフトテニス ○大崎富雄、袖 美樹子 松井 洋 

テニス ○木原 均、宮野 肇、上田清史 丸田豊司 

野球 ○井上恵介、藤島悟志、瀧本明弘（兼） 西野雅昭 

サッカー ○宮野純光、松下臣仁

卓球 ○兒玉浩一、南出章幸

バドミントン ○直江伸至、坂井仁美

水泳 ○藤澤 武、竹俣一也

剣道 ○小間徹也、平泉紀房、ジャスティン・ハン

柔道 ○土地邦生、ハヤト・オガワ

スキー ○高橋丈雄 池田彰二（10月～） 

ハンドボール ○瀧本明弘、イアン・スティーブンソン

吹奏楽 ○坂倉忠和 米森信夫 

放送・無線 ○今澤明男、千徳英一

電子計算機 ○田村景明

写真 ○伊藤 周、ロバート・ソンガー

美術 ○小髙有普

ハンズオン ○伊藤恒平、伊勢大成

将棋 ○松本昇久

○印は主任顧問

プロジェクト 

プロジェクト 顧問名 

ロボコン夢考房プロジェクト ○伊勢大成

ロボコン（卒研）プロジェクト ○林 道大

プロコンプロジェクト ○田村景明、藤澤 武、伊藤 周、ロバート・ソンガー

小水力発電プロジェクト ○直江伸至

特別講座 

プロジェクト 顧問名 講師 

華道講座 ○宇都宮隆子 南川穂和 

資料3-2-6-(2)-01
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月 団体名 活動内容 学生参加人数 引率教員

卓球部 大会参加 4 兒玉浩一

将棋部 大会参加 2 松本昇久

サッカー部 練習試合参加 11 松下臣仁

卓球部 大会参加 11 兒玉浩一

陸上部 大会参加 1 谷口萌未

サッカー部 大会参加 11 松下臣仁・宮野純光

卓球部 大会参加 6 兒玉浩一・南出章幸

バドミントン部 大会参加 7 直江伸至・坂井仁美

硬式テニス部 大会参加 12 木原均・宮野肇

水泳部 大会参加 2 藤澤武

バドミントン部 試合参加 3 坂井仁美

卓球部 大会参加 10 兒玉浩一

陸上部 大会参加 8 谷口萌未

水泳部 大会参加 6 藤澤武

バスケットボール部 大会参加 12 津田明洋

バドミントン部 大会参加 6 直江伸至・坂井仁美

ハンドボール部 大会参加 17 瀧本明弘

剣道部 大会参加 7 小間徹也

サッカー部 大会参加 17 松下臣仁・宮野純光

硬式テニス部 大会参加 16 宮野肇

ソフトテニス部 大会参加 7 大崎富雄

バスケットボール部 大会参加 11 津田明洋

ハンズオン部 大会参加 4 伊藤恒平

8

吹奏楽部 予選会参加 1 坂倉忠和

陸上部 予選会参加 1 谷口萌未

ハンズオン部 大会参加 4 伊藤恒平

電子計算機部 大会参加 3 田村景明

バドミントン部 大会参加 2 大崎富雄・坂井仁美

サッカー部 大会参加 10 宮野純光

サッカー部 大会参加 9 宮野純光・松下臣仁

ロボコン 大会参加 8 伊勢大成・林道大

ハンズオン部 大会参加 4 伊藤恒平

バスケットボール部 大会参加 13 津田明洋

卓球部 大会参加 11 兒玉浩一・南出章幸

剣道部 大会参加 4 小間徹也・平泉紀房

1 スキー部 大会参加 1 高橋丈雄

3 ハンドボール部 練習試合参加 12 瀧本明弘

11

12

平成30年度　課外活動引率状況

5

6

7

9

10

資料3-2-6-(3)-01
資料タイトル「課外活動の支援状況がわかる資料」

出典「事務局作成資料」441
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国際高等専門学校学生寮規程

2 

ができる。 

（教職員の配置） 

第６条 学生寮の管理運営、学生の教育及び生活指導等を行うため、学生寮に次の各号に掲げる業務

を担当する教職員のほか、必要に応じその他の教職員を配置する。 

(1) ラーニング・メンター(LM)は、学生寮における学生の夜間学習指導を担当する。 

(2) レジデント・アドバイザー(RA)は、学生寮における学生の生活指導を担当する。 

第３章 学生寮生活 

（入寮） 

第７条 本校の１年次学生及び２年次学生（以下「寮生」という。）は、学生寮に入寮しなければなら

ない。 

２ 入寮に当たっては、定められた期限までに、指定された書類を校長に提出しなければならない。 

３ 校長は、入寮を許可した者が前項の手続きを完了しないとき、又は虚偽の記載が判明したときは、

入寮許可を取り消すことができる。 

（順守義務） 

第８条 入寮した１年次学生及び２年次学生は、本校が定める諸規則、学生寮利用の手引き、寮生心

得等を順守するほか、教職員の指示に基づき行動しなければならない。 

（退寮） 

第９条 校長は、寮生が次に掲げる各号の一に該当したときは、当該寮生に対し一次的な又は完全な

退寮を命ずることができる。 

(1) 国際高等専門学校学則、その他本校が定める諸規則に違反したとき。 

(2) 疾病その他の事由により保健衛生上、共同生活に適しないと認めるとき。 

(3) 休学を許可されたとき、又は退学（除籍を含む。）若しくは停学を命ぜられたとき。 

(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為があったとき。 

(5) その他学生寮の管理運営上、著しく支障をきたす行為があったとき。 

２ 退寮に当たっては、居室を原状復帰し、レジデント・アドバイザーの検認を受けなければならな

い。 

（学生寮における教育） 

第10条 寮生は、在学期間中、学生寮においても教育を受けるものとする。 

（授業期間外の諸経費） 

第11条 授業期間外においても学生寮に在寮するときは、食費その他生活に必要な経費は、寮生の負

担とする。 

２ 寮生は、授業期間外の諸経費について、本校が定める額を本校が指定する方法で所定の期日まで

に納めなければならない。 

（ユニット・リーダー） 

第12条 学生寮には、寮生から選考したユニット・リーダー(UL)を置く。 

資料3-2-7-(2)-02  
資料タイトル「寮での生活支援者を定めた資料」

出典「国際高等専門学校学生寮規程　第６条」
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13.学生寮・施設利用の手引き

Ⅰ 学生寮運営の基本方針 

本校では、以下の基本方針のもと人間形成の場（教育寮）として学生寮を運営します。 

１．学生寮とは 

本校の学生寮は教育寮であり、「学園共同体が共有するKIT IDEALSを行動規範とし、様々な価値観を持つ人々を尊重し

互いの成長と学びを支え合う教育施設」です。  

学生寮は、「Antares」「Regulus」「Aldebaran」「Fomalhaut」の 4 棟で構成されており、男女は棟により分けられてい

ます。棟の名称となっている４つの星は、幸運を呼ぶ星“ロイヤルスター”と呼ばれており、方角・位置を表しています。

学生生活を送る学生達には白山麓の夜空を楽しみ、個を輝かせて欲しいという願いが込められています。 

２．学生寮の運営体制 

寮生の安全を確保するとともに規律ある学生活を維持するために、学生寮には RA（Resident Adviser）が常駐します。

週末や祝日等RA不在時には、警備員や教職員が代行する場合があります。各寮の玄関には、防犯カメラの他、カード認証

による防犯装置を設置し、寮生の安全に配慮しています。警備員はキャンパス内を 24 時間見回り、警備します。指導また

は管理上必要な場合、RA や教職員、警備員が居室に立入る場合があります。また、学生寮での生活を安全・安心・快適に

過ごすため、寮生自らが寮の運営に携わります。 

３．寮での生活指導等 

規律ある生活習慣を身につけ、自主・自立及び自律の精神を培うことを指導方針とします。また、多様な価値観、文化の

中で、互いの役割と自分の役割を認識し、主体的に行動できるようガイダンスや生活指導を必要に応じて行います。また、

主体的な生活態度を育成するため、寮行事の創造・活性化を通して全ての寮生の自律・責任意識の向上を図ります。 

４．寮則違反等の対応 

本校の規則、学生寮規程、この手引き等に従えない寮生で、指導等によって改善が見込まれない場合は退学等の処分を行

います。 

Ⅱ 学生寮での生活 

 学生寮の同じ棟、同じフロアで生活する寮生および空間をユニットと呼びます。ユニットメンバーの中から1名のユニッ

トリーダーを決め、ユニットリーダーはユニットメンバーの安全・安心・快適な生活の確保に努めます。 

１．学生生活の日課 

(1) RollCall 

寮生の所在と安全確認のために、1 日3回、RollCallを行います。 

① 朝：7:30

ユニットリーダーはユニットメンバーの体調確認を行うため、RollCallを行います。 

② 夕：18:30（敷地外からの帰着と食事の確認） 

ユニットリーダーはユニットメンバー全員の所在確認のため、レストラン「Golden Eagle Cafeteria」で、RollCallを

行います。  

③ 夜：23:00 

就寝前にユニットリーダーはユニットメンバーの所在確認のためRollCallを行います。（以降、就寝） 

(2) 食事 

レストラン「Golden Eagle Cafeteria」にて、定められた時間内に食事をしてください。 

朝食（平日：7:30～8:30、日曜・祝日：8:00～9:00）  

昼食（11:50～12:40） 

夕食（18:30～19:30） 

資料3-2-7-(5)-02

資料タイトル「学生寮・施設利用の手引き」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」
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夕食時に、夜食用の軽食が準備されます。必要な方は食事後各自ユニットへ持ち帰ることができます。 

(3) KIOSK 利用時間（8:00～20:00） 

 「Golden Eagle Cafeteria」横の「KIOSK」では、簡易な生活日用品や文房具、菓子・飲料類などを購入することができ

ます。 

(4) ラーニングセッション（19 :30～21 :30） 

ラーニングセッションの時間は、全員が必修とするアクティブラーニングの時間です。「Library and Work Commons」

に集まり、ラーニング・メンターが当日の振り返り、翌日以降の学習準備のほか、寮生同士のチーム学習などを必要に応じ

てサポートします。確実な学習の定着、能力獲得に向け、有効に利用してください。 

(5) シャワー・入浴   (21:30～23:00) 

各ユニット内にシャワールームが設置されています。ユニットメンバーの迷惑にならないよう、消灯までに済ませてくだ

さい。 

入浴を希望する場合は、キャンパス内にある天然温泉「はくさん比咩の湯」を無料で利用することができます。受付で学

生証を提示し、施設の利用規定を守り利用してください。 

「はくさん比咩の湯」営業時間：（月~土）14:00～21:00 （日祝祭日)12:00~21:00 ＊受付終了（20:30） 

(6) 消灯と就寝 

居室以外の共有スペースは23:00 消灯です。消灯後も勉強を続けたい場合は、各自の居室で行ってください。睡眠は健康

管理上とても重要であることから、翌日に影響が出ないように心掛けるとともに、ユニットメンバーの就寝を妨げないよう

にしてください。  

(7) 外出・外泊 

外出・外泊をする場合は、事前にRAの許可を受けて下さい。帰寮時間は18:00を厳守してください。急なトラブルで帰

寮できない場合には、必ずRAへ電話連絡をし、事情を説明して下さい。 

外出や外泊する前に以下の確認を行ってください。 

① 外出可能な時間帯は原則、6:00から18:00までであること。 

② 授業、学校行事、担当する係や当番などへの影響がないこと。 

③ 行先、行動予定、帰寮時間、連絡方法が明らかになっていること。 

④ 食事の時間を過ぎると食事はできません。帰寮が遅れる場合は事前にRAへ電話連絡をし、事情を説明してくださ

い。 

(8) 清掃 

 居室はもちろん、ユニット内の共有スペースや、洗面・脱衣、トイレ、その他共有キッチンなど、寮生が利用するスペー

スは寮生自身で清掃しなければなりません。 

２．寮への持込品 

(1) 個人の持込品は、各自の物であることが分かるようにしておいてください。 

(2) 集団生活の場であることを考えて、大型のものや他人の迷惑になるもの、設置や取り付けに工事が必要となるもの、高

価なもの、生活家電製品のほか、発熱・火災の心配のあるものなどは持ち込まないで下さい。また、自動二輪、原動機付

自転車も持ち込みできません。持ち込み不可と判断されたものは、各自で自宅などへ送るか、処分するなど、費用が発生

する場合もありますので、持込可否の不明な物品については、必ず事前にRAに確認してください。 

【持込禁止品（例）】 

① 原動機付自転車及び自動二輪車 

② 家電製品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、大型のオーディオ製品） 

③ 熱を発する家電製品（炊飯器、オーブントースター、電気ポット、コーヒーメーカー、コタツ、ストーブ、足温器、

電気毛布、布団乾燥機、アイロン等） 

④ ナイフ等の人に危害を加える恐れのあるもの 

⑤ ガソリン、シンナー等の引火性のある薬品類、お香や花火など火の気のあるもの 

⑥ その他上記以外に、周囲の人、施設・設備等に災害・危険が生じると判断されるもの 

(3) 現金 

現金等は、紛失事故等を未然に防ぐために、現金は必要なときに必要最小限の金額を最寄りの郵便局等のATMで引出し、

自己管理を徹底してください。 

尾口郵便局 石川県白山市瀬戸申２７−１ 
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窓口営業：平日 9:00～17:00 

ATM：平日9:00～17:30、土曜9:00～14:00、日曜休日 9:00～15:00 

※銀行ATM は、近隣にはありません。 

(4) 貴重品の管理 

財布や保険証などの貴重品は、施錠できる引き出しに入れ、必ず施錠して保管して下さい。 

３．宅配便について 

学生寮に届いた荷物は、掲示または個別に連絡しますので、本人がRAに申し出て受け取ってください。なお、代引き、

着払い等、受け取りの際に料金の支払いが発生するものは原則として取り扱いできません。 

４．病気・怪我等の緊急時について 

病気、ケガなどの場合は、RAに連絡して下さい。医療機関にかかる場合には保険証が必要になります。 

【最寄りの医療機関】 

白山医療企業団 公立つるぎ病院 吉野谷診療所 

石川県白山市佐良ニ１２４番地 TEL：076-255-5019 

医療法人ホスピィーGROUP 河内うらた医院 

   石川県白山市河内町きりの里62 TEL：076-273-3777 

白山医療企業団 公立つるぎ病院 

 石川県白山市鶴来水戸町ノ１番地 TEL：076-272-1250 

(2) RAの役割について 

RA は学生主事と綿密な連携のもと、寮生の生活指導、支援、アドバイスを行います。日常生活を安全に送るうえで寮生

からの様々な活動報告を受ける窓口となりますので、分からないことや困ったことがあれば、相談してください。 

(3) 当番 

学生寮では寮生が種々の役割を分担します。日課の円滑な進行をするために係りを設け、当番制で役割を担います。 

(4) 寮関連の諸行事 

寮生が主体となり、催し物を計画・実行することができます。実施するには、内容・詳細をもとにRAの許可を得てくだ

さい。 

Ⅲ 寮の施設・設備とその利用法 

１．居室の使用について 

居室内のワードローブやベッドの配置を変えないで下さい。備え付けの物品は大切に使用し、万一破損や、汚損、紛失し

たときは直ちにRAに報告して下さい。 

前学期と後学期の部屋替えや退寮時には居室を元の状態に戻して下さい。 

入居時に、各居室の破損・汚損状況を確認し、破損・汚損箇所があれば、速やかにRAに申し出て下さい。 

居室には本人以外を宿泊させることはできません。また、寮生であっても、23:00 以降に他のユニットへの出入りはでき

ません。 

 各居室の鍵は、本人のみが所有し、各自で管理するとともに、紛失した場合は速やかに RA に申し出てください。また、

鍵の複製も禁止です。 

２．インターネットの利用について 

寮内ではインターネットの利用ができます。利用に際しては、情報倫理に関する学習「INFOSS」を受講し合格する必要

があります。関連する法律、ルール、マナーを守り利用してください。 

他の利用者へ迷惑となる利用や、ルールを守れない場合は、インターネットの利用制限や利用禁止の対象となります。 

３．寮内の共同設備等の利用について 

(1) RA室 

RAの居室です。救急・急病の時はすぐに連絡して下さい。各ユニットと内線電話によって繋がっています。 

(2) 共用ホール、共用キッチン 
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寮生は、各棟各階のコミュニケーションスペースに設置された、テレビ、テーブル、椅子、調理コーナー、冷蔵庫を利

用することができます。 

(3)ランドリールーム 

各棟には洗濯機と乾燥機が設置されています。洗濯物の放置は他の利用者の迷惑になるので、洗濯が済んだ後は速やか

に引き上げてください。 

(4) 靴箱 

靴箱は各ユニット玄関にあります。ユニット内は土足禁止となっているので、室内用のスリッパに必ず履き替えて下さ

い。 

(5) ごみ庫 

「Regulus」棟1階に設置されています。ごみは、各自で指定の分別方法に従って出してください。粗大ごみを処分す

る場合はRAに申し出て下さい。 

(6) リネン庫 

「Regulus」棟1階に設置されています。シーツ類は週に一度回収します。 

(7) 自転車置場 

「Regulus」棟1階に自転車置き場があり、貸出用自転車があります。利用後は必ず施錠し返却してください。 

４．寮棟以外の施設について 

(1) 保健室 

保健室は、イノベーションハブの１階にあります。看護師の在室時間は平日7:00～18:30、土曜8:30～13:00です。 

(2) カウンセリングセンター高専分室 

 イノベーションハブ１階の保健室に隣接してカウンセリングルームがあります。前学期は水曜日 13:30～17:00 の間、

カウンセラーが在室しています。 

(3) レストラン「Golden Eagle Cafeteria」 

レストランはイノベーションハブ2階にあります。食事はセルフサービスになっています。定められた時間内に食事を

して下さい。 

休業期間中の食事は、別途申請が必要となります。また、ご家族が来訪した場合の食事についても準備することができ

ますので、予め所定の手続きを行ってください。 

朝食 平日: 7:30～ 8:30 休日: 8:00～ 9:00 

昼食 平日:11:50～12:40 休日:12:00～13:00 

夕食 平日:18:30～19:30 休日:18:30～19:30 

※夕食時に夜食を準備します。食事が終了した方からユニットに持ち帰ってください。 

(4) KIOSK 

「Golden Eagle Cafeteria」横に設置されています。簡易な生活日用品や文房具、菓子・飲料類などを購入することがで

きます。利用時間は8:00～20:00です。 

(5) 浴場 

キャンパス内に天然温泉「はくさん比咩の湯」があります。温泉施設の利用規定を守り利用してください。 

利用時間（受付終了:20:30）平日 14:00～21:00 日曜祝祭日 12:00～21:00 

(6)「Library and Work Commons」、「Living Commons」および「Learning Commons」の利用 

校舎内施設の利用時間は7:00~23:00です。 

５．閉寮期間について 

夏期休業期間、冬期休業期間などの長期休業期間に閉寮期間が設定されます。閉寮期間は学生寮への立ち入りができませ

ん。 

Ⅳ 費用について 

授業料に含まれる費用とそれ以外に必要な費用は主に以下のようになっています（年度により変更される場合がありま

す）。 

１．授業料に含まれる費用等について 
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・授業期間中の居住費 

・授業期間中の食費（授業期間中の朝食・昼食・夕食・夜食） 

・電気、水道などの光熱費 

２．授業料に含まれない費用等について 

(1) 休業期間中の食費 

休業期間中の食事は有料です。所定の期日までに、事前に申請をして下さい。詳細については、別途ご連絡いたします。 

(2) 保護者が来訪した際の食事について 

保護者が来訪した際、食事が必要となる場合は、有料にて準備いたしますので事前に申請してください。 

(3) 欠食（食事をとらなかった場合）について 

授業期間中の欠食は、返金しません。ただし、休業期間中の申請済み食事については、所定の日までに欠食を届け出た

場合に限り、返金対応をします。 

460



2章 学事運営組織 | 国際高等専門学校 

10 

R1.5.1

2. 学事運営組織

2.1 学事運営組織と役割 

学事運営の組織構成と各委員会等の役割を示します。 

 

 

図２‐１ 学園組織図 

図２‐２ 高専組織図 
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（抜粋） 

第７章 教職員 
第 33条 本校に、校長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務局長、事務職員及び技術職員（次項を含め次条において「教職員」とい

う。）を置く。 

２ 前項のほか、副校長、学科長を置くことができる。 

第34条 校長は、校務を掌り職員を監督する。 

２ 副校長は、校長の職務を助ける。 

３ 学科長は、学科に関する校務を掌る。 

４ 教授、准教授及び助教は、学生を教授する。 

５ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

６ 助手は、教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

７ 事務局長は、校長を補佐し、学務に関する事務を統理する。 

８ 事務職員は、学務に関する事務に従事する。 

９ 技術職員は、技術に関する業務に従事する。 

第35条 校長は、教授の中から教務主事、学生主事、進路指導主事及び研究主事を任命する。 

２ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案、その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(進路指導主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。 

４ 進路指導主事は、校長の命を受け、学生の進路指導に関することを掌理する。 

５ 研究主事は、校長の命を受け、教員及び学生の研究に関することを掌理する。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

資料4-2-1-(1)-03

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成29年度以前入学生適用）　第３３条～３５条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」508



平成３０年度第 1回進路指導委員会 議事録 

日時:  平成 30年 3月 26日(月) 16:20  

場所:  Ｅラウンジ 

出席者: 高橋丈雄、坂倉忠和、金井 亮、土地邦生、諸谷徹郎、伊藤恒平、 

伊勢大成、藤澤 武、井上恵介 

欠席者: 

１ 協議事項 

1) 平成 30年度進路指導事業計画

高橋主事より事業計画について説明が行われた。実施方法は例年通り。 

2）平成 30年度進路指導申し合わせ事項 

・ 高橋主事より就職・進学活動について、申し合わせ事項について説明が 

行われた。 

・ 質疑・応答が行われた。 

２ 報告事項 

1) 平成 29年度業務進捗評価、平成 30年度業務計画

   高橋主事より事業についての説明が行われた。 

2) 平成 30年度予算

      高橋主事より平成 30年度予算の配分計画について説明が行われた。 

資料4-2-1-(6)-05
資料タイトル「進路指導委員会議事録」
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平成 30 年 5 月 26 日 

平成３０年度 第１回 ＩＣＴ教育評価委員会 議事録 

日時 平成３０年５月２６日（木）１７時１０分～１８時００分 

場所 E ラウンジ 

出席者 高橋，大崎，直江，小間（記），ソンガー，藤，バックス 

配布資料 1 平成３０年度 第１回ＩＣＴ教育評価委員会 議題 

2 平成３０年度 学習支援計画書 評価用紙（案） 

3 平成３０年度用 エビデンス提出確認シート（案） 

１．はじめに 

本委員会の業務内容について，高橋先生より配布資料にもとづいて説明がなされた 

２．審議事項 

２－１ 平成２９年度エビデンスの確認について 

（１）確認の対象は一般，電気電子，機械，グローバル情報の４部門とする 

（２）各部門で「実技」，「座学」，「学習単位科目」のそれぞれ１科目を調査する 

（３）調査する科目の選定は高橋先生がおこない，部門担当者に別途連絡する 

（４）各部門の担当（確認実行者）は次の通りとする 

一般教科 大崎 

電気電子工学科 直江 

機械工学科 小間 

グローバル情報学科 ロバート 

（５）非常勤教員分の確認は高橋先生が担当する 

（６）調査結果の提出期限は６月２２日（金）とする 

２―２ 平成３０年度学習支援計画書の確認について 

（１）対象は一般，電気電子，機械，グローバル情報，国際理工学科の５部門とする 

（２）各部門で「実技」，「座学」，「学習単位科目」のそれぞれ１科目を調査する 

（３）調査する科目の選定は高橋先生がおこない，部門担当者に別途連絡する 

（４）評価用紙のチェックリストに重複・不明瞭な記載がある。高橋先生が修正案を

５月３１日（木）までに配信し，メール審議にて制定する 

資料4-2-1-(6)-06
資料タイトル「ICT教育評価委員会議事録」

出典「Ｈ３０ICT教育評価委員会議事録」642



（５）各部門の担当（確認実行者）は次の通りとする 

一般教科 大崎 

電気電子工学科 直江 

機械工学科 小間 

グローバル情報学科 ロバート 

国際理工学科 バックス 

（６）非常勤教員分の確認は高橋先生が担当する 

（７）調査結果の提出期限は６月２２日（金）とする 

２―３ 認証評価の資料作成業務について 

本件は学務主導案件であるとの意見が出された。高橋先生が再検討する 

３．連絡事項 

３－１ アンケート業務について 

白山キャンパス分については松下国際理工学科長・高橋副校長・宮野教務主事 

・教務課で検討を進めている（藤） 

３－２ 意見箱について 

５月２４日（木）に箱の中身を確認し，意見の提出はなかった（高橋） 

３－３ 今後の会議日程について 

毎月第３週目の金曜日に開催する。案件がない場合はおこなわない（高橋） 

次回のＩＣＴ教育評価委員会 

２０１８年６月２２日（金） 

→当日開催の教務委員会で一部メンバーが重複するため、再度調整の上、お知らせす

ることとした。 

以上 
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出典「Ｈ３０国際高専安全委員会議事録」644



出典「安全委員会作製資料」

資料4-2-2-(2)-01
資料タイトル「大災害対策基本マニュアル」
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出典「安全委員会作製資料」

資料4-2-2-(2)-02

資料タイトル「金沢工業大学大地震対応ガイドブック」
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「救急処置の手順」マニュアル 

Emergency Procedures 

[扇 が 丘 キ ャ ン パ ス 編] 

[やつかほリサーチキャンパス編] 

学校法人 金沢工業大学 

安全委員会 

平成 28 年８月１日  

資料4-2-2-(2)-03
資料タイトル「救急処置の手順マニュアル」

出典「安全委員会作製資料」
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「救急処置の手順」改定のご案内 

 

今般、「救急処置の手順」を改定して、扇が丘キャンパス及びやつかほリサーチキャンパス

内の教室、廊下や担架格納箱など各所に改定したシールを貼付しております。教職員の皆様に

は、是非改定されたシールをご確認いただいて、その時に慌てずに適切な対応をされます様に、

ご理解とご協力を切にお願い致します。 

本改定の背景には、昨年度(2012 年)実際に本学にて発生した事例で、救急必要と判断して

から救急車が着き収容・搬送までに 30 分程度も要したことからの反省があります。これまで

は疾病者を発見して緊急を要すると判断された場合には、先ず修学相談室へ連絡して、同室か

ら救急車を呼ぶという手間・時間の要する手順でした。初期動作の重要性は大事に至らぬため

の対策として当然のことです。救急車に収容できても、その後救急車から救急病院へ搬送完了

するまでに予想外の時間が掛るケースも全国では発生しています。万が一のケースには本学で

の初期動作が不充分であるとして訴訟問題を引き起こされることも想定せねばなりません。そ

のために、この度救急を要すると判断した場合には、発見者の判断で迷わずその場から救急車

を呼び、その後学内の必要な関係者に連絡を取る手順に変更致しました。本手順改訂は平成

24年度の安全衛生委員会にて了承されています。 

平日の処置手順と日曜祝日・夜間並びに夏期・冬期休暇中の処置手順の違いに記述しており

ますので、学生への周知徹底をお願い致します。またシールには英語併記していますので、必

要に応じてご利用願います。 

今回この変更内容の詳細活動手順を記述したマニュアルをも作成しました。全体の流れと、

各手順における部署毎の詳細な活動内容を明記しておりますので、各部署・研究室にて具体的

行動の確認をお願いいたします。さらにご参考用に消防本部 HP からの抜粋した「消防署から

のお願い：安全安心 119番のかけ方」を貼付しております。 

不明点がございましたら、安全委員会室までお問合せ頂きたくよろしくお願い致します。 

皆様のご理解を得て安全な教育環境つくりをさらに推進いたしたく、茲に「救急処置の手順」

を周知徹底されることを重ねてお願い申し上げます。 

 

問合せ先：安全委員会室 

 ① 内線電話番号 ２７２１番 

 ② 内線電話番号 ２６０８番 

 ③ 内線F A X番号 ４０１０番 

※ やつかほリサーチキャンパスより内線電話をお掛けの際は、頭に 71 番を付けてください。 

 

安 全 委 員 会 

                            委員長 長谷川 勉
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扇が丘キャンパス編 

 

「救急処置の手順」フローチャート及びマニュアルの概説 

 

１．掲示用「救急処置の手順」フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2 

キャンパス内で傷病者(怪我人)、事故(火災)等が生じたとき、発見者又は目撃者は速やか

に且つ冷静に自ら現場の状況を確認し、初期動作の重要性を主とした救急処置の対応手順を

示しています。 

「119 番通報から看護師要請(扇が丘診療所) 、大学事務局」までの「救急処置の手順」

を示し、教室、研究室、実験室、廊下(担架格納箱)等に貼付してあります。 

２．マニュアル用「救急処置の手順」フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-3 

万が一、本学で初期動作が不充分であるとして訴訟問題を引き起こされることも想定し、

発見者又は目撃者が 119番通報、看護師要請から法人本部・総務課に至る手順、更に夜間並

びに休祝日、夏期・冬期休業時期に発生したとき「警備員室(守衛室) 」の対応までの「救

急処置の手順」フローチャート全体の流れを示してあります。 

３．「救急処置の手順」マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-4～P-10 

「救急処置の手順」フローチャートに示す全体の流れに従って、各手順における部署毎の詳細

な行動内容を明記し、迅速に救急活動を行うための方法を示してあります。 

４．救急処置情報受信・伝達簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-20 

５．119消防署・通信指令員との応答参考例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-21 
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資料4-2-2-(2)-04

資料タイトル「安全指針」

出典「高専学生４年次配付資料」
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資料4-2-2-(2)-05

資料タイトル「安全の手引き」

出典「高専学生２年次配付資料」
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日時 対象 項目 実施場所 内容

2018.4.3 １年生 安全教育 白山麓C教室
工作機械の取扱いの確認、
AEDの利用法のレクチャー

2018.4.4 ２・３年生 安全教育 金沢C各教室 実験等における安全の確認

2018.4.5 ４年生 安全教育 金沢C各教室 実験等における安全の確認

2018.7.11
全学生
教職員

県民一斉防災訓練
シェイクアウト石川

各場所
非常時の初期安全動作の確
認

2018.7.20 １年生 安全教育 手取湖
水難に備えた水上での安全
行動確認

2018.10.24 ２－５年生避難訓練 金沢C教室・プラザ
地震の際の避難経路・避難
場所の確認

2018.12.14 １年生 防災訓練 能美市防災センター
災害の模擬体験を通して防
災意識を高揚させる

平成３０年度　避難訓練・安全講習実施記録

資料4-2-2-(3)-01
資料タイトル「訓練・講習会の実施状況がわかる資料」

出典「平成３０年度避難訓練・安全講習実施記録」668



平成３０年７月６日 

高専教職員 各位 

金沢 C学生主事 瀧本 明弘 

白山麓 C学生主事 大原 しのぶ 

「県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしわ）」参加のお願い 

先日、学園の安全委員会室から標記の依頼がありました。 

最近のニュースでもありましたが、日本各地で地震が発生しています。万が

一に備え、本校でも以下の通り訓練を実施いたします。当日は授業の最中で先

生方にご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますよう宜しくお願いいたし

ます。 

【実施日時】7月 11日（水）午前 11時より約 1分間 

【実施内容】当日の午前 11時に訓練開始の放送を入れます。放送終了後に 

初期の安全行動を取るように学生へご指導ください。 

①しゃがむ…揺れに倒される前に、姿勢を低くして身を守る

②隠れる…机の下などに入って、頭や首を守る

③じっとする…揺れが収まるまでじっとして、身を守る

*詳しくは添付をご確認ください。

なお、訓練に参加した学生及び教職員数を事務局で取り纏めますので、 

お手数ですが各自で参加人数を事務局までご報告願います。 

資料4-2-2-(3)-03

資料タイトル「県民一斉防災訓練への参加がわかる資料」

出典「県民一斉防災訓練参加のお願い（学生主事作成資料）」
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資料4-2-2-(3)-04
資料タイトル「避難訓練実施が確認できる資料①」

出典「平成３０年度避難訓練実施要領」
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科学研究費助成事業　申請件数・採択件数

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
申請件数（Ａ） 17 13 25 23 19 15 15
採択件数（Ｂ） 8 7 7 8 11 8 7
採択率(%) B/A*100 47 54 28 35 58 53 47
採択額（千円） 11,000 7,400 9,700 8,500 13,000 9,600 5,900

（Ａ）＝新規申請＋継続
（Ｂ）＝新規採択＋継続

※参考※

継続数 7 7 2 4 8 6 5
純申請数 10 6 23 19 11 9 10
新規採択数 1 0 5 4 3 2 2

各年度交付金額 11,000 7,400 9,700 8,500 13,000 9,600 5,900
新規採択金額（基金分は初年度に総額が決定） 5,000 0 15,700 12,700 10,400 6,100 6,800

（新規採択） （新規採択） （新規採択） （新規採択） （新規採択） （新規採択） （新規採択）
山田弘文 小髙有普 高橋丈雄 土地邦生 今澤明男 竹俣一也

今澤明男 竹俣一也 坂倉忠和 宮野純光 直江伸至
宮野純光 直江伸至 南出章幸
山田弘文 伊勢大成
藤島悟志

※採択時は山田校長が大学へ転籍済

資料4-2-3-(1)-01
資料タイトル「科学研究費助成事業　申請件数・採択件数」

出典「学校法人金沢工業大学研究支援課資料」673



国際高等専門学校 （円） （円） （円）

氏　名 研究種目名称 課題番号 研　　究　　課　　題

平成３０年度
採択・交付金額
（直接経費）

（円）

 平成３０年度
間接経費（円）

合計（直接費＋間接費）
学術研究助成基金助
成金・科学研究費補
助金（直接経費）

学術研究助成基金助
成金・科学研究費補
助金（間接経費）

学術研究助成基金助
成金・科学研究費補
助金（合計）

1 土地　邦生 基盤研究（C) 16K00735 28 ～ 30
地元地域を創生するインクルーシブデザイン養成プログラム
の開発と実践

500,000 150,000 650,000 - 

2 坂倉　忠和 基盤研究（C) 16K01154 28 ～ 30
技術系グローバル人材育成のためのデジタル教材の開発～基
礎数学と微分積分～

500,000 150,000 650,000 - 

3 南出　章幸 基盤研究（C) 16K06399 28 ～ 30
熱波顕微鏡システムによる透明電極－高分子基材の同時熱物
性評価法の開発

1,000,000 300,000 1,300,000 - 

3件 2,000,000 600,000 2,600,000 - - - 

1 今澤　明男 基盤研究（C) 17K01057 29 ～ 31
知的連鎖体験プログラムの改善～テーマ設定へのニューロ
マーケティング技法の活用～

600,000 180,000 780,000 - 

2 宮野　純光 基盤研究（C) 17K03083 29 ～ 31
奥能登における真言宗結衆寺院の総合調査－町野・中居・木
郎三結衆を対象として－

1,100,000 330,000 1,430,000 - 

2件 1,700,000 510,000 2,210,000 - - - 

1 竹俣　一也 基盤研究（C) 18K02848 30 ～ 32
主体的・対話的で深い学びを支援するESD体験学習システム
の構築と活用

1,200,000 360,000 1,560,000 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

2 直江　伸至 基盤研究（C) 18K04118 30 ～ 32
落差・傾斜の緩やかな箇所で利用するリニアジェネレータ小
水力発電システムの開発

1,000,000 300,000 1,300,000 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

2件 2,200,000 660,000 2,860,000 6,800,000 2,040,000 8,840,000 

基盤研究（Ｃ）　合計　7件 5,900,000 1,770,000 7,670,000 6,800,000 2,040,000 8,840,000 

7 合計　　基金継続　5件　新規2件　　総数7件 5,900,000 1,770,000 7,670,000 6,800,000 2,040,000 8,840,000 

注：間接経費の額は、他機関研究分担者へ配分する金額を含む総額

H28年度新規採択

H29年度新規採択

H30年度新規採択

平成30年度　科学研究費助成事業　継続課題一覧

研究期間

資料4-2-3-(1)-02

資料タイトル「平成30年度科学研究費助成事業　継続課題一覧」

出典「学校法人金沢工業大学研究支援課資料」674



外部人材（企業）を活用した教育活動
実施日 件名 対象者 協力機関 備考

2018.5.19 （特別活動）MAX金沢・eメッセ見学 ４年生 各企業
多くの企業が参加する工業見本市を見
学し、企業研究を行う

2018.9.25 （特別活動）企業見学 １・４年生 各企業 見学先の詳細は資料4-2-4-(1)-07

2018.9.29 （特別活動）企業講話 ２年生 オープンテクノロジー
キャリアデザイン教育の一環として、企
業から見た学生の就職状況の講話

2018.9.29 （授業）インターンシップ報告会 ４年生 各企業
インターンシップ報告会に、研修先の企
業から２５名が参加

2018.10.3 （授業）M4創造設計Ⅳ　中間技術審査 M4学生
株式会社ヨネモリ
アール・ビー・コントロールズ

企業の方々に学生の作品に対する技術
審査を依頼

2018.11.6 （特別活動）企業見学 ２・３年生 各企業 見学先の詳細は資料4-2-4-(1)-07

2018.11.14 （課外活動）Skpe-a-thon参加 １年生 日本マイクロソフト株式会社
Skpeを通してアメリカ本社の副社長と対
話授業の実施

2018.11.26 （特別活動）企業講話 ３年生 オープンテクノロジー
キャリアデザイン教育の一環として、企
業から見た学生の就職状況の講話

2019.3.5 （課外活動）楽しくAIを活用する方法 １年生 株式会社金沢総合研究所 人工知能に関する学習とプログラム製作

2019.3.7・8 （課外活動）写真を通したアートによる自己表現 １年生 CIVILTOKYO
デザイナーの指導でアートフォトブックの
製作

2019.2.27 （授業）M4創造設計Ⅳ　最終技術審査 M4学生
アール・ビー・コントロールズ
東京航空計器

企業の方々に学生の作品に対する技術
審査を依頼

2019.3.11 （課外活動）ストーリーテリング：物語の破壊力を体感 １年生 仕立て屋と職人
デザインとシナリオ構成を学び、オリジナ
ルシナリオを作製

資料4-2-4-(1)-01
資料タイトル「外部人材（企業）を活用した教育活動の一覧」

出典「「特別活動実施記録」及び「ＨＰ記事」より作成」
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実施日：　平成３０年９月２５日（火）
クラス 学生数 見学先 集合 解散 交通手段 引率者 見学時間 備考

実施日：　平成３０年９月２５日（火）

クラス 学生数 見学先 集合 解散 交通手段 引率者 見学時間

実施日：　平成３０年１１月６日（火）

クラス 学生数 見学先 集合 解散 交通手段 引率者 見学時間

10:00～113013:00 貸切バス
松本
谷口

10:00～12:00J３ 36 (株)富士通ITプロダクツ 8:30 13:00 貸切バス
小高
藤澤

M３ 19 澁谷工業㈱ 10:00

参天製薬㈱　能登工場 8:30J２ 30

12:30 貸切バス 10:30～12:00
大崎
小間

貸切バス
兒玉
坂井

13:30～15:00

Ｔ３ 26
北陸電力(株)　志賀原子力発電所
福浦風力発電所３号機

8:20 13:30 貸切バス
南出
平泉

M２ 25 ジェイ・バス(株) 12:30 16:00

現地集合
12:00 なし

袖
坂倉

10:00～12:00 名簿送付

Ｍ４

10:30～12:00

Ｔ２ 26 ＫＤＤＩ(株)金沢テクニカルセンター 13:15 16:30 貸切バス
宇都宮
瀧本

14:00～16:00

J４ 39 DMM.com ラボ
現地集合

10:00

Ｔ４ 29 (株)別川製作所
高専発
9：30

高専着
12：00頃

平成３０年度　１－４年生　企業見学先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H30.08.23

S１ 学校バス
木原

山崎(俊）
　13:30-15:45

工房見学

12:30 ICT出発（昼食後バスにて）
15:45 工房出発 - 16:45 ICT着

学校バスの運転は、瀧本先生に依頼。

37 山一精工(株)

白山麓C発
12:30

白山麓C着
16:45

12 友禅空間　工房久恒

貸切バス
藤島
直江

高専発
8:40

高専着
12:30

貸切バス
金井
林

10:00～11:30

10:00～11:30

資料4-2-4-(1)-03資料タイトル「学生の企業見学先一覧」

出典「平成３０年８月進路指導係作成」
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地域施設・人材を活用した教育活動・交流活動
実施日 件名 対象者 協力機関・交流者 備考

2018.5.30 （特別活動）自然教室 １年生 石川県白山自然保護センター
白山麓の自然に関しての講
話

2018.7.20 （授業）水難に備えた安全教育 １年生 石川県立白山ろく少年自然の家
手取湖上での安全行動のレ
クチャー

2018.9.28 （課外授業）選挙に関する講話 ２年生
金沢市選挙管理委員会
大学生選挙サポートグループ
「イーナ」

選挙の重要性・仕組みなどに
ついて、クイズ・模擬選挙など
を交えて学習

2018.10.27
（課外活動）白嶺祭参加
　　　　　　　　（白嶺小中学出前授業）

１年生 白嶺小中学校
白嶺祭に参加し、白嶺小中学
でプログラミング・ロボット制
御教室を実施

2019.1.24 （授業）高松中学校出前授業 ４年生１３名 かほく市立高松小学校
プログラミング・ペーパーロ
ケットなど４つのプロジェクト
を中学生に実施

2019.1.28
（授業）バイオミミックリーの活用
　　　　　（エンジニアリングデザインⅠB）

１年生 石川県ふれあい昆虫館
自然界に見られる生態などを
参考にして、デザインや解決
方法を学ぶ

資料4-2-4-(1)-04

資料タイトル「地域施設・人材を活用した教育活動・交流活動がわかる一覧表」

出典「「特別活動実施記録」及び「ＨＰ記事」より作成」688



資料4-2-4-(1)-06

資料タイトル「海外の提携校がわかる資料」

出典「ICT公式ウェブサイト　沿革」
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金沢工業高等専門学校 Ⅴ．国際交流

95 学校法人金沢工業大学 事業報告書 

Ⅴ．国際交流 

海外の関係協力校との人材交流の継続と推進 

マラ工科大学副総長と４人の教員が来学 

金沢工業高等専門学校(以下：KTC)の協力協定

校であるマレーシアのマラ工科大学(以下:UiTM)

から、Dr.Hassan Bin 副総長(および学長)と４人

の教員が金沢工業大学（以下、KIT）を訪れた。 

UiTM とは 2015 年に「覚書」を締結し、2016

年４月に６人の訪問団を受入れ、KTC との国際交

流プログラムについて検討が行われた。その際、

UiTM における「夢考房構想」実現に向けて、本

学の夢考房で「運営、安全教育／地域貢献活動」

に至る研修に取り組んでいる。 

今回は KTC・KIT との協力関係を強固にする

ことを目的として副総長が来学した。ルイス・バ

ークスデール校長および向井守副校長が 2018 年

に控えた白山麓キャンパス「国際高等専門学校(以

下：ITC)」開設を知らせた。 

副総長は「貴学園の新たなチャレンジに敬意を

表します。KTC から ITC に変わる際には、改め

て ITC と正式な『覚書』を取り交わし、この斬新

な試みに本学も協力･参画したいと考えています」

と感想を述べられた。 

これに対し向井副校長から「新キャンパスでは

『ラーニングメンターシステム（授業以外の時間

帯でのティーチング）』も試みようと計画中であ

り、ぜひ UiTM のサポートやアドバイスを頂きた

い」と話された。 

午後に設けられた大澤敏学長表敬訪問では、

Dr.Hassan Bin 副総長から「1956 年に創立され

た本学は、現在 21 のサテライトキャンパスを有

し 17,000 人の教職員、190,000 人の学生が在籍し、

工学、社会科学、人文分野ではマレーシアでも世

界ランキングの上位を目指す大学です。留学生受

入れについても積極的であり「Enrol・Explore・

Enjoy」をモットーにサマープログラムを充実さ

せています。ぜひ KIT・KTC から学生を派遣い

ただきたい」とあいさつされ、大澤学長からは、

本学の概要と教育の柱である「プロジェクトデザ

イン教育」についてこれまでの歩みから将来の方

向性まで丁寧な説明があった。 

訪問団各位には、本学がグローバル社会に向け

イノベーションを創出するための新たな「共創教

育」への取り組みについて理解と賛同をいただい

た。 

前述のように、UiTM では本学の「夢考房」の

ような施設を学生に提供したいとの構想があり、

今年３月に新築された 41 号館を案内すると

「UiTM から学生を派遣し、この素晴しい環境の

中で工学を実践する機会を与えてもらえないか」

と副総長から依頼があった。 

Dr.Hassan Bin 副総長を中心に本学の関係者と記念写真に納まるマラ工科大学の一行 

資料4-2-4-(1)-07資料タイトル「海外提携校との交流を示す資料」

出典「平成２９年度事業報告書」693



金沢工業高等専門学校 Ⅴ．国際交流 

Kanazawa Technical College   96 

提携校シンガポールポリテクニクからソ

ウ校長が来訪 

金沢高専(以下、KTC)と 30 年以上にわたって

交流を行ってきた提携校シンガポールポリテク

ニク校長ソウ・ウェイ・ワー氏が 2017年４月 18

日から 21日に KTCを訪問された。 

同氏は企業プランニング部長と産業サービス

部長を伴って、校長就任後はじめての海外提携校

の訪問であった。 

2016 年 11 月に KTC 修学旅行団を迎え入れた

のが、同氏が初めて海外提携校と接触した日であ

り、今回も同氏が初めて海外提携校を訪問する記

念すべき日となった。 

ソウ氏は2016年10月にシンガポールポリテク

ニクの第９代校長に就任した。同氏は歴史あるポ

リテクニク教育の更なる充実および変革に大き

な野心を持っており、シンガポールの教育界や産

業界から大きな期待が寄せられている。校長就任

後初の海外視察先として本学園を選び、教育シス

テムや施設を積極的に学ぶ目的での訪問となっ

た。 

４月 19 日の泉屋利郎理事長表敬を皮切りにキ

ャンパスツアー、特に夢考房見学、八束穂リサー

チキャンパスや白山麓キャンパス開設予定地へ

の視察などを精力的に行い、学園理事や関係教職

員と親交を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マラ工科大学ノーリダ教授の特別講演会

を開催 

マレーシア国立マラ工科大学電気工学部のノ

ーリダ・ブニヤミン教授の特別講演を 2017年 12

月 14日に金沢高専（以下、KTC）で開催した。 

ノーリダ教授はオーストラリア国立アデレー

ド大学を卒業、イギリス国立マンチェスター大学

からナレッジマネジメント分野の Ph.D を取得し

ている。 

公職は IEM 副総裁（2016-）、ASEAN AER

（2016-2017）に就任している。最近では工学教

育にも関心があり、KTCの今澤明男教授や直江伸

至教授とも親交があり 2016 年には IEEE 工学教

育分野の国際会議で KTC でのハンズオン教育に

関する研究成果を発表している。また、CDIO

（Conceive-Design-Implement- Operate）および

EAC（Engineering Accreditation Council）工学

教育との比較に関する研究成果も発表している。 

ノーリダ教授は 2017 年 10 月に来日し、10 月

23日からはKTCだけでなく金沢工大の施設や研

究室も視察した。また、古都金沢で伝統的な武家

文化にも見聞を広められた。 

ノーリダ教授の特別講演には、ルイス・バーク

スデール校長、向井守副校長をはじめ多くの教職

員が出席した。 

講演はご自身の研究および教育実績の紹介に

始まり、マラ工科大学の紹介、マレーシアにおけ

る教育と高等教育、マラ工科大学での教育などを

話された。また、マラ工科大学での教育では優れ

たエンジニアの育成の要点や卒業生に要求され

る能力など、そして、本校の白山麓キャンパスに

関する話にも触れられた。 

講演後には質問や意見交換が行われ、教職員一

同にとって大変に意義深い貴重な機会となった。 

 

 

  

理事長表敬訪問のあと本学関係者らと記念写真に納まるソウ校長ら 

ポリテクニク校の話を聞く本学関係者 

講演するノーリダ教授 
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年 参加日 研修目的 研修会名称 開催場所 主催 参加者 FD・SD

H30 9月13日
国際高等専門学校の教育評価における定量的
な数学評価を更に導入することを目的に参加

合同シンポジウム全国規模の教学IRコミュニ
ティを活用した教学評価体制の充実

大正大学
大学IRコンソーシアム
事務局

山岸徹 SD

H30 9月14日
国際高等専門学校の学生に対する各学習効果
を可視化するに当たりその技法を学ぶために
参加

第12回EMIR勉強会-学習成果の可視化へのIR
システムの挑戦-

大正大学
大学IRコンソーシアム
事務局

山岸徹 SD

H30 9月28日
国際高等専門学校にける内部質保証及び情報
公開の在り方について論議し今後の方向性を
検討するために実施

国際高等専門学校「内部質保証・情報公開に
関する研修会

国際高等専門学校金沢
キャンパス（白山麓キャ
ンパステレビ会議にて中
継）

国際高等専門学校
職員

（15名）
SD

H30 12月14日

契約行為等が可能な対象年齢が18歳に引き下
げられることを受け、入学やその他の契約行
為に関わる学生のリスクについて理解し、事
務職員に周知する目的で参加

学生生活にかかる喫緊の課題に関するセミ
ナー

東京国際交流館「プラザ
平成」

独立行政法人日本学生
支援機構

木谷理恵 SD

H31 3月6日
奨学金の運用方法が変更に伴い、その内容の
説明を聞くこと及びそのれについての事務処
理方法を学ぶ目的で参加

平成30年度日本学生支援機構奨学金採用・返
還誓約書業務等研修会

東京国際交流館「プラザ
平成」

独立行政法人日本学生
支援機構

山﨑翔吾 SD

H31 3月16日

「バカロニア教育」について国際的な内容の
理解及び本校における「バカロニア教育」推
進のための理解と参考にすることを目的に参
加

国際バカロレアに関する国内推進体制の整備
事業シンポジウム「日本におけるIB教員養成
の今後の発展に向けて」

立命館大学朱雀キャンパ
スホール

アオパジャパン・イン
ターナショナルスクー
ル

山岸徹 SD

平成30年度　SD研修会参加実績

資料4-2-5-(1)-02
資料タイトル「ＳＤ研修会の参加実績がわかる資料」

出典「平成３０年度　ＳＤ研修会参加実績」
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資料タイトル「ＳＤ研修実施に関する報告」
資料4-2-5-(1)-03

出典「ICT公式ウェブサイト　Topic News」
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資料名「教育情報の刊行物の該当箇所一覧」 

教育研究活動の状況についての情報 刊行物の該当箇所 

高等専門学校の教育上の目的及び学校教

育法施行規則第 165 条の２第１項の規定

により定める方針 

2018学生便覧 

教育目標（P8-P10） 

カリキュラムの特色（P12-P19） 

教員組織、教員の数並びに各教員が有す

る学位及び業績 

2018学生便覧 

ティーチングスタッフ（P191-208） 

授業科目、授業の方法及び内容並びに年

間の授業の計画 

2018学生便覧 

学科の特色（P20-P43） 

教育課程表（P53-P75） 

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 

2018学生便覧 

施設案内（P167-P185） 

キャンパスマップ（P187-190） 

高等専門学校が行う学生の修学、進路選

択及び心身の健康等に係る支援 

2018学生便覧 

事務局案内（P161-P165） 

資料4-3-1-(1)-01

資料タイトル「教育情報の刊行物の該当箇所一覧表」

出典「学生便覧2018 H29年度以前入学生用より作成」698
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P.22

P.34

P.36
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資料4-3-1-(2)-01

資料タイトル「３ポリシーの記載された学生便覧（H29年度以前入学生用）」

出典「学生便覧2018  H29年度以前入学生用」699
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１年次  ２年次  ３年次  ４年次  ５年次 

一般教育 
人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに 

工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。 

充実した英語教育 技術のグローバル化に着目し、外国人教員による少人数での英語教育を実践します。 

総合英語・英語スキルズⅠ  
総合英語・英語スキルズⅡ 

※アメリカ英語研修 
 

総合英語・英語スキルズⅢ 

※ニュージーランド留学 
    

自然学苑教育 人間力を養うことを目的とした自然学苑教育（合宿形式で自然に親しむ中で人格を養成する） 

人間と自然Ⅰ   人間と自然Ⅱ 人間と自然Ⅲ 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

創造実験・ 
創造設計 
 

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主

柱です。学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。 

卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。 

創造実験・創造設計Ⅰ  創造実験・創造設計Ⅱ  創造実験・創造設計Ⅲ  創造実験・創造設計Ⅳ  卒業研究 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

専門教育 
学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を

身につけ、電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。 

機械工学科 ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関

する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 

グローバル情報学科 

 

コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イノベーションの創出に貢献で 

きるグローバル人材の養成を目指します。 

図２．国際高専のカリキュラム全体像 

 
人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年とともに高度

化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資格取得及びインターン

シップから構成されています。 
一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本とする教育に視

点を置いています。特に、エンジニアの基盤を堅固にするため、工学の基礎である「数学」と「物理」

の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル化に対応して外国人教員による英語の

少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーション能力の向上」に力を注いでいます。 
「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目として必須化し、

仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 
専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築しています。

ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた問題発見・解決能力の

発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザイン手法とデザインシンキング手

法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯの教育理念：①「発想する」②「設計する」③「実行する」

④「運営する」の要素を修得できるよう基準を再編成し、図３に示す実践的な技術者に必要な資質の養

成を目指します。 

 

自己実現力
コミュニケーション能力

技術力
創造力

ものづくり教育で体得する能力

卒業研究

人間力の育成・醸成

KIT IDEALS
キャリアデザイン

クラブ・地域連携活動
国際交流・留学

夢考房プロジェクト活動

人間としての
心豊かな人材育成

アイディアを形に
問題発見解決型の自主的行動

プレゼンテーション能力
グループワーク

エンジニアリングデザイン
ＣＤＩＯ

エンジニアとしての
創造性豊かな人材育成創造実験・

創造設計Ⅳ

創造実験・
創造設計Ⅲ

創造実験・
創造設計Ⅱ

創造実験・
創造設計Ⅰ

就職
進学

大学３年次へ
編入学

専門教育
技術教育
技能教育
情報教育
資格取得

インターンシップ

人間教育
教養教育
数理教育
英語教育

人間形成教育

図１．金沢高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」
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１年次  ２年次  ３年次  ４年次  ５年次 

一般教育 
人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに 

工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。 

充実した英語教育 技術のグローバル化に着目し、外国人教員による少人数での英語教育を実践します。 

総合英語・英語スキルズⅠ  
総合英語・英語スキルズⅡ 

※アメリカ英語研修 
 

総合英語・英語スキルズⅢ 

※ニュージーランド留学 
    

自然学苑教育 人間力を養うことを目的とした自然学苑教育（合宿形式で自然に親しむ中で人格を養成する） 

人間と自然Ⅰ   人間と自然Ⅱ 人間と自然Ⅲ 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

創造実験・ 
創造設計 
 

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主

柱です。学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。 

卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。 

創造実験・創造設計Ⅰ  創造実験・創造設計Ⅱ  創造実験・創造設計Ⅲ  創造実験・創造設計Ⅳ  卒業研究 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

専門教育 
学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を

身につけ、電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。 

機械工学科 ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関

する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 

グローバル情報学科 

 

コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イノベーションの創出に貢献で 

きるグローバル人材の養成を目指します。 

図２．国際高専のカリキュラム全体像 

 
人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年とともに高度

化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資格取得及びインターン

シップから構成されています。 
一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本とする教育に視

点を置いています。特に、エンジニアの基盤を堅固にするため、工学の基礎である「数学」と「物理」

の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル化に対応して外国人教員による英語の

少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーション能力の向上」に力を注いでいます。 
「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目として必須化し、

仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 
専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築しています。

ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた問題発見・解決能力の

発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザイン手法とデザインシンキング手

法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯの教育理念：①「発想する」②「設計する」③「実行する」

④「運営する」の要素を修得できるよう基準を再編成し、図３に示す実践的な技術者に必要な資質の養

成を目指します。 
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図３．ＣＤＩＯシラバスの構成 

 
カリキュラムは「建学綱領｣を根源とし、これを具現する行動規範「ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳ」とものづ

くり教育を先導する「ＣＤＩＯの基本理念」を融合して、卒業生が備えるべき５項目の資質・能力を明

らかにし、さらに達成するための細目を示しています。 
 

（２）卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（ディプロマ・ポリシー） 

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

建学の綱領 

人間形成 

技術革新 

産学協同 

 

 

 

教育目標 
グローバルイノベータ
ーの育成 

行動規範 

KIT-IDEALS 

Ｋ：Kindness of Heart 

  思いやりの心 

Ｉ：Intellectual Curiosity 

  知的好奇心 

Ｔ：Team Spirit 

  共同と共創の精神 

Ｉ：Integrity 

  誠実 

Ｄ：Diligence 

  勤勉 

Ｅ：Energy 

  活力 

Ａ：Autonomy 

  自律 

Ｌ：Leadership 

  リーダーシップ 

Ｓ：Self-Realization 

  自己実現 

 

学習規範 

ＣＤＩＯ 

Ｃ：Conceive 

  発想する 

Ｄ：Design 

  設計する 

Ｉ：Implement 

  実行する 

Ｏ：Operate 

  運営する 

人
間
性 

①自分で考え、主体的に行動することができる。 

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。 

資質Ａ 

創
造
性 

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。 

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

資質Ｂ 

国
際
性 

⑤英語でコミュニケーションができる。 

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。 

資質Ｃ 

基
礎
力 

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。 

⑧論理的な考え方ができる。 

資質Ｄ 

 

専
門
力 

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。 

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。 

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。 

資質Ｅ 

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

 

 これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修

し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）教育の特色

本校は、グローバル化社会に対応できる「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバ

ルイノベーターの育成」を推進するため、次の教育を行っています。 
 
①人間形成教育および自然学苑研修（穴水自然学苑および池の平セミナーハウス研修）

自然学苑などにおいて開講される「人間と自然Ⅱ～Ⅲ」は、本校の教育で最も重要となる「人間形成」

を目指す科目です。豊かな自然環境の下、学生と教員が寝食を共にし、ア）思いやる心を育み倫理観を

養うこと、イ）チームワークの大切さを知りリーダーシップを発揮できること、ウ）日本人としての自

覚を深めることを目的としています。この教育では海洋活動、グループ討議、校長講話、科長講話、ク

ラスミーティング、自然学苑での共同生活などの活動を２泊３日のスケジュールの中で行います。 
 

②インターンシップ

本校では、４年次の夏期休業中に約２週間の日程でインターンシップを実施しており、開学以来、全

学生が参加しています。インターンシップでは就業体験を通じ実社会を認識すると共に、学生が自らの

既習成果を自己点検することができます。同時に、この経験を生かして、キャリアデザインの見直しを

図ることを目的としています。終了後に行われる研修先企業と保護者を対象にした「インターンシップ

報告会」は、学生のさらなる「自己啓発」の動機付けとなると共に、参加される企業担当者と学校の意

見交換の場ともなっています。 
平成 21年度からは、新たにシンガポールおよびニュージーランドなどにおける、海外インターンシッ
プを開始しました。いずれのケースも海外提携校経由によるインターンシップであり、研修中の安全に

は十分な配慮をすると同時に、派遣中には本校教員が巡回指導に赴いています。 
 
③ラーニングエクスプレス

平成 24年度よりシンガポール理工学院と提携し、ラーニングエクスプレスを開始しました。本校学生
がシンガポール理工学院の学生とチームを組み、東南アジアの国に滞在して現地が抱える課題を一緒に

なって解決するものです。 
  

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）

　 　 　

　 　 　 　 　

　

  

     

  

　

グループ活動などに必要な
コミュニケーション力

専門分野に関する知識・技能、
倫理観、人間性

要 求 さ れ る 識 能

リ ー ダ ー シ ッ プ

CD IO シラバス

グ ル ー プ 活 動 を 通 じ た
C D I O プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 能 力 、

チ ー ム ワ ー ク 、 独 創 性

工学に必要な科学の基礎知識
（数学・物理など）
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5.国際高等専門学校の教育
国際高専の教育目標 

個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバルイノベーターの育成

3 つの方針について 

本校は、教育目標を達成するために、次の３つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）を設定しています。

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

本校は教育目標を「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバルイノベーターの育成」

とし、学生・理事・教職員に対しては学園共同体が共有する価値に基づく信条である「KIT IDEALS」
を常に意識、尊重することを求め、自身及び学園共同体の向上発展を目指している。 また、グローバ

ルイノベーターの素養をしっかりと身につけるため、1・2年次は全寮制教育にて人間力の陶冶を行い、

3 年次には１年間の海外留学を義務づけている。   

本校は、上記理念及び教育方法に共感し、次のような行動ができる人を求めている。

①しっかりとした基礎学力を持ち、科学技術やデザイン（課題の発見・解決）、イノベーション（新しい

価値の創造）に興味を持つ人

②グローバル社会での活躍に強い関心と探究心を持ち、英語でのコミュニケーション能力を高めようと

する人

③主体的に社会や地域に貢献する意欲を持ち、且つ行動する人

本校では、推薦・一般入試以外に、多様な学生を募集するために留学生や帰国子女を対象とする入学

試験を実施する。すべての入学試験にて、主体性や協調性、高い向上心を持つ学生を選抜するために

個人面接を行う。選考にあたっては、学力試験、出願書類及び面接により多面的・総合的に評価する。

教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

本校は、グローバルノベーターの素養をしっかりと身につけさせるために、下記を特色とする CDIO
イニシアチブ※の理念をカリキュラムに織り込み、学生の主体的な体験を重視するカリキュラムを編

成する。また、学修成果の評価については、成果物や試験以外に、活動プロセスや協働状況を評価す

るために学修ポートフォリオを活用する。

①課題発見・解決力を高める。

高専入学時から、Open-ended、即ち決まった答えのない問題について解決策を探るプロジェクトを早

い段階でスタートさせる。継続的にデザインシンキングを実践する機会を設けて、課題を発見・定義

する経験を繰り返し、幅広い研究成果や調査技術を駆使し、課題の解決へと結びつける力を養ってい

く。

②科学的思考力、コミュニケーション能力を鍛える。

他者と協働しながらアカデミックな探究の精神を養うこと、批判的・分析的思考の技術を磨くこと、

ディスカッションやディベートを含む効果的なコミュニケーション能力を育成することに努める。

③よりよい社会づくりに積極的に参画する態度を養う。

地域とのふれあいを意識し、地域社会や自然・環境を調査・研究対象としたプロジェクトを行い、地

域貢献を通じて社会の一員としての自覚を醸成する。

資料4-3-1-(2)-02

資料タイトル「３ポリシーの記載された学生便覧（H30年度以降入学生用）」

出典「web学生便覧2018  H30年度以降入学生用」703



④グローバルに活躍できる英語力を培う。

特に数学、科学、工学における教育伝達の手段として 1 年次から英語を導入し、徐々に増やしていく。

3 年次以降はほとんどの授業を英語で行う。

⑤異なる文化や、多様な価値観を持つ人々と協働する力を身につける。

文学と芸術に触れる機会や、世界の人々と協働する体験を通じ、創造性と、自身や社会並びに世界に

対する深い理解を育む。

卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー） 

本校は、グローバルに活躍するイノベーターの素養を身につけた実践的・創造的技術者を養成してい

る。グローバルイノベーターとは、課題を発見する科学的思考力を持ち、最新の工学知識や洞察力を

身につけ、創造的な解決策を用いて新しい価値を生み出す人材である。さらに、さまざまな分野の専

門家たちと協働し、文化や価値観の多様性を受け入れ、グローバル社会で活躍する力を持ったプロフ

ェッショナルでもある。新しい価値の発見者“イノベーター”は、工学原理、工学実践を幅広く理解

していなければならない。つまり、工学教育改革を目指す国際的組織「CDIO イニシアチブ」の

「Conceive、Design、Implement、Operate」というそれぞれの段階を理解し実践する者である。 
具体的には、次の能力及び行動規範を身につけることが求められる。

Ⅰ 社会に貢献するリーダーとしての人間力 

①革新への挑戦

信念(高い志・強靭な意志)を持って行動し、失敗に臆することなく粘り強く挑戦し続け、自身やチーム

を成功へと導くことができる。

②社会的使命感

地域社会や自然環境に関心を持ち、社会的な課題の解決に使命感を持っている。

③リーダーとしての高潔

グローバルな環境でリーダーシップを発揮する一方で、謙虚さや他者への尊敬、思いやりを持ち、信

頼される人格を備えている。

Ⅱ グローバルに活躍できるコミュニケーション能力 

①コラボレーション

チームで目標を達成するために、自分の役割と提供できる価値を認識し、積極的に貢献する。

②多様性とアイデンティティ

多様な文化や価値観を持つ人々と協働するための教養を備えつつ、自身の考えを持っている。

③心を動かす力

自身の考えを論理的にまとめたうえで、相手の立場や気持ちを考慮しながら効果的に伝えることがで

きる。

Ⅲ イノベーターに相応しい卓越した科学技術力 

①価値創出

幅広い学問領域の探求とデザイン思考の実践により、これまでにない価値を創出することができる。

②自然・社会・産業と結びつけた科学的思考

科学技術を自然・社会・産業の面から理解・分析し、自分の考えを述べることができる。

③常に学び続ける姿勢

科学・工学の基礎を土台として、常に新しい知識・技術を獲得する姿勢を持っている。

これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修

し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。
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 平成 31 年 3 月 27 日 

作成：教務主事・学生主事 

オリエンテーション期間中のホームルーム（3～５年生）概要 

ホームルーム②及び③について 

「４月オリエンテーション実施スケジュール」に沿って、HR②及び③を実施ください。 

１．教育目標について  

・配布資料「○○○学科の皆さんと共有したいこと」に沿って、「建学旗標」・「KIT‐IDEALS」・

「教育目標」・「ディプロマポリシー」・「カリキュラムポリシー」について説明してくださ

い。 

・学生便覧では、上記内容については「学習・教育目標」、「理念・目標」、「規範」、「卒業時

に身につけるべき学力や資質・能力」として、以下のページに記載がありますので必ず確

認させてください。 

・ 電気電子工学科  学生便覧 Ｐ２２～参照 

・ 機械工学科  学生便覧 Ｐ２６～参照 

・ グローバル情報学科 学生便覧 Ｐ３０～参照 

・キャリアデザイン（目標設定）の時間にも、「○○○学科の皆さんと共有したいこと」の資

料を使用しますので、持参させてください。 

２．時間割の発表 

クラスの時間割を伝えてください。（教室に掲示下さい） 

選択科目のあるクラス（４・５年）は、学生個々の履修している科目、ならびに授業が行われ

る教室についてプリントを掲示し、確認するようご指導願います。 

３．教科書購入チェック 

教科書の未購入者がいないか確認してください。未購入者には速やかにブックセンターで購入

するよう指導してください。 

４．学習支援計画書の配付の案内 

学習支援計画書は科目担当者より授業中に配付されることを連絡してください。なお、支援計

画書のその後の扱いについては、修学ガイダンスで教務主事より学生に伝えます。 

５．調査書等の回収 

（１）家庭調査書の回収 

  忘れた学生には早急に提出するよう指示してください。回収後はファイルにとじ、１部を 

４月５日（金）までに教務室の所定の BOX に入れてください。（もう１部は担任用です） 

（２）その他の申込書等回収 

資料4-3-1-(2)-04
資料タイトル「ポリシーを周知するオリエンテーション中のＨＲ指示書」

出典「平成３１年４月教務主事・学生主事作成」
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三大建学旗標 

 金沢工業大学及び国際高等専門学校は、学生、理事、教職員が三位一体となり、学園共同

体の理想とする工学アカデミアを形成し、学園創設理事である泉屋利吉翁が定めた三大建学

旗標の具現化を目的とする卓越した教育と研究を実践し社会に貢献します。 

高邁な人間形成 
 我が国の文化を探究し、高い道徳心と広い国際感覚を有する創造的で個性豊かな技術者・

研究者を育成します。 

深遠な技術革新 
 我が国の技術革新に寄与するとともに、将来の科学技術振興に柔軟に対応する技術者・研

究者を育成します。 

雄大な産学協同 
 我が国の産業界が求めるテーマを積極的に追究し、広く開かれた学園として地域社会に貢

献します。 

学園共同体の信条 KIT-IDEALS 

 私たちは、学園共同体として共有すべき価値を“KIT-IDEALS”として定め、これらに基づ

く信条を次の通りまとめました。これを学生、理事、教職員が常に意識し、尊重することに

より学園共同体の向上・発展を目指します。 

K：Kindness of Heart 思いやりの心 

私たちは素直、感謝、謙虚の心を持つことに努め、明るく公正な学びの場を実現します。 

I：Intellectual Curiosity 知的好奇心 

私たちは情熱、自信、信念を持つことに努め、精気に満ちた学びの場を実現します。 

T：Team Spirit 共同と共創の精神 

私たちは主体性、独創性、柔軟性を持つことに努め、共同と共創による絶えざる改革を進め、 

前進します。 

I：Integrity 誠実 

私たちは、誠実であることを大切にし、共に学ぶ喜びを実現します。 

電気電子工学科の皆さんと共有したいこと 

（オリエンテーション配付資料） 

資料4-3-1-(2)-05資料タイトル「学生へのポリシー周知資料」

出典「オリエンテーション配布資料」
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 D：Diligence 勤勉 

 私たちは、勤勉であることを大切にし、自らの向上に努力する人を応援します。 

 E：Energy 活力 

 私たちは、活動的であることを大切にし、達成や発見の喜びを実現します。 

 A：Autonomy 自律 

 私たちは、自律することを大切にし、一人ひとりを信頼し、尊敬します。 

 L：Leadership リーダーシップ 

 私たちは、チームワークを大切にし、自分の役割における自覚と責任を持ちます。 

 S：Self-Realization 自己実現 

 私たちは、自らが目標を持つことを大切にし、失敗に臆することなくさらに高い目標に 

 挑戦することに努めます。 

 

 教育目標 Our Mission  

「グローバルイノベーターの育成」   To educate leaders of global innovation 

 

 ディプロマ・ポリシー  

【国際高等専門学校学則第３章第６条の２より】  

 電気電子工学科は、電気・電子工学及び情報技術分野に関する専門的能力を有する実践的 

技術者の養成を目的とする。 

 

【卒業時に身につけるべき学力や資質・能力】 

 Ａ「人間性」 ① 自分で考え、主体的に行動することができる。 

  ② 技術者としての倫理や責任に基づいた意思決定ができる。 

 Ｂ「創造性」 ③ 専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。 

  ④ メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

 Ｃ「国際性」 ⑤ 英語でコミュニケーションができる。 

  ⑥ 国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。 

 Ｄ「基礎力」 ⑦ 自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。 

707



3 

 

  ⑧ 論理的な考え方ができる。 

 Ｅ「専門力」 ⑨ 専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。 

  ⑩ 科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。 

  ⑪ 各学科で推奨する資格を取得できる。 

  

 これらの認識の下、本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログ

ラムを履修し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

本校の教育体系は、図 1の通り、縦軸（学年を含む）と横軸（教育目標の区分や学園との連携

を含む）を考慮し、スパイラル構造（反復しながらレベルアップ）で構成されています。縦軸の

教育とは、「創造実験・創造設計」を主柱としたものづくり教育で、一般教育と専門教育の連結

を強化し「創造性」を醸成する牽引力となるものです。横軸の教育とは人材育成の教育であり、

「コミュニケーション能力」や「自己実現力」を学年ごとに高める『人間力』を醸成する人間教

育と技術者としての人間性を養成する専門教育です。これらの教育を実施する学年暦があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.国際高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」 

具体的なカリキュラムの全体像は、図２の「国際高専のカリキュラム全体像」の通りです。

創造実験・創造設計をものづくり教育の主柱として、これを支える一般教育と専門教育を「楔

形」に組み合わせることで、本校の教育実践目標を達成するものです。 
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人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年と

ともに高度化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資

格取得及びインターンシップから構成されています。 

一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本と

する教育に視点を置いています。特に、エンジニアの基盤を堅固にするため、工学の基礎で

ある「数学」と「物理」の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル

化に対応して外国人教員による英語の少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーショ

ン能力の向上」に力を注いでいます。 

「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目と

して必須化し、仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 

専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築し

ています。ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた

問題発見・解決能力の発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザ

イン手法とデザインシンキング手法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯの教育理念：

①「発想する」②「設計する」③「実行する」④「運営する」の要素を修得できるよう基準

を再編成し、実践的な技術者に必要な資質の養成を目指します。 

２０１９年４月 

校長 ルイス・バークスデール 
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カリキュラムの特色 

（１）カリキュラムの基本構成 

本校は、「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバルイノベーターの育成」を教育目

標として、金沢工大学園の施設や組織、また関係教職員との有機的な連携のもとに、教育研究活動の充

実発展を期しています。 

本校の教育体系は、図 1の通り、縦軸（学年を含む）と横軸（教育目標の区分や学園との連携を含む）

を考慮し、スパイラル構造（反復しながらレベルアップ）で構成されています。縦軸の教育とは、「創造

実験・創造設計」を主柱としたものづくり教育で、一般教育と専門教育の連結を強化し「創造性」を醸

成する牽引力となるものです。横軸の教育とは人材育成の教育であり、「コミュニケーション能力」や「自

己実現力」を学年ごとに高める『人間力』を醸成する人間教育と技術者としての人間性を養成する専門

教育です。これらの教育を実施する学年暦があります。 

具体的なカリキュラムの全体像は、図２の「国際高専のカリキュラム全体像」の通りです。創造実験・

創造設計をものづくり教育の主柱として、これを支える一般教育と専門教育を「楔形」に組み合わせる

ことで、本校の教育実践目標を達成するものです。 

図１.国際高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」 

資料タイトル「カリキュラムの基本構成」
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図２．国際高専のカリキュラム全体像 

１年次  ２年次  ３年次  ４年次  ５年次 

一般教育 
人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに 

工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。 

充実した英語教育 技術のグローバル化に着目し、外国人教員による少人数での英語教育を実践します。 

総合英語・英語スキルズⅠ  
総合英語・英語スキルズⅡ 

※アメリカ英語研修 
 

総合英語・英語スキルズⅢ 

※ニュージーランド留学 

    

自然学苑教育 人間力を養うことを目的とした自然学苑教育（合宿形式で自然に親しむ中で人格を養成する） 

人間と自然Ⅰ   人間と自然Ⅱ  人間と自然Ⅲ 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

創造実験・ 
創造設計 
 

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主

柱です。学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。 

卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。 

創造実験・創造設計Ⅰ  創造実験・創造設計Ⅱ  創造実験・創造設計Ⅲ  創造実験・創造設計Ⅳ  卒業研究 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

専門教育 
学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を

身につけ、電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。 

機械工学科 ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関

する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 

グローバル情報学科 

（２～４年生） 

コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イノベーションの創出に貢献で 

きるグローバル人材の養成を目指します。 

グローバル情報工学科 

（５年生） 

コンピュータとソフトウエア開発の知識を修得し、高度情報化社会の基盤となる情報技術と実践的な英語

コミュニケーション力を身につけたエンジニアの育成を目指します。 

 

 

人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年とともに高度

化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資格取得及びインターン

シップから構成されています。 

一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本とする教育に視

点を置いています。特に、エンジニアの基盤の顕在化を助長するため、工学の基礎である「数学」と「物

理」の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル化時代を視野にいれた国語力の強

化と、外国人教員による英語の少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーション能力の向上」に力

を注いでいます。 

「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目として必須化し、

仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 

専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築しています。

ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた問題発見・解決能力の

発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザイン手法とデザインシンキング手

法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯ教育理念：①「発想する」②「設計する」③「実行する」

④「運営する」の要素を修得できるよう基準を再編成し、図３に示す実践的な技術者に必要な資質の養

成を目指します。 
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 図３．ＣＤＩＯシラバスの構成 

 

 

 

 

カリキュラムは「建学綱領｣を根源とし、これを具象する「ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳ」とものづくり教 

育を先導する「ＣＤＩＯ理念」を融合して、卒業生が具備すべき５項目の資質・能力を明らかにし、 

さらに達成するための細目を示しています。 

 

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

建学の綱領 

人間形成 

技術革新 

産学協同 

 

 

 

教育目標 
個を輝かせ、 

他と協働し、 
新たな価値を創出する
グローバル 

イノベーターの育成 

行動規範 

KIT-IDEALS 

Ｋ：Kindness of Heart 

  思いやりの心 

Ｉ：Intellectual Curiosity 

  知的好奇心 

Ｔ：Team Spirit 

  共同と共創の精神 

Ｉ：Integrity 

  誠実 

Ｄ：Diligence 

  勤勉 

Ｅ：Energy 

  活力 

Ａ：Autonomy 

  自律 

Ｌ：Leadership 

  リーダーシップ 

Ｓ：Self-Realization 

  自己実現 

 

学習規範 

ＣＤＩＯ 

Ｃ：Conceive 

  発想する 

Ｄ：Design 

  設計する 

Ｉ：Implement 

  実行する 

Ｏ：Operate 

  運営する 

人
間
性 

①自分で考え、主体的に行動することができる。 

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。 

資質Ａ 

創
造
性 

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。 

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

資質Ｂ 

国
際
性 

⑤英語でコミュニケーションができる。 

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。 

資質Ｃ 

基
礎
力 

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。 

⑧論理的な考え方ができる。 

資質Ｄ 

 

専
門
力 

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。 

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。 

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。 

資質Ｅ 
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理念・目標 規範 ３年次 ４年次 ５年次

　Ｃ：Ｃｏｎｃｅｉｖｅ

　行動規範

　　　　　思いやりの心

教育目標

　Ｋ：Ｋindness of Heart

　Ｉ：Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｃｕｒｉｏｓｉｔｙ

　Ｔ：Ｔｅａｍ　Ｓｐｉｒｉｔ

　Ｉ：Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ

　Ｄ：Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ

　Ｅ：Ｅｎｅｒｇｙ

　Ｌ：Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ

　Ｓ：Ｓｅｌｆ‐Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ

図６－２．電気電子工学科のカリキュラム全体像（平成２６年度以前入学生適用）

必修科目

選択科目

計測工学（Ｅ、Ｂ）

１年次

人間と自然Ⅰ（Ａ）

保健体育Ⅰ（Ａ）

国語Ⅰ（Ａ）

歴史Ⅰ（Ａ）

創造実験Ⅰ（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅰ（Ｂ）

総合英語Ⅰ（Ｃ）

英語スキルズⅠ（Ｃ）

基礎数学Ⅰ（Ｄ）

基礎数学Ⅱ（Ｄ）

物理・化学Ⅰ（Ｄ）

情報工学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

電気回路Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

基
礎
力

専
門
力

２年次

保健体育Ⅱ（Ａ）

国語Ⅱ（Ａ）

創造実験Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

世界事情Ⅰ（Ｃ）

世界事情Ⅱ（Ｃ）

総合英語Ⅱ（Ｃ）

英語スキルズⅡ（Ｃ）

線形代数Ⅰ（Ｄ）

英語表現技法（Ｃ）

総合英語Ⅳ（Ｃ）

上級英語Ⅰ（Ｃ）

社会科学Ⅲ（Ａ）

保健体育Ⅳ（Ａ）

日本語スキルズ（Ａ）

電気磁気学Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

電気回路Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

コンピュータⅠ（Ｅ、Ｂ）

電気基礎（Ｅ、Ｂ）

微分積分Ⅰ（Ｄ）

物理・化学Ⅱ（Ｄ）

情報工学Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

コンピュータⅡ（Ｅ、Ｂ）

電気磁気学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

保健体育Ⅲ（Ａ）

コンピュータⅢ（Ｅ、Ｂ）

線形代数Ⅱ（Ｄ）

微分積分Ⅱ（Ｄ）

物理・化学Ⅲ（Ｄ）

数理統計（Ｄ、Ｅ）

応用数学Ⅱ（Ｄ）

英語資格技術（Ｃ）

上級英語Ⅱ（Ｃ）

人間と自然Ⅲ（Ａ）インターンシップ（Ａ、Ｅ）

キャリアデザイン（Ａ）

文化・芸術・思想Ⅲ（Ｂ）文化・芸術・思想Ⅱ（Ｂ）

創造実験Ⅲ（Ｂ、Ｅ）

システム設計Ⅰ（Ｂ、Ｅ）

創造実験Ⅳ（Ｂ、Ｅ）

設計製図（Ｂ、Ｅ）

エンジニアリングマネジメント（Ｂ、Ｅ）

システム設計Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

卒業研究（Ｂ、Ｅ）

デザイン概論（Ｂ、Ｅ）

社会科学Ⅰ（Ａ） 社会科学Ⅱ（Ａ）

歴史Ⅱ（Ａ）

国語Ⅲ（Ａ）

人間と自然Ⅱ（Ａ）

応用数学Ⅰ（Ｄ）

総合英語Ⅲ（Ｃ）

英語スキルズⅢ（Ｃ）

電気機器（Ｅ、Ｂ）

メカトロニクス（Ｅ、Ｂ）

応用物理Ⅱ（Ｄ、Ｅ）応用物理Ⅰ（Ｄ、Ｅ）

制御工学（Ｅ、Ｂ）

パワーエレクトロニクス（Ｅ、Ｂ）

デジタル回路（Ｅ、Ｂ）

システム制御（Ｅ、Ｂ）

オペレーティングシステム（Ｅ、Ｂ）

回路シミュレーション（Ｅ、Ｂ）

発変電工学（Ｅ、Ｂ）

システム工学（Ｅ、Ｂ） 送配電工学（Ｅ、Ｂ）

電気法規と施設管理（Ｅ、Ｂ）

ソフトウェア工学（Ｅ、Ｂ）

メディア情報（Ｅ、Ｂ）

電気電子工学演習（Ｅ、Ｂ）

材料工学（Ｅ、Ｂ）

電子回路Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

電子工学（Ｅ、Ｂ）

電子回路Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

情報伝送工学（Ｅ、Ｂ）

データ通信ネットワーク（Ｅ、Ｂ）

　　　　　運営する

　　ＫＩＴ‐ＩＤＥＡＬＳ

　　ＣＤＩＯ

　　　　　　　　　

　　　　　設計する

　　　　　実行する

　　　　　発想する

　　　　　自己実現

　　　　　自律

　学習規範

人
間
性

創
造
性

国
際
性

　Ｄ：Ｄｅｓｉｇｎ

　Ｉ：Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ

　Ｏ：Ｏｐｅｒａｔｅ

　　①自分で考え、主体的に行動することができる。
　　②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

資質Ａ

　　③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。
　　④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。

　　⑤英語でコミュニケーションができる。
　　⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

　
資質Ｃ

資質Ｂ

　　⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。
　　⑧論理的な考え方ができる。

　
資質Ｄ

（１） 電気電子工学科  Department of Electrical and Electronic Engineering
①学習・教育目標

　電気電子工学科は、電気・電子に関する知識を修得し、回路設計、計測制御、さらにコンピュータ工学や通信

ネットワーク技術を身につけ、電気・電子・情報の分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。

　　　　　リーダーシップ

　　　　　誠実

　　　　　勤勉

　　　　　活力

　　　　　共同と共創の精神

　　　　　知的好奇心

卒業時に身につけるべき学力や資質・能力

技術革新

人間形成

建学の綱領

産学協同

個を輝かせ、
他と協働し、
新たな価値を創出する
グローバル
イノベーターの育成

　　⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。
　　⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。
　　⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ

　Ａ：Ａｕｔｏｎｏｍｙ

      資料5-1-1-(1)-02

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P24-25」

資料タイトル「電気電子工学科カリキュラム全体像（H26年度以前入学生適用）」
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理念・目標 規範 ３年次 ４年次 ５年次

　具体的な人間像を「将来の工場長」と定め、これに必要な「知識」「技能」「態度」の修得を
目標としています。
　本学科の教育は、メカトロニクスのベースとなる、機械、電気、情報の各専門分野の科目に
よって構成されています。

エレクトロニクスⅡ（Ｅ、Ｂ）

機械製図Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

工業力学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

情報処理Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

エレクトロニクスⅠ（Ｅ、Ｂ）

情報処理Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械材料Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械製図Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

メカトロニクスⅡ（Ｅ、Ｂ）

計測制御Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械加工Ⅰ（Ｅ、Ｂ） 機械加工Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

機械設計（Ｅ、Ｂ）

材料力学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

線形代数Ⅱ（Ｄ）

基礎数学Ⅱ（Ｄ） 応用数学Ⅰ（Ｄ） 応用数学Ⅱ（Ｄ）

微分積分Ⅰ（Ｄ） 微分積分Ⅱ（Ｄ）

物理・化学Ⅰ（Ｄ） 物理・化学Ⅱ（Ｄ） 物理・化学Ⅲ（Ｄ）

流体力学（Ｅ、Ｂ）

熱工学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械工学実験Ⅰ（Ｅ、Ｂ） 機械工学実験Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

熱工学Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

機械工学特論Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械工学特論Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

計測制御Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

機械設計演習Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

機械設計演習Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

機械工学演習Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

材料力学Ⅱ（Ｅ、Ｂ） 工業力学Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

メカトロニクスⅠ（Ｅ、Ｂ）

２年次

保健体育Ⅱ（Ａ）

国語Ⅱ（Ａ）

世界事情Ⅱ（Ｃ）

総合英語Ⅱ（Ｃ）

英語スキルズⅡ（Ｃ）

線形代数Ⅰ（Ｄ）

社会科学Ⅰ（Ａ） 社会科学Ⅱ（Ａ）

人間と自然Ⅱ（Ａ）

保健体育Ⅲ（Ａ）

国語Ⅲ（Ａ）

創造設計Ⅲ（Ｂ、Ｅ）

総合英語Ⅲ（Ｃ）

英語スキルズⅢ（Ｃ）

創造設計Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

歴史Ⅱ（Ａ）

世界事情Ⅰ（Ｃ）

必修科目

選択科目

１年次

人間と自然Ⅰ（Ａ）

保健体育Ⅰ（Ａ）

国語Ⅰ（Ａ）

歴史Ⅰ（Ａ）

英語スキルズⅠ（Ｃ）

専
門
力

創造設計Ⅰ（Ｂ、Ｅ）

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　⑤英語でコミュニケーションができる。
　　⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

資質Ｃ

　　⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。
　　⑧論理的な考え方ができる。

資質Ｄ

　　⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。
　　⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。
　　⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ

　　　　　運営する

　　　　　設計する

　　　　　実行する

　　　　　発想する

　学習規範

卒業時に身につけるべき学力や資質・能力

文化・芸術・思想Ⅰ（Ｂ）

創
造
性

総合英語Ⅰ（Ｃ）

教育目標

国
際
性

基
礎
力

基礎数学Ⅰ（Ｄ）

　　　　　共同と共創の精神

　　　　　知的好奇心

　Ｋ：Ｋindness of Heart

　Ｃ：Ｃｏｎｃｅｉｖｅ

　Ｄ：Ｄｅｓｉｇｎ

　Ｉ：Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ

　Ｏ：Ｏｐｅｒａｔｅ

　　ＣＤＩＯ

　　　　　自己実現

　　　　　自律

機械材料Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

機械製図Ⅲ（Ｅ、Ｂ）

人間と自然Ⅲ（Ａ）インターンシップ（Ａ、Ｅ）

キャリアデザイン（Ａ）

創造設計Ⅳ（Ｂ、Ｅ）

エンジニアリングマネジメント（Ｂ、Ｅ）

卒業研究（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅲ（Ｂ）

数理統計（Ｄ、Ｅ）

英語資格技術（Ｃ）

上級英語Ⅱ（Ｃ）

機械工学演習Ⅲ（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅱ（Ｂ）

社会科学Ⅲ（Ａ）

保健体育Ⅳ（Ａ）

上級英語Ⅰ（Ｃ）

日本語スキルズ（Ａ）

英語表現技法（Ｃ）

総合英語Ⅳ（Ｃ）

応用物理Ⅰ（Ｄ） 応用物理Ⅱ（Ｄ、Ｅ）

デザイン概論（Ｂ、Ｅ）

機械工学演習Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

　Ｓ：Ｓｅｌｆ‐Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ

　Ｉ：Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｃｕｒｉｏｓｉｔｙ

　Ｔ：Ｔｅａｍ　Ｓｐｉｒｉｔ

　Ｉ：Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ

（２） 機械工学科  Department of Mechanical Engineering
①学習・教育目標

　機械工学科は、ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュー

タに関する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。

個を輝かせ、
他と協働し、
新たな価値を創出する
グローバル
イノベーターの育成

人
間
性

　行動規範

　　　　　思いやりの心

　　ＫＩＴ‐ＩＤＥＡＬＳ

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

産学協同

図７－２．機械工学科のカリキュラム全体像（平成２６年度以前入学生適用）

技術革新

人間形成

建学の綱領

　　①自分で考え、主体的に行動することができる。
　　②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

　
資質Ａ

　　③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。
　　④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。

　
資質Ｂ

　　　　　リーダーシップ

　　　　　誠実

　　　　　勤勉

　　　　　活力

　Ｄ：Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ

　Ｅ：Ｅｎｅｒｇｙ

　Ａ：Ａｕｔｏｎｏｍｙ

　Ｌ：Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ

資料5-1-1-(1)-03

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P32-33」

資料タイトル「機械工学科カリキュラム全体像（H26年度以前入学生適用）」
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理念・目標 規範 ３年次 ４年次 ５年次

人間と自然Ⅱ（Ａ）

創造実験Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

選択科目

１年次

人間と自然Ⅰ（Ａ）

保健体育Ⅰ（Ａ）

国語Ⅰ（Ａ）

歴史Ⅰ（Ａ）

英語スキルズⅠ（Ｃ）

計算機システムⅠ（Ｅ、Ｂ）

電気電子工学Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

英語スキルズⅡ（Ｃ）

創造実験Ⅰ（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅰ（Ｂ）

情報処理Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

線形代数Ⅰ（Ｄ）

微分積分Ⅰ（Ｄ）

物理・化学Ⅱ（Ｄ）

基礎数学Ⅱ（Ｄ）

物理・化学Ⅰ（Ｄ）

英語コンピュータリテラシー
（Ｅ、Ｂ、Ｃ）

必修科目

基礎数学Ⅰ（Ｄ）

外国事情（Ｃ）

　　ＣＤＩＯ

　　⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。
　　⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。
　　⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ

創造実験Ⅲ（Ｂ、Ｅ）

日本文化（Ｃ）

ビジネスシステム（Ｅ、Ｂ）

情報処理Ⅲ（Ｅ、Ｂ）

コンピュータ演習Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

情報処理Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

コンピュータ演習Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

線形代数Ⅱ（Ｄ）

微分積分Ⅱ（Ｄ）

物理・化学Ⅲ（Ｄ）

　Ｉ：Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ

　Ｄ：Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ

　Ｅ：Ｅｎｅｒｇｙ

　　　　　　　　　

創
造
性

　Ｋ：Ｋindness of Heart

計算機システムⅡ（Ｅ、Ｂ） 計算機システムⅢ（Ｅ、Ｂ）

ネットワークシステム（Ｅ、Ｂ）

情報システムⅢ（Ｅ、Ｂ）

ソフトウェア工学（Ｅ、Ｂ）

メディア情報Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

英語総合技能Ⅱ（Ｃ）

情報数学Ⅰ（Ｄ） 情報数学Ⅱ（Ｄ）

情報・統計理論（Ｄ、Ｅ）

英語作文技法（Ｃ、Ｅ）

メディア情報Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

システム制御Ⅰ（Ｅ、Ｂ）

情報システムⅠ（Ｅ、Ｂ）

情報システムⅡ（Ｅ、Ｂ）

コンピュータ演習Ⅲ（Ｅ、Ｂ）

カレントイングリッシュ（Ｃ、Ｅ）

英語資格技術（Ｃ）

上級英語Ⅱ（Ｃ）

数理統計（Ｄ、Ｅ）

情報・ビジネス英語Ⅰ（Ｃ、Ｅ）

国際コミュニケーションⅠ（Ｃ、Ｅ）

システム制御Ⅱ（Ｅ、Ｂ）

電気電子工学Ⅱ（Ｅ、Ｂ）　　　　　運営する

　　　　　設計する

　　　　　実行する

　　　　　発想する

　　　　　自己実現

　　　　　自律

　学習規範

基
礎
力

国
際
性
　　　　　　　　　　

　Ａ：Ａｕｔｏｎｏｍｙ

　Ｌ：Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ

　Ｃ：Ｃｏｎｃｅｉｖｅ

　Ｄ：Ｄｅｓｉｇｎ

情報・ビジネス英語Ⅱ（Ｃ、Ｅ）

国際コミュニケーションⅡ（Ｃ）

英語総合技能Ⅰ（Ｃ）

　　　　　　　　　　

　Ｔ：Ｔｅａｍ　Ｓｐｉｒｉｔ

　Ｓ：Ｓｅｌｆ‐Ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ

　Ｏ：Ｏｐｅｒａｔｅ 専
門
力

　　　　　リーダーシップ

　　　　　誠実

　　　　　勤勉

　　　　　活力

　　　　　共同と共創の精神

　　　　　知的好奇心

　　ＫＩＴ‐ＩＤＥＡＬＳ

　　⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。
　　⑧論理的な考え方ができる。

　　　　　　　　　　

　行動規範

　　　　　思いやりの心

（３－２） グローバル情報工学科  Department of Global Information Technology
①学習・教育目標

個を輝かせ、
他と協働し、
新たな価値を創出する
グローバル
イノベーターの育成

　教育目標

技術革新

人間形成

　建学の綱領

産学協同

資質Ｄ

　Ｉ：Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｃｕｒｉｏｓｉｔｙ

　Ｉ：Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ

図８－２．グローバル情報工学科のカリキュラム全体像（平成２６年度以前入学生適用）

卒業時に身につけるべき学力や資質・能力

人
間
性

社会科学Ⅰ（Ａ） 社会科学Ⅱ（Ａ） 社会科学Ⅲ（Ａ）

２年次

保健体育Ⅱ（Ａ）

国語Ⅱ（Ａ）

　グローバル情報工学科は、コンピュータとソフトウェア開発の知識を修得し、高度情報化社会の基礎となる情報
技術と実践的な英語コミュニケーション力を身につけたエンジニアの育成を目指します。

　　①自分で考え、主体的に行動することができる。
　　②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

資質Ａ

人間と自然Ⅲ（Ａ）インターンシップ（Ａ、Ｅ）

キャリアデザイン（Ａ）

保健体育Ⅳ（Ａ）

日本語スキルズ（Ａ）

歴史Ⅱ（Ａ）

国語Ⅲ（Ａ）

保健体育Ⅲ（Ａ）

システム開発演習Ⅱ（Ｂ、Ｅ）

デザイン概論（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅱ（Ｂ）

　　③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。
　　④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。

資質Ｂ

　　⑤英語でコミュニケーションができる。
　　⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

資質Ｃ

英語表現技法（Ｃ）

総合英語Ⅳ（Ｃ）

上級英語Ⅰ（Ｃ）

総合英語Ⅲ（Ｃ）総合英語Ⅱ（Ｃ）総合英語Ⅰ（Ｃ）

英語スキルズⅢ（Ｃ）

英語討議技法（Ｃ、Ｅ）

創造実験Ⅳ（Ｂ、Ｅ）

システム開発演習Ⅰ（Ｂ、Ｅ）

エンジニアリングマネジメント（Ｂ、Ｅ）

卒業研究（Ｂ、Ｅ）

文化・芸術・思想Ⅲ（Ｂ）

資料5-1-1-(1)-04

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　 P40-41」

資料タイトル「グローバル情報工学科カリキュラム全体像（H26年度以前入学生適用）」
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資料5-1-1-(1)-05

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P20-21」

資料タイトル「電気電子工学科カリキュラム全体像（H27年度以以降学生適用）」
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資料5-1-1-(1)-06

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P28-29」

資料タイトル「機械工学科カリキュラム全体像（H27年度以以降学生適用）」
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資料5-1-1-(1)-07

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P36-37」

資料タイトル「グローバル情報学科カリキュラム全体像（H27年度以以降学生適用）」
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教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

本校は、グローバルノベーターの素養をしっかりと身につけさせるために、下記を特色とする CDIO

イニシアチブ※の理念をカリキュラムに織り込み、学生の主体的な体験を重視するカリキュラムを編

成する。また、学修成果の評価については、成果物や試験以外に、活動プロセスや協働状況を評価す

るために学修ポートフォリオを活用する。 

①課題発見・解決力を高める。

高専入学時から、Open-ended、即ち決まった答えのない問題について解決策を探るプロジェクトを早

い段階でスタートさせる。継続的にデザインシンキングを実践する機会を設けて、課題を発見・定義

する経験を繰り返し、幅広い研究成果や調査技術を駆使し、課題の解決へと結びつける力を養ってい

く。

②科学的思考力、コミュニケーション能力を鍛える。

他者と協働しながらアカデミックな探究の精神を養うこと、批判的・分析的思考の技術を磨くこと、

ディスカッションやディベートを含む効果的なコミュニケーション能力を育成することに努める。

③よりよい社会づくりに積極的に参画する態度を養う。

地域とのふれあいを意識し、地域社会や自然・環境を調査・研究対象としたプロジェクトを行い、地

域貢献を通じて社会の一員としての自覚を醸成する。

④グローバルに活躍できる英語力を培う。

特に数学、科学、工学における教育伝達の手段として 1年次から英語を導入し、徐々に増やしていく。

3年次以降はほとんどの授業を英語で行う。

⑤異なる文化や、多様な価値観を持つ人々と協働する力を身につける。

文学と芸術に触れる機会や、世界の人々と協働する体験を通じ、創造性と、自身や社会並びに世界に

対する深い理解を育む。

資料5-1-1-(1)-08

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」

資料タイトル「国際理工学科　教育課程の編成方針（カリキュラムポリシー）」
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資料5-1-1-(1)-09

出典「ICT公式ウェブサイト　国際理工学科カリキュラムガイド」

資料タイトル「国際理工学科　Curriculum」
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平成30年4月1日

通年 学期毎

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ラシィド・ジェイソン ３１．４０１ ３１．４０１

兒玉 ３１．４０１ ３１．４０１

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ラシィド・ジェイソン ３１．４０１ ３１．４０１

兒玉 ３１．４０１ ３１．４０１

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

チュー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

ジュマ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９

テイラー・アズマン ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４

エドワード ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

リン ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７

チュー ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

ジュマ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０

ガーナー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

解析基礎A ５０２６００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

解析基礎B ５０２７００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

数学基礎A ５０３０００ 木原 木原。ホセイン １０１－２０９

数学基礎B ５０３１００ 木原 木原・ホセイン １０１－２０９

物理ⅠA ５０３５００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

物理ⅠB ５０３６００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

化学ⅠA ５０３９００ ラシィド ラシィド・ジェイソン １０１－１１７

化学ⅠB ５０４０００ ラシィド
ラシィド・ジェイソ

ン
１０１－１１７

生物ⅠA ５０４３００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

生物ⅠB ５０４４００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

津田 １０１－１２５

大原 １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

少人数クラス
授業内容による分担

少人数クラス
授業内容による分担

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

ブリッジ
イングリッシュ

５０５５００ 津田

S１

リーディング・
ライティングⅠA

５０４７００ 大原

リーディング・
ライティングⅠB

５０４８００ 大原

リスニング・
スピーキングⅠA

５０５１００ イアン

リスニング・
スピーキングⅠB

５０５２００ イアン

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス
授業内容による分担

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

成績責任者 担当教員 使用登録教室（前学期） 使用登録教室（後学期） その他の使用教室 備考

５年全 上級英語Ⅱ ００２２１３ チュー

平成30年4月1日

授業形態

一般科目・複数教員授業と教室（国際理工学科科）（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード

J３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

４年全 上級英語Ⅰ ００３２０７ チュー

T３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

Ｍ３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

J２

英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

物理化学Ⅱ ００３１１４
（春夏）ラシィド
（秋冬）兒玉

Ｍ２
英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

T２

英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

物理化学Ⅱ ００３１１４

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

授業内容による分担

少人数クラス

少人数クラス

一般科目・複数教員授業と教室 TMJ（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード
成績責任者

担当教員 使用登録教室（春） 使用登録教室（夏） 使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬） 授業形態その他の使用教室 備考

少人数クラス

授業内容による分担
（春夏）ラシィド
（秋冬）兒玉

資料5-1-1-(2)-01

出典「平成30年4月1日教務課作成資料」

資料タイトル「一般科目・複数教員授業（H３０）」
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カリキュラム別理科科目単位表

国際理工学科(S)    一般理科科目

科目名 配当学年 単位数 科目名 配当学年 単位数 備考
物理化学Ⅰ 1年 2単位 物理ⅠＡ 1年 1単位 前学期のみ
物理化学Ⅱ 2年 3単位 物理ⅠＢ 1年 2単位 後学期のみ
物理化学Ⅲ 3年 2単位 物理ⅡＡ 2年 2単位 前学期のみ

物理ⅡＢ 2年 2単位 後学期のみ
化学ⅠＡ 1年 1単位 前学期のみ
化学ⅠＢ 1年 2単位 後学期のみ

単位数比較 化学ⅡＡ 2年 2単位 前学期のみ
化学ⅡＢ 2年 2単位 後学期のみ

物理分野 生物ⅠＡ 1年 1単位 前学期のみ
化学分野 生物ⅠＢ 1年 1単位 後学期のみ
生物分野 生物ⅡＡ 2年 1単位 前学期のみ

生物ⅡＢ 2年 1単位 後学期のみ

電気電子工学科(T)
機械工学科(M)
グローバル情報学科(J)

一般理科科目

備考
物理1単位分・化学1単位分

S

物理1.5単位分・化学1.5単位
物理2単位

TMJ
4.5単位

理科分野の内容が拡充されている
なし

7単位
7単位
4単位

2.5単位

資料5-1-1-(2)-02

出典「教育課程表より作成」

資料タイトル「カリキュラム別理科科目単位表」
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第12条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第12条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。 

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。 

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。 

（進級の特例） 

第13条 校長は、前条第１号に規定する要件のみを満たすことができなかった者のうち、第１学年から第３学年まで

は、次の第１号及び第２号、第４学年にあっては、次の各号すべての要件を満たすものに限り、当該学年の修了を

認定することができる。 

(1) 別表第２に掲げる当該学年修了に必須となる授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 修得単位数が、別表第３に掲げる進級に必須となる累積単位数を満たしていること。 

(3) 第１学年から第３学年までの必須科目の単位をすべて取得していること。 

２ 前項の定めにかかわらず、平成26年度以前入学生においては、前条第１号に規定する要件（進級に限る。）のみ

を満たすことができなかった者のうち、不合格となった授業科目が３科目以下であって、かつ、その単位数の合計

が８単位以下であるものについて、校長は、当該学年の修了を認定することができる。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

出典「学校法人金沢工業大学規則集」

                                                                                                                資料5-1-1-(3)-01

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成29年度以前入学生適用）　第１２条」
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別表第２の１ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成30年度以降入学生適用、第13条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

国際理工学科 
エンジニアリングデ

ザインⅠＡ及びⅠＢ 

エンジニアリングデ

ザインⅡＡ及びⅡＢ 

エンジニアリングデ

ザインⅢ 

エンジニアリングデザ

インⅣＡ及びⅣＢ 

別表第２の２ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

電気電子工学科 創造実験Ⅰ 創造実験Ⅱ 創造実験Ⅲ 創造実験Ⅳ 

機械工学科 創造設計Ⅰ 創造設計Ⅱ 創造設計Ⅲ 創造設計Ⅳ 

グローバル情報学科 － － － 創造設計Ⅳ 

別表第３の１ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成30年度以降入学生適用、第13条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

国際理工学科 
26 

（38） 

72 

（76） 

104 

（108） 

133 

（140） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

別表第３の２ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

電気電子工学

科 

26 

（33） 

61 

（68） 

94 

（101） 

127 

（134） 

167 

（167） 

機械工学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

グローバル情

報学科 

26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

注２）累積単位数には「特別活動」及び「海外英語研修」の単位数を含めない。 
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第12条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第12条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。 

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。 

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。 

（進級の特例） 

第13条 校長は、前条第１号に規定する要件のみを満たすことができなかった者のうち、第１学年から第３学年まで

は、次の第１号及び第２号、第４学年にあっては、次の各号すべての要件を満たすものに限り、当該学年の修了を

認定することができる。 

(1) 別表第２に掲げる当該学年修了に必須となる授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 修得単位数が、別表第３に掲げる進級に必須となる累積単位数を満たしていること。 

(3) 第１学年から第３学年までの必須科目の単位をすべて取得していること。 

２ 前項の定めにかかわらず、平成26年度以前入学生においては、前条第１号に規定する要件（進級に限る。）のみ

を満たすことができなかった者のうち、不合格となった授業科目が３科目以下であって、かつ、その単位数の合計

が８単位以下であるものについて、校長は、当該学年の修了を認定することができる。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

出典「学校法人金沢工業大学規則集」

                                                                                                                資料5-1-1-(3)-02

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）　第１２条」
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別表第２の１ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成30年度以降入学生適用、第13条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

国際理工学科 
エンジニアリングデ

ザインⅠＡ及びⅠＢ 

エンジニアリングデ

ザインⅡＡ及びⅡＢ 

エンジニアリングデ

ザインⅢ 

エンジニアリングデザ

インⅣＡ及びⅣＢ 

 

別表第２の２ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

電気電子工学科 創造実験Ⅰ 創造実験Ⅱ 創造実験Ⅲ 創造実験Ⅳ 

機械工学科 創造設計Ⅰ 創造設計Ⅱ 創造設計Ⅲ 創造設計Ⅳ 

グローバル情報学科 － － － 創造設計Ⅳ 

 

 

 

 

別表第３の１ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成30年度以降入学生適用、第13条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

国際理工学科 
26 

（38） 

72 

（76） 

104 

（108） 

133 

（140） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

 

別表第３の２ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

電気電子工学

科 

26 

（33） 

61 

（68） 

94 

（101） 

127 

（134） 

167 

（167） 

機械工学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

グローバル情

報学科 

26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

注２）累積単位数には「特別活動」及び「海外英語研修」の単位数を含めない。 
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程

3 

試験の成績を０点とする。 

２ 不正行為により試験の成績を０点とした者には、追試験、再試験等の試験は実施しない。 

（成績の判定方法） 

第11条 各授業科目の成績は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況等を勘案して、学習支援計画

書の評価方法に則り、総合的に判定する。 

２ 試験以外の方法によって成績を評価し得る授業科目については、前項の規定にかかわらず、試験

を行わない場合がある。 

（（成績評価） 

第12条 各授業科目の成績は、前条の判定結果に基づき点数化し、100点を満点とする評点により評価

する。 

２ 授業科目の成績は、当該年度に開講した授業時間数の５分の４以上出席している者について評価

するものとする。出席が５分の４に満たない者は出席不良とし、評点を０点とする。 

３ 追試験により再評価する授業科目の評点は、元の定期試験の評価に準ずるものとする。 

４ 再試験による再評価で合格とする授業科目の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降

入学生にあっては60点、平成26年度以前入学生にあっては50点とする。 

５ 単位追認試験等により、前年度以前に履修し未修得であった単位を取得した場合の当該授業科目

の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降入学生にあっては60点、平成26年度以前入学

生にあっては50点とする。 

（成績の評定） 

第13条 各授業科目の成績の評定は、別表第１の１又は別表第１の２の学業成績の評価によるものと

する。 

 （単位修得の認定） 

第14条  第12条の規定による成績の評点が、平成27年度以降入学生にあっては60点以上、平成26年度

以前入学生にあっては50点以上の場合、当該授業科目の単位を修得したものと認定する。 

２ 前項の基準に満たなかった授業科目においては未修得科目とし、当該授業科目の単位を翌年度以

降に修得した場合には、原学年において履修したものとして取り扱う。 

３ 出席不良のため未修得となった授業科目の単位の修得には、不足授業数の補講を受講しなければ

ならない。 

 （成績への異議申し立て） 

第15条 定期試験終了後、学生は科目担当教員に成績を問い合わせ、通知された成績の内容に疑義が

ある場合、科目担当教員に異議を申し立てることができる。 

２ 前項の異議申し立ての期間は、年度ごとに学務会議の議を経て、決定する。 

（進級又は卒業の要件） 

第16条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認め、当該学年の修了を認

定することができる。 

資料5-1-1-(3)-03
資料タイトル「進級に関する要件が記載された規程」

出典「国際高等専門学校学習指導に関する実施規程　第16条・17条」
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

 
 

4 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、当該学年の特別活動の単位が認定されていること。 

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。 

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。 

（進級の特例） 

第17条 校長は、前条第１号に規定する要件のみを満たすことができなかった者のうち、第１学年か

ら第３学年までは、次に掲げる第１号及び第２号、第４学年にあっては、次の各号すべての要件を

満たす者に限り、進級を認め、当該学年の修了を認定することができる。 

(1) 別表第２の１及び別表２の２の当該学年修了に必須となる授業科目の単位が認定されているこ

と。 

(2) 修得単位数が、別表第３の１及び別表３の２の進級に必須となる累積単位数を満たしているこ

と。 

(3) 第１学年から第３学年までの必修科目の単位がすべて認定されていること。 

２ 校長は、平成27年度から平成29年度入学生においては、前項の規定に加え、前年度までに修得す

べき授業科目の単位がすべて認定されている者に限り、進級を認め当該学年の修了を認定すること

ができる。 

３ 校長は、平成26年度以前入学生においては、第１項の定めにかかわらず、前条第１号に規定する

要件（進級に限る。）のみを満たすことができなかった者のうち、前項の規定を満たすとともに、

不合格となった授業科目が３科目以下であって、かつ、その単位数の合計が８単位以下である者に

ついて、進級を認め、当該学年の修了を認定することができる。 

（在学制限） 

第18条 同一学年に２年を超えて在学することはできない。ただし、休学による場合は、この限りで

ない。 

（進級又は卒業の認定） 

第19条 進級又は卒業の認定は、学務会議の議を経て、校長が行う。 

附 則 

１ 本実施規程に必要な内規は、別に定める。 

２ 本規程は、昭和37年４月１日から実施する。 

３ 本規程は、昭和47年４月１日から実施する。 

４ 本実施規程は、昭和56年４月１日から実施する。 

５ 本実施規程は、平成元年４月１日から実施する。 

６ 本実施規程は、平成４年４月１日から実施する。 

７ この規程は、平成19年４月１日改正施行する。 

８ この規程は、平成27年４月１日から改正施行する。 

９ この規程は、平成30年４月１日から改正施行する。 
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別表第１の１ 学業成績の評価（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＧＰＡ（Grade Point Average）とは、個々の科目の成績評価に基づき、全履修科目における１単位

当たりの成績評価の平均値を表すものである。ＧＰＡによる成績評価は、今後の修学指導における基

礎資料とするばかりでなく、就職指導や大学への進学指導（大学への編入学推薦出願資格）における

基礎資料とする。なお、ＧＰＡは、計算結果の小数点以下３桁目を四捨五入し、小数点以下２桁まで

とする。 

 

別表第１の２ 学業成績の評価（平成26年度以前入学生適用、第13条関係） 

 

 

 

 

 

別表第２の１ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成30年度以降入学生適用、第17条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 

国際理工学科 エンジニアリングデザインⅠＡ及びⅠＢ エンジニアリングデザインⅡＡ及びⅡＢ 

 

別表第２の２ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成27年度から平成29年度入学生適用、第17

条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

電気電子工学科 創造実験Ⅰ 創造実験Ⅱ 創造実験Ⅲ 創造実験Ⅳ 

機械工学科 創造設計Ⅰ 創造設計Ⅱ 創造設計Ⅲ 創造設計Ⅳ 

グローバル情報学科 － － － 創造設計Ⅳ 

評点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～０ ０ 

評定 
Ｓ 

（秀） 

Ａ 

（優） 

Ｂ 

（良） 

Ｃ 

（可） 

Ｄ 

（成績不可）

Ｆ 

（出席不良）

評価 

ポイント 
４ ３ ２ １ ０ ０ 

ＧＰＡ＝ 
（評価ポイント×単位数）の総和 

履修科目の総単位数 

評点 100～80 79～60 59～50 49～０ ０ 

評定 
５ 

（優） 

４ 

（良） 

３ 

（可） 

２ 

（不可） 

Ｆ 

（出席不良） 
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別表第３の１ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成30年度以降入学生適用、第17条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

国際理工学科 
31 

（38） 

72 

（76） 

100 

（108） 

133 

（140） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

 

別表第３の２ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成27年度から29年度入学生適用、第17

条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

電気電子工学科 
26 

（33） 

61 

（68） 

94 

（101） 

127 

（134） 

167 

（167） 

機械工学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

グローバル情報学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

注２）累積単位数には「特別活動」及び「海外英語研修」の単位数を含めない。 
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
入学式 始業式・対面式 オリエンテーション 前学期授業開始 前学期末試験

健康診断 水１ 木１ 金１ 土１ 水１５ テスト返し 土８
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

一向一揆まつり 山の日 授業予備日 後学期中間試験 帰国生入試
月１ 火１ 水２ 木２ 金２ 土２ 鳥越（８月上旬） テスト返し 月８ 火８ 入試準備

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
留学生帰国報告会 見学会準備 学校見学会（夏） 後学期中間試験

月２ 火２ 水３土３ 木３ 金３ サマースクール準備 火９ 水９ 木９ 金９ 土９
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

学校見学会（夏） サマースクール 課外活動期間
月３ 火３ 水４ 木４ 金４ 土４ 月９

29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
昭和の日 振替休日 天皇誕生日 振替休日 冬期休業開始

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5

土曜日授業 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 元旦 新年互礼会
火４ 土５ 河内ふじまつり

6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
河内ふじまつり 体育祭 ウルトラマラソン 後学期授業再開

（５月上旬） 月４ 火５ 水５ 木５ 金５ （９月上旬） 月１０ 火１０ 水１０ 木１０ 金１０ 土１０
13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

育友会総会 サイクルフェスタ 成人の日
月５ 火６ 水６ 木６ 金６ 土６ （９月中旬） 火１１ 水１１ 木１１ 金１１ 土１１

20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
授業公開 敬老の日 課外活動期間 金曜日授業 入試準備 一般入試A

月６ 火７ 水７ 木７ 金７ 土７ 穴水研修 月１１ 火１２ 金１２ 木１２
27 28 29 30 31 23 24 25 26 27　後学期授業開始 28 29 27 28 29 30 31

木曜日授業 高校総体 秋分の日 振替休日 課外活動期間 月曜日授業 雪だるままつり 土曜日授業
月７ 木８ 水８ 特別時間割 月１ 金１ 土１ （1月下～２月上） 月１２ 土１２ 水１２ 木１３

30

日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 創立記念日 2 1 2 3 4 5 6 1 2
高校総体 見学会準備

土８ 月２ 火１ 水１ 木１ 金２ 土２ 金１３ 土１３
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9

金曜日授業 前学期中間試験 学校見学会（秋） 体育の日
瀬波スゲ馬まつり 月８ 火８ 金８ 見学会準備 プロコン 火２ 水２ 木２ 金３ 土３ 月１３ 火１３ 水１３ 木１４ 金１４ 土１４
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16
学校見学会（春） 育友会学校見学会 ロボコン地区大会 高専祭準備 高専祭 文弥まつり 建国記念の日 月曜日授業 入試準備 一般入試B

月９ 火９ 水９ 木９ 金９ 土９ 月３ 火３ 水３ 木３ 尾口・東二口地区 火１４ 水１４ 月１４ 自己推薦入試
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26　入試準備 27 17 18 19 20 21 22 23

高専祭 振替休日(10/21) 月曜日授業 金曜日授業 土曜日授業 グローバル入試A 文弥まつり
月１０ 火１０ 水１０ 木１０ 金１０ 土１０ 月４ 金４ 木４ 土４ 尾口・東二口地区 月１５ 火１５ 水１５ 木１５ 金１５ 土１５

24 25 26 27 28 29 特別時間割 30 特別時間割 28 29 30 31 24 25 26 27 28
CDIO 授業予備日 後学期末試験

月１１ 火１１ 水１１ 木１１ 金１１ 土１１ 月５ 火４ 水４

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 特別時間割 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

高専体育大会 土曜日授業 文化の日 テスト返し テスト返し
CDIO 月１２ 火１２ 水１２ 木１２ 金１２ 土５ 金５ スノーフェスティバル

8 9　振休(7/8) 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 高校新人戦 9 10 3 4 5 6 7 8 9
高専体育大会 授業予備日 月曜日授業 木曜日授業 スノーフェスティバル 課外活動期間

火１３ 水１３ 木１３ 月１３ 土１２ 白嶺フェスタ 木５ 火５ 水５ 土６ 尾口（３月上旬） 卒業判定(5年)
15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16　入試準備 17 10 11 12 13 14 15 16

海の日 金曜日授業 土曜日授業 高校新人戦 金曜日授業 月曜日授業 土曜日授業 グローバル入試Ｂ 課外活動期間 終業式 卒業式
金１３ 土１３ 木１４ 金１４ 土１４ 金６ 月６ 水６ 木６ 土７ 進級判定（2‐4年） 進級判定（1年）

22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
清流フェスティバル 勤労感謝の日 校内球技大会 春分の日

月１４ 火１４ 水１４ 木１５ 金１５ 土１５ 月７ 火６ 水７ 木７
29 30 31 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
清流フェスティバル ＩＥＬＴＳ受験 金曜日授業 教育成果発表会 新入生受入れ
鳥越（７月下旬） 月１５ 火１５ 金７ 火７ 水８ 木８ 金８

31
７月９日～８月６日 海外英語研修（２年生） 新入生受入れ

4
月

8
月

12
月

平成30年3月28日
教員会議資料

平成３０年度　学年暦  －１年次－
国際高等専門学校

平成３０年３月３０日（金）新入生受入れ・３１日（土）入寮式

7
月

11
月

3
月

5
月

9
月

1
月

6
月

10
月

2
月

資料5-1-1-(4)-01

出典「平成30年度第1回教員会議資料」

資料タイトル「平成３０年度学年暦（１年次）」
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
入学式 始業式・対面式 オリエンテーション 春学期開始 人間と自然Ⅲ（Ｇ５） 4・5年生授業予備日 授業予備日

健康診断 金１ 水５ 木５ 金５
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

２年海外英語研修帰国 山の日 秋学期末試験 帰国生入試
月１ 火１ 水１ 木１ 金２ 月５ 月７ 火７ 入試準備

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
留学生帰国報告会 学校見学会（夏） 秋学期末試験 冬学期開始

月２ 火２ 水２ 木２ 金３ 見学会準備 サマースクール準備 火１ 水１ 木１ 金１
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

学校見学会（夏） サマースクール 月曜日授業
月３ 火３ 水３ 木３ 金４ 月１ 火２ 水２ 木２ 月２

29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
昭和の日 振替休日 ２、３年夏学期授業再開 天皇誕生日 振替休日 冬期休業開始

（月３） （火３） （水３） （木３） （金３）
30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5

授業予備日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 元旦 新年互礼会
火４

6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
体育祭 冬学期再開

月４ 火５ 水４ 木４ 金５ （月４） （火４） （水４） （木４） （金４） 月３ 火３ 水３ 木３ 金２
13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

育友会総会 2.3年生授業予備日 成人の日
月５ 火６ 水５ 木５ 金６ （月５） （火５） （水５） （木５） （金５） 火４ 水４ 木４ 金３

20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
授業公開 敬老の日 夏学期末試験 金曜日授業 入試準備 一般入試A

月６ 火７ 水６ 木６ 金７ 月４ 火５ 金４ 木５
27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

木曜日授業 高校総体 秋分の日 振替休日 人間と自然Ⅱ インターンシップ報告会 金曜日授業
月７ 木７ 水７ 特別時間割 特別時間割 月５ 金５ 水５ 木６

30

日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 創立記念日 2 1 2 3 4 5 6 1 2
高校総体 秋学期開始

月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 見学会準備 金６
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9

金曜日授業 水曜日授業 授業予備日 学校見学会（秋） 体育の日 個別面談 授業予備日
月８ 火８ 金８ 木８ 水８ 見学会準備 プロコン 火２ 水２ 木２ 金２ 月６ 火６ 水６ 木７ 金７

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16
学校見学会（春） 育友会学校見学会 ロボコン地区大会 高専祭準備 高専祭 建国記念の日 月曜日授業 入試準備 一般入試B

月９ 火９ 水９ 木９ 金９ 月２ 火３ 水３ 木３ 火７ 水７ 月７ 自己推薦入試
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23

春学期末試験 高専祭 振替休日(10/21) 月曜日授業 金曜日授業 入試準備 グローバル入試Ａ 冬学期末試験 授業予備日
金１０ 月３ 金３ 木４ 金８

24 25 26 27 28 29　夏学期開始 30 28 29 30 31 24 25 26 27 28
CDIO・特別時間割 特別時間割

月１０ 火１０ 水１０ 木１０ 金１（金１） 月４ 火４ 水４ 月８ 火８ 水８ 木８

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

特別時間割 高専体育大会 個別面談 文化の日
CDIO 月１（月１） 火１（火１） 水１（水１） 木１（木１） 金２（金２） 金４ シンガポール修学旅行

8 9　振休(7/8) 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 高校新人戦 9 10 3 4 5 6 7 8 9
高専体育大会 授業予備日 月曜日授業 4・5年生授業予備日 シンガポール修学旅行

２年海外英語研修出発 火２（火２） 水２（水２） 木２（木２） 月２（月２） 特別時間割 卒業判定(5年)
15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16

海の日 人間と自然Ⅲ（Ｔ４） 人間と自然Ⅲ（Ｍ４） 4・5年生授業予備日 高校新人戦 金曜日授業 月曜日授業 入試準備 グローバル入試Ｂ 終業式 卒業式
火３ 水３ 木３ 金３ 金５ 月５ 水５ 木５ 進級判定（2‐4年） 進級判定（1年） ＯＰ留学生帰国

22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
人間と自然Ⅲ（Ｊ４） 人間と自然Ⅲ（Ｔ５） 4・5年生授業予備日 勤労感謝の日 校内球技大会 春分の日

月３ 火４ 水４ 木４ 金４ 月６ 火５ 水６ 木６
29 30 31 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

人間と自然Ⅲ（Ｍ５） 金曜日授業 教育成果発表会

月４ 火５ 金６ 火６ 水７ 木７ 金７
31

4
月

8
月

12
月

平成30年3月28日
教員会議資料

平成３０年度　学年暦　－２～５年次－ 
国際高等専門学校

平成３０年３月３０日（金）・３１日（土）新入生受け入れ

7
月

11
月

3
月

5
月

9
月

1
月

6
月

10
月

2
月

資料5-1-1-(4)-02

出典「平成30年度第1回教員会議資料」

資料タイトル「平成３０年度学年暦（２～５年次）」
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

18 18 育友会総会 18 18 18 18 ４-５年夏学期授業再開 18 18 18 18 18 18

水 金 クラス懇談 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

23 23 　　 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土

31 31 31 31 31 31 31

木 火 金 　 水 月 木 日

代休日

平成31年度
グローバル入試B

平成31年度
一般入試A

平成31年度

一般入試B

自己推薦入試

校内球技大会

平成31年度
グローバル入試A

金曜日の授業

金曜日の授業

振替休日

４年インターンシップ報告
会

夏学期授業開始
　　特別時間割

冬期休業(1月6日まで)
　　５年人間と自然Ⅲ(池の平・T科)

　

振替休日

　　特別時間割
         ３年人間と自然Ⅱ(穴水)

山の日

　　特別時間割

代休日

授業予備日

２年海外英語研修(8月6日まで)

２-３年夏期休業(8月26日まで)
４-５年授業予備日

４-５年夏期休業

　(9月17日まで)

春分の日

終業式

学年末休業 (3月31日まで)

ニュージーランド留学帰国  

卒業式

月曜日の授業

３月１月 ２月１１月 １２月
元旦個別面談

　　特別時間割 　　秋学期定期試験

文化の日
４年修学旅行(11月10日まで)

　　４年就職講座

平成３０年度学年暦（金沢キャンパス）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月４月
入学式

創立記念日

　　高校総体

　　
授業予備日

 ※卒業判定・進級判定

　　北陸地区高専体育大会

教育成果発表会

建国記念の日

 ※校内意見発表会  ※卒業研究発表会

  高専祭

　　５年人間と自然Ⅲ(池の平・M科)

天皇誕生日

　　高校総体
　　特別時間割

　

木曜日の授業

※は予定行事

個別面談

　　

昭和の日

　　４年人間と自然Ⅲ(池の平・J科) 　　 16週　　 16週

　　

　　

４-５年授業予備日

　　月曜日の授業

　　４年人間と自然Ⅲ(池の平・T科)

２-３年夏学期授業再開

敬老の日

　　夏学期定期試験

対面式・始業式
健康診断

春学期授業開始

留学生帰国報告会

校内体育大会

　 授業公開

金曜日の授業

水曜日の授業

　　春学期定期試験

憲法記念日

みどりの日　　

こどもの日

授業予備日

　　オリエンテーション

　　2-5年学級写真撮影

育友会学校見学会

　　全国高専プロコン

高専祭準備

月曜日の授業

高専ロボコン
東海北陸地区大会

    　
　　　　　

秋分の日

２-３年授業予備日

　体育の日

金曜日の授業

　　　　県高校新人戦

金曜日の授業

授業予備日

　　秋学期定期試験

月曜日の授業

 ５年人間と自然Ⅲ(池の平・M科)

５年人間と自然Ⅲ(池の平・G科)

４-５年授業予備日

海の日

　　４年人間と自然Ⅲ(池の平・M科)

４-５年授業予備日

秋学期授業開始

授業予備日

　冬学期定期試験

授業予備日

　

冬学期授業再開

勤労感謝の日 金曜日の授業

成人の日

冬学期授業開始

平成31年度
帰国生入試

月曜日の授業

１週

２週

３週

４週

５週

６週

７週

８週

９週

１０週

１１週

１２週

１３週

１週

２週

３週（4-5年）

４週（4-5年）

５週（4-5年）

６週（4-5年）

３週（2-3年）

４週（2-3年）

５週（2-3年）

６週（2-3年）

７週

８週

１週

３週

４週

５週

６週

７週

８週

９週

１０週

１週

２週

３週

４週

５週

６週

７週

８週

９週

２週

１０週

資料5-1-1-(4)-03

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用　P2-3」

資料タイトル「平成３０年度学年暦（金沢キャンパス）」
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

18 18 育友会総会 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

水 金 クラス懇談 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金 金

23 23 　　 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土 土

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

火 木 日 火 金 月 水 土 月 木 日 日

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

水 金 月 水 土 火 木 日 火 金 月 月

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

木 土 火 木 日 水 金 月 水 土 火 火

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

金 日 水 金 月 木 土 火 木 日 水 水

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

土 月 木 土 火 金 日 水 金 月 木 木

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

日 火 金 日 水 土 月 木 土 火 金

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

月 水 土 月 木 日 火 金 日 水 土

31 31 31 31 31 31 31

木 火 金 　 水 月 木 日

 ※瀬波スゲ馬まつり  ※サイクルフェスタ

 ※スノーフェスティバル

　　

　　学校見学会（夏） 　　課外活動期間

　　文弥まつり
　

後学期授業再開

勤労感謝の日 金曜日の授業

　　県高校新人戦

土曜日の授業

平成31年度グローバル入試B
ＩＥＬＴＳ受験

　　新入生受入れ

　　課外活動期間

　　課外活動期間

一向一揆まつり

ウルトラマラソン

　
　
体育の日

敬老の日

　　高専祭

春分の日

終業式

憲法記念日

みどりの日　　

こどもの日
　　河内ふじまつり

オリエンテーション

育友会学校見学会

前学期授業開始

　　前学期中間試験

対面式・始業式
健康診断

留学生帰国報告会

校内体育大会

　 授業公開

金曜日の授業

学校見学会（春）

※は予定行事

　　

振替休日

昭和の日 清流フェスティバル

　　高校総体
　　特別時間割

　

木曜日の授業

 ※卒業判定・進級判定

　　北陸地区高専体育大会

教育成果発表会

建国記念の日

 ※校内意見発表会  ※卒業研究発表会

天皇誕生日

1.平成３０年度学年暦（白山麓キャンパス）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月４月
入学式

創立記念日

　　高校総体

　　
土曜日授業

３月１月 ２月１１月 １２月
元旦土曜日の授業

木曜日の授業 授業予備日

文化の日

　　後学期中間試験

卒業式

月曜日の授業

　　前学期末試験

　　課外活動期間
　　　　穴水研修

後学期授業開始
月曜日の授業

　　 16週　　 16週

山の日

　　特別時間割

代休日
授業予備日

　

　　後学期末試験

平成31年度一般入試B

自己推薦入試

　　文弥まつり

月曜日の授業

授業予備日

海の日

土曜日の授業

　　

　　

金曜日の授業

　　課外活動期間
　　企業見学

秋分の日

白山登山

校内球技大会

金曜日の授業

　　特別時間割

　

　　サマースクール

土曜日の授業

振替休日

冬期休業(1月6日まで)

振替休日

平成31年度一般入試A
雪だるままつり

金曜日の授業

学校見学会（秋）
　　全国高専プロコン

高専祭準備

月曜日の授業

高専ロボコン
東海北陸地区大会

金曜日の授業

　　後学期中間試験

　　　土曜日の授業

　　　平成31年度グローバル入試A

　　　白峰フェスタ

雪だるままつり

代休日

月曜日の授業

成人の日

平成31年度
帰国生入試

１週

２週

３週

４週

５週

６週

７週

８週

９週

１０週

１１週

１２週

１３週

１４週

１５週

１週

２週

４週

５週

６週

７週

８週

９週

１０週

１１週

１２週

１３週

１４週

１５週

１６週

１７週

１８週

１９週

２０週

３週

２１週

１６週

１７週

１８週

２２週

資料5-1-1-(4)-04

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」

資料タイトル「平成３０年度学年暦（白山麓キャンパス）」
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平成３０年度　春学期時間割（4/1～6/28） 

平成30年4月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 工学特論Ⅰ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン Ra・Ja 中泉 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 高橋 藤澤 土地 千徳 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド ワード／札野 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 応用数学Ⅰ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 松本昇 藤澤 土地 千徳 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理・化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 高橋 大崎 鍛治 松井 坂倉 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム Lunch
ジェイソン 井上 物理化学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理・化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 坂倉 4
向井 ソンガー 3 Ra・Ja Ｇ・Ｌ 松下 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 潟辺 宇都宮 松下 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 コンピュータⅡ 国語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 国語Ⅳ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 坂倉 潟辺 中泉 宮野純 Ｃ・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 大崎 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 コンピュータⅡ 総合英語Ⅱ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7
坂倉 宇都宮 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 線形代数Ⅰ 物理・化学Ⅲ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 袖 瀧本・ケザウ 松本昇 高橋 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅱ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 応用数学Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 袖 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 中谷 小間・千徳・松井・吉本 丸井 松本昇 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ デザインメソッドⅡ 総合英語Ⅱ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 歴史Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 津田・大原・ イアン・ベ ァード・室谷 中泉 松下 宇都宮 丸井 小間・千徳・松井・吉本 上田 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 デザインメソッドⅡ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 線形代数Ⅰ 松下 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 国語Ⅲ デザインメソッドⅢ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 兒玉 井上・坂倉 大崎 小髙・山下 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 総合英語Ⅱ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ デザインメソッドⅢ 工業英語Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 応用数学Ⅱ 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 宇都宮 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 中谷 小髙・山下 土地・オガワ ハン 大崎 伊藤周 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 創造実験Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 14:20～ 伊藤周・諸谷・オガワ 宇都宮 谷口・ザボ 南出 宮野肇 中谷 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 微分積分Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
伊藤周・諸谷・オガワ 中泉 谷口・ザボ 南出 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ 情報修学基礎Ⅱ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 竹俣 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 津田・大原・ イアン・ベアー ド/エドワード 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅱ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理・化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 Ra・Ja 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理・化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 伊藤周 兒玉 井上・ザボ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 電気電子工学演習 兒玉 井上・ザボ 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ 江川 今澤 諸谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理・化学Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 高橋 Ｃ・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 物理化学Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
室谷 14:20～ Ra・Ja 小間 中泉 宮野純 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
宇都宮 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 15:10 - 16:00

ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
ハズワン エバンス 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 Ｃ・Ｊu・Ｌ 藤島／南出 ハン 田村 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 線形代数Ⅰ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 江川 藤島／南出 ハン 田村 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 中谷 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 微分積分Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 江川 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 応用数学Ⅰ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 宇都宮 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 松本昇 林 井上 Ａ・Ｓｚ ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
室谷 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 向井 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 日本文化 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 総合英語Ⅳ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
宮野肇 中泉 中谷 向井 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 Ra・Ja 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 総合英語Ⅲ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 Ra・Ja 中泉 大崎 宮野肇 諸谷 松本昇 向井 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 向井 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 総合英語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド ワード／札野 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊｕ・Ｌ 直江 向井 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 電気システム設計Ⅱ 総合英語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ｊｕ 江川 直江 向井 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン Ｍ科卒業研究

Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｍ科 Ha：ハン G科卒業研究
上田 テイラー Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ハズワン エドワード 8:40～ Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

ホセイン ケザウ 10:10 白山麓キャンパス
伊藤周 小髙 2 Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 白山麓勤務 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 扇が丘勤務
札野 山崎
室谷

T5 Ｍ5

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 G5 月

エンジニアリングコン テクストⅠA

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

T3 M3

英語資格技術

J3 T4 M4 J4M2 J2

小髙・井上・山崎 大原

Lunch

物理ⅠＡ
 英語資格技術／数理統計B

伊藤周・エバンス 大原／松本昇

コンピュータスキルズⅠA

伊藤周・小髙・Ｔａ・Ｐｏ

伊藤周・オガワ

火 S１ T2 M2 J2 T3 M3 J3 T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5 火

国語表現ⅠA／日本語ⅠA

潟辺　／　室谷

ブリッジイングリッシュ／ 日本語ⅠA

Lunch

基礎数学A

木原・ホセイン

化学ⅠA

ラシィド・ジェイソン

木原・ジェイソン

水 S１ T5 Ｍ5 G5T2 M2 J2 T3 M3 J3 水

ブリッジイングリッシュ／ 歴史文化（英語）ⅠA
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

基礎数学A
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

T4 M4 J4

木原・ホセイン

Lunch

上田・テイラー

木 S１ T2 M2 J2 T3 M3 J3

社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5

古川／大崎／小髙

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

木

解析基礎A 
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン

金 S１ T2 M2 J2

生物ⅠA

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

伊勢・大原

T5 Ｍ5 G5 金M4 J4

リーディング・ライティングⅠA／英語表現ⅠA

解析基礎A 

T3 M3 J3 T4

木原・ハズワン

Lunch

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

保健体育ⅠA

ケザウ

松下・山﨑

土 S１

文学Ⅰ／世界文学Ⅰ

潟辺　／　向井 金沢キャンパス

歴史文化ⅠA／日本語ⅠA
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）
教室２（国語・英語） 教室４（EC）

上田／札野 少人数教室１ 少人数教室３
少人数教室２ 少人数教室４
実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース
ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース
ものづくりスペースA グループ学習室
ものづくりスペースB 体育館

資料5-1-1-(5)-01
資料タイトル「特別活動時間を示した時間割」

出典「平成30年4月教務課作成」738

Owner
長方形



時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所

4/1(金) 1 入学式・HR
多目的ホール
７号館

4/2(土) 1 オリエンテーション
プラザ・各教室
高専実験室

1 オリエンテーション
プラザ・各教室
高専実験室

1 オリエンテーション
プラザ・各教室
高専実験室

1 オリエンテーション
各教室
高専実験室

1 オリエンテーション
各教室
高専実験室

1 対面式・始業式
第１体育館・各教
室

人間と自然Ⅰ（穴水）

4/5(火) 人間と自然Ⅰ（穴水） 1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

4/6(水) 人間と自然Ⅰ（穴水） 1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義実

1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

4/8(金) 1 修学ガイダンス 合同講義室

4/9(土) 1 オリエンテーションテスト 各教室

4/12(火) 1 部活動紹介 合同講義室

4/14(木) ＬＣ見学 ライブラリーセンター

4/15（金） 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール OP帰国報告会

4/19(火) 1
キャリアデザインガイダンス
　　（進路指導主事）

合同講義室

4/22(金) 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室

4/26(火) 1
キャリアデザインノート
　（自己分析）

各教室 第１回進路希望調査 各教室 年金に関する講話 合同講義室

4/29(金) 昭和の日

5/6(金)

5/10(火) 1
キャリアデザインノート
　（今年度の目標）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（進路を考える）

各教室

5/13(金) 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 体育祭準備

5/14(土) 2 校内体育祭 久安運動公園 2 校内体育祭 久安運動公園 2 校内体育祭 久安運動公園 2 校内体育祭 久安運動公園 2 校内体育祭 久安運動公園

5/20(金) 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール
育友会総会
クラス懇談

5/21(土) 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館

5/27(金) インターンシップガイダンス 合同講義室

6/2(木) 1 企業見学
高校総体
特別時間割

6/3(金)
高校総体
特別時間割

6/10(金)

6/17(金) 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 期末試験前

6/24(金) 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ

6/28(火) 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC） 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC） 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC）

7/1(金) 1 企業見学 1 企業見学 1 企業見学

7/8(金) 高専大会前日

7/15(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業 M5人間と自然Ⅲ（池の平）

7/22(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

7/29(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

8/5(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業 FD研修

8/26(金) SPI模擬試験 各教室 SPI模擬試験 各教室 SPI模擬試験 各教室 夏季休業 夏季休業

9/2(金)

9/9(金)

9/13(火) 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室

9/16(金) ４年進路説明会

9/23(金) 期末試験中

9/27(火) 中止
キャリアデザイン講話
　（企業講話）
＊１、２年生合同

５．１０１ 中止
キャリアデザイン講話
　（企業講話）
＊１、２年生合同

５．１０１ 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室 特別時間割

9/30(金) 人間と自然Ⅰ（穴水） 第２回進路希望調査 各教室 1
キャリアデザイン講話
（進路指導主事）

合同講義室 特別時間割

10/1(土)
インターンシップ報告会
（見学）

インターンシップ報告会

10/4(火) 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室

10/7(金) 1 H28上半期伝達表彰
H28年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H28上半期伝達表彰
H28年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H28上半期伝達表彰
H28年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H28上半期伝達表彰
H28年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H28上半期伝達表彰
H28年上半期校長表彰・褒賞

プラザ

ロボコン・プロコ
ン前日
オープンキャン
パス準備

10/14(金) 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備

10/15(土) 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目）

10/16(日) 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目）

10/21(金) 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室

10/25(火) 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室

10/28(金)

11/4(金) 修学旅行 4年修学旅行

11/8(火) 1
キャリアデザインノート
　（自分再発見）

各教室 1
キャリアデザイン講話
　（ジョブカフェ石川）

合同講義室

11/11(金) 修学旅行
特別時間割
４年修学旅行
高校新人戦

11/15(火) 工大編入学説明会 各教室

11/18(金) 球技大会準備

11/19(土) 2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

11/25(金) 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 入試説明会準備

12/2(金) 1
キャリアデザインノート
　（言葉遣い）

各教室 1
キャリアデザイン
　（心理テスト・性格検査）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（履歴書の書き方）

各教室 1
キャリアデザイン講話
　（進路指導主事）

合同講義室

12/9(金) 期末試験中

12/13(火) 職務適性テスト 合同講義室・各教室 第３回進路希望調査 各教室

12/16(金) 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール

12/23(金) 天皇誕生日

1/6(金) 冬学期授業再開

1/10(火) 教室清掃（窓） 教室清掃（窓） 教室清掃（窓） 教室清掃（窓） 教室清掃（窓）

1/12(木) 試験会場設営 試験会場設営 試験会場設営 試験会場設営 試験会場設営

1/13(金) 推薦入試準備

1/20(金) 教室清掃・試験会場設営 教室清掃・試験会場設営 教室清掃・試験会場設営 教室清掃・試験会場設営 教室清掃・試験会場設営 一般入試準備

1/27(金) SPI模擬試験 各教室 1 キャリアデザインノート
　（グループディスカッション）

各教室

2/3（金） 1
キャリアデザインノート
　（履歴書作成）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（卒業式招待状の作成）

各教室

2/7（火） 1 卒業式の練習 合同講義室

2/10（金） 就職・進学用証明写真撮影 会議室 1 卒業式の練習 多目的ホール

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート

2/17(金) 期末試験中

2/20(月) 1 卒業式の練習 合同講義室 定期試験最終日

2/21(火) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/22(水) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/23(木) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/24(金) 1 卒業式の練習 合同講義室 1
キャリアデザイン講話
　（校長講話）

２３号館４０９室

2/28(火) 1 卒業式の練習 多目的ホール 授業予備日

3/14(火) 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール

3/15(水) 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール

総時間数 37 ｈ 31 ｈ 33 ｈ 32 ｈ 36 ｈ

教務主事・教務係 学生主事・学生係 進路指導主事・進路指導係 特活の実施予定無し（特活以外の活動）

研究主事 式典委員会 国際交流（英語科）

対面式・始業式
オリエンテーション

第１体育館・各教
室・合同講義室

1
対面式・始業式
オリエンテーション

平成２８年度　特別活動実施記録
平成29年3月31日

日程
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

備考

4/4(月) 1
対面式・始業式
オリエンテーション

第１体育館・各教
室・合同講義室

1

各教室 金曜日授業

第１体育館・各教
室・合同講義室

1
対面式・始業式
オリエンテーション

第１体育館・各教
室・合同講義室

校長講話
各種ガイダンス
キャリアデザイン

安全教育
健康診断
クラス写真　など

１年穴水研修

主な担当部署

各教室 1 各教室 12/15(水) 1 各教室 1 各教室 1

資料5-1-1-(5)-02

出典「平成29年３月教務係作成」

資料タイトル「平成２８年度　特別活動実施記録」
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時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所

4/1(土) 1 入学式・HR
多目的ホール
７号館

4/3(月) 1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１・2体育館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１・2体育館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１・2体育館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１・2体育館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１・2体育館

4/4(火) 人間と自然Ⅰ（穴水） 1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

4/5(水) 人間と自然Ⅰ（穴水） 1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

4/6(木) 人間と自然Ⅰ（穴水） 1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義実

1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

4/7(金) 1 修学ガイダンス 合同講義室

4/8(土) 1 オリエンテーションテスト 各教室

4/11(火) 1 部活動紹介 合同講義室

4/13（木） LC見学（１年）

4/14（金） 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール OP帰国報告会

4/18(火) 1
キャリアデザインガイダンス
　　（進路指導主事）

合同講義室

4/21(金) 1
キャリアデザインノート
　（自己分析）

各教室 第１回進路希望調査 各教室

4/25(火) 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 OP留学生出発

4/28(金) 科長講話（M・J） 各教室

5/5(金) こどもの日

5/9(火) 1
キャリアデザインノート
　（今年度の目標）

各教室 Gメールアドレス取得 各教室 1
キャリアデザインノート
　（進路を考える）

各教室 Gメールアドレス取得 各教室

5/12(金) 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 体育祭準備

5/13(土) 校内体育大会（中止） 久安運動公園 校内体育大会（中止） 久安運動公園 校内体育大会（中止） 久安運動公園 校内体育大会（中止） 久安運動公園 校内体育大会（中止） 久安運動公園

5/19(金)
育友会総会
クラス懇談

5/20(土) 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館

5/23(火) インターンシップガイダンス 合同講義室

5/26(金) 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール

6/2(金)
高校総体
特別時間割

6/9(金)

6/13(火) 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール

6/16(金) 春学期定期試験

6/23(金)

6/27(火) 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC） 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC） 1 企業見学事前学習 各教室（ノートPC）

6/28(水) 1 企業見学 1 企業見学 1 企業見学 1 企業見学 特別時間割

6/30(金) 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ

7/7(金) 高専大会前日

7/14(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業 T5人間と自然Ⅲ（池の平）

7/21(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

7/25(火） 年金に関する講話 合同講義室

7/28(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業 自己推薦入試前日

8/4（金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業 月曜日授業

8/1(火) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

8/25(金) 夏季休業 夏季休業

9/1(金) 夏季休業 夏季休業

9/8(金) 夏季休業 夏季休業

9/12(火) 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室

9/15(金) 授業予備日

9/22(金) 夏学期定期試験

9/26(火) 1
キャリアデザイン講話
　（企業講話）
＊１、２年生合同

合同講義室 1
キャリアデザイン講話
　（企業講話）
＊１、２年生合同

合同講義室 人間と自然Ⅱ（穴水研修） 第２回進路希望調査 各教室

下半期学級役員選出 各教室

1 キャリアデザイン講話 合同講義室

9/30(土)
インターンシップ報告会
（見学）

２４号館 インターンシップ報告会 ２４号館

10/3(火) 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室 学生会役員選挙 各教室

10/6(金) 1 H29上半期伝達表彰
H29年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H29上半期伝達表彰
H29年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H29上半期伝達表彰
H29年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H29上半期伝達表彰
H29年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H29上半期伝達表彰
H29年上半期校長表彰・褒賞

プラザ

10/13(金) 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備

10/14(土) 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目）

10/15(日) 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目）

10/17(火) 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 校内球技大会選手選出 各教室 金曜日授業

10/20(金)

10/27(金) 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（自己点検中間評価）

各教室

10/31(火） 工大編入学科説明会 各教室

11/3(金)  文化の日

11/7(火)
選挙に関する講話（模擬
選挙）

合同講義室 1
キャリアデザイン講話
　（ジョブカフェ石川）

合同講義室 シンガポール修学旅行

11/8(水) 1 外務省講話 合同講義室 1 外務省講話 合同講義室 シンガポール修学旅行

11/10(金) シンガポール修学旅行
特別時間割
高校新人戦

11/14(火) 1
キャリアデザインノート
　（自分再発見）

各教室

11/17(金) 球技大会準備

11/18(土) 2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

11/24(金) 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ

12/1(金) 1
キャリアデザインノート
　（言葉遣い）

各教室 1
キャリアデザイン
　（心理テスト・性格検査）

各教室 1 キャリアデザインノート
　（履歴書の書き方）

各教室 1
キャリアデザイン講話
　（進路指導主事）

合同講義室

12/8(金) 定期試験最終日

12/12(火) 職務適性テスト 合同講義室・各教室 第３回進路希望調査 各教室

12/15(金) 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール

12/16(土) 合同企業研究会

12/22(金)

1/5(金) 冬期休業中

1/12(金) 教室清掃・推薦入試設営 教室清掃・推薦入試設営 教室清掃・推薦入試設営 教室清掃・推薦入試設営 教室清掃・推薦入試設営 推薦入試前日

1/19(金) 情報技術検定（T科） 合同講義室 情報技術検定（T科） 合同講義室 SPI模擬試験 各教室 1 キャリアデザインノート
　（グループディスカッション）

各教室

1/20(土) 合同企業研究会

1/26(金) 前期一般入試準備

2/2（金） 1
キャリアデザインノート
　（履歴書作成）

各教室 1
キャリアデザインノート
　（卒業式招待状の作成）

各教室

2/9（金） 入試設営 入試設営 入試設営 入試設営 入試設営 後期一般入試前日

1
キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート

2/15（木） 1 卒業式の練習 多目的ホール 金曜日授業

2/16（金） 1 卒業式の練習 合同講義室

2/22(木) 1 卒業式の練習 合同講義室
冬学期定期試験
最終日

2/23(金) 1 卒業式の練習 合同講義室
キャリアデザイン講話
（穴水研修補充）

2/24(土)
キャリアデザイン講話
（穴水研修補充）

合同講義室
ALR各部屋

1 卒業式の練習 多目的ホール
授業予備日
自己推薦特別試
験

2/26(月) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/27(火) 1 卒業式の練習 合同講義室

3/1(木) 1 卒業式の練習 合同講義室

3/13(火) 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール

3/14(水) 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール

総時間数 36 ｈ 31 ｈ 31 ｈ 30 ｈ 33 ｈ

教務主事・教務係 学生主事・学生係 進路指導主事・進路指導係 特活の実施予定無し（特活以外の活動）

研究主事 式典委員会

平成２９年度　特別活動実施記録
平成30年3月31日

日程
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

備考

校長講話
各種ガイダンス
キャリアデザイン

安全教育
健康診断
クラス写真　など

１年穴水研修

特別時間割

9/29(金) 下半期学級役員選出 各教室

主な担当部署

1 各教室 1 各教室 1 各教室2/13（火） 各教室 1 各教室

資料5-1-1-(5)-03

出典「平成30年３月教務係作成」

資料タイトル「平成２９年度　特別活動実施記録」
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１年（白山麓キャンパス）　１ｈ＝９０分　　　２－５年（金沢キャンパス）　１ｈ＝５０分

時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所 時数 授業内容 場所

4/1(日) 1 入学式・HR
多目的ホール
７号館

4/2(月) 2
対面式・始業式
オリエンテーション

第１体育館・23号
館・会議室

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１体育館・23号
館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１体育館・23号
館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１体育館・23号
館

1
対面式・始業式
オリエンテーション

プラザ・各教室
第１体育館・23号
館

4/3(火) 2 オリエンテーション 白山麓キャンパス 1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

4/4(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209) 1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

4/5(木) 1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義室

1 オリエンテーション
各教室
合同講義実

1 オリエンテーション
合同講義室
各教室

4/6(金)

4/11（水） 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

4/13（金） 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール 1 交通（自転車）安全講習会 多目的ホール

4/20(金) 第１回進路希望調査 各教室

4/24(火) 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室 校内体育祭選手選出 各教室

4/25(水) 1
キャリアデザイン
（今年度の目標）

教室3(101-209)

4/27(金)

5/4(金) みどりの日

5/9（水） 1 交通（自転車）安全講習会 教室3(101-209)

5/11(金) 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 1 奉仕活動 プラザ・校舎周辺 体育祭準備

5/12(土) 2 校内体育大会 久安運動公園 2 校内体育大会 久安運動公園 2 校内体育大会 久安運動公園 2 校内体育大会 久安運動公園 2 校内体育大会 久安運動公園

5/18(金)
育友会総会
クラス懇談

5/19(土) 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館 1 MEX・eメッセ金沢見学 産業展示館

5/23(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

5/25(金) インターンシップガイダンス 合同講義室

1 白山麓自然に関する講話 教室3(101-209)

1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

6/1(金)
高校総体
特別時間割

6/5（火） 学生議会 合同講義室 学生議会 合同講義室 学生議会 合同講義室 学生議会 合同講義室

6/6(水) 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 1 薬物に関する講話 多目的ホール 金曜日授業

6/8(金)
水曜授業（金沢）
中間試験（白山麓）

6/13(水) 1 サイバー安全講習会 教室3(101-209)

6/15(金) 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール 1 サイバー安全講習会 多目的ホール

6/20(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

6/22(金)

6/27(水)

6/29(金) 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ 1 壮行会 プラザ
CDIO
特別時間割

7/4(水 ) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

7/6(金) 高専大会前日

7/11(水) 1 薬物に関する講話 教室3(101-209)

7/13(金) 月曜日授業

7/20(金) 夏季休業 夏季休業 M4人間と自然Ⅱ（池の平）

7/25(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

7/27(金) 夏季休業 夏季休業 T5人間と自然Ⅲ（池の平）

8/3（金) 夏季休業 夏季休業 G5人間と自然Ⅲ（池の平） 1年期末試験（白山麓）

8/31(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

9/7(金) 夏季休業 夏季休業 夏季休業

9/11(火) 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室

9/14(金) 夏季休業

9/18(火) 3 穴水研修 穴水湾自然学苑 定期試験（金沢）

9/19（水) 3 穴水研修 穴水湾自然学苑 定期試験（金沢）

9/20(木) 3 穴水研修 穴水湾自然学苑 定期試験（金沢）

9/21(金) 1
キャリアデザイン
（企業見学事前学習）

教室3(101-209) 定期試験（金沢）

9/25(火) 1
キャリアデザイン
（企業見学）

人間と自然Ⅱ（穴水研修） 穴水湾自然学苑 2 企業見学

9/26(水) 選挙に関する講座 合同講義室 人間と自然Ⅱ（穴水研修） 穴水湾自然学苑

9/28(金) 1
キャリアデザイン講話
　（企業講話）

合同講義室 下半期学級役員選出 各教室 下半期学級役員選出 各教室

9/29(土)
インターンシップ報告会
（見学）

７号館 インターンシップ報告会 ７号館

9/30（日） 中止 白山登山

10/2（火） 第２回進路希望調査 各教室

10/3（水） 1
キャリアデザイン
（目標の中間評価）

教室3(101-209)

10/5(金) 1 H30上半期伝達表彰
H30年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H30上半期伝達表彰
H30年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H30上半期伝達表彰
H30年上半期校長表彰・褒賞

プラザ 1 H30上半期伝達表彰
H30年上半期校長表彰・褒賞

プラザ

10/10(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

10/12(金) 学生会役員選挙 学生会役員選挙 学生会役員選挙 学生会役員選挙

10/19(金) 1 高専祭準備 金沢キャンパス 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備 1 高専祭準備

10/20(土) 2 高専祭（１日目） 金沢キャンパス 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目） 3 高専祭（１日目）

10/21(日) 2 高専祭（２日目） 金沢キャンパス 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目） 3 高専祭（２日目）

10/24(水) 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 1 避難訓練 プラザ 金曜日授業

10/26(金) グローバル入試準備

10/30(火) 工大編入学説明会 各教室

10/31(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

1
キャリアデザイン
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザイン
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザイン
　（自己点検中間評価）

各教室 1
キャリアデザイン
　（自己点検中間評価）

各教室

校内球技大会選手決め 各教室 校内球技大会選手決め 各教室 校内球技大会選手決め 各教室 校内球技大会選手決め 各教室

11/5(月) 1 企業見学事前学習 各教室 1 企業見学事前学習 各教室 シンガポール修学旅行 特別時間割

11/6(火) 2 企業見学 2 企業見学 シンガポール修学旅行 特別時間割

11/9(金) シンガポール修学旅行
特別時間割
高校新人戦

11/14(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

11/16(金) 自己推薦入試A準備

11/23(金) 勤労感謝の日

11/24(土) 2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

2 校内球技大会
第１・２体育館
高専グランド

11/26(月) 1
キャリアデザイン講話
　（企業講話）

合同講義室 金曜日授業

12/7(金)
定期試験
自己推薦入試B準備

12/11(火) 第３回進路希望調査 各教室

12/12(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

12/14(金) 防災訓練
能美市防災セン
ター

1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール 1 校内意見発表会 多目的ホール

1/9(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

1/11(金) 1
キャリアデザイン
　（心理テスト・性格テスト）

各教室 1
キャリアデザイン
　（履歴書の書き方）

各教室 1
キャリアデザイン
　（模擬面接）

各教室 1 キャリアデザイン
　（グループディスカッション）

各教室

1/16（水） 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

1/18(金) 1 SPI模擬試験 各教室

1/23(水) 金曜日授業

1/25(金)

1/29(火) 1
キャリアデザイン
　（履歴書作成）

各教室 1
キャリアデザイン
　（卒業式の招待状）

各教室 金曜日授業（金沢）

2/1（金）

2/5（火） 1 卒業式の練習 多目的ホール

2/6（水） 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

2/8（金） 1 卒業式の練習 合同講義室

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート 総合アンケート

キャリアデザイン
　（自己点検・評価）

総合アンケート

2/15（金） 一般入試B準備

2/20(水) 1 ポジティブサイコロジー 教室3(101-209)

2/21(木) 1 卒業式の練習 合同講義室 定期試験最終日（金沢）

2/22(金) 中止 卒業式の練習 合同講義室

2/23(土) 1 卒業式の練習 多目的ホール 授業予備日

2/26(火) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/27(水) 1 卒業式の練習 合同講義室

2/28(木) 1 卒業式の練習 教室3(101-209)
後学期期末試験最終日
（白山麓）

3/1(金) 1 卒業式の練習 合同講義室

3/14(木) 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール 1 終業式・卒業式予行 多目的ホール

3/15(金) 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール 1 卒業式 多目的ホール

総時間数 50 ｈ 33 ｈ 33 ｈ 34 ｈ 34 ｈ
50ｈ✕90分＝75.0時間

教務主事・教務係 学生主事・学生係 進路指導主事・進路指導係 国際理工学科

研究PJ主事 式典委員会 カウンセリングセンター 特活の実施予定無し（特活以外の活動）

平成３０年度　特別活動実施記録
平成31年3月31日

日程
第１学年(白山麓C) 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年

備考

校長講話
各種ガイダンス
キャリアデザイン

安全教育
健康診断
クラス写真　など

5/30(水)

特別時間割

11/2(金)

各教室

2/13（水） 1 教室3(101-209)

2/12（火） 1 各教室 1

主な担当部署

各教室 1 各教室 1

資料5-1-1-(5)-04資料タイトル「平成３０年度　特別活動実施記録」

出典「平成31年３月教務係作成」741



資料5-1-2-(1)-01

出典「T4インターンシップⅠ学習支援計画書」

資料タイトル「インターンシップⅠ実施資料」
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資料5-1-2-(1)-02

出典「M4インターンシップⅡ学習支援計画書」

資料タイトル「インターンシップⅡ実施資料」

743



資料5-1-2-(1)-04

出典「平成29年度第9回教員会議資料」

資料タイトル「平成27年度以降入学生の「インターンシップ」単位認定要領」
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平成30年4月1日

通年 学期毎

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ラシィド・ジェイソン ３１．４０１ ３１．４０１

兒玉 ３１．４０１ ３１．４０１

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ラシィド・ジェイソン ３１．４０１ ３１．４０１

兒玉 ３１．４０１ ３１．４０１

保健体育Ⅱ ００３１１７ 瀧本 瀧本・ケザウ 第２体育館 第２体育館 第２体育館 第２体育館 チームティーチング

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

チュー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

ジュマ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９

テイラー・アズマン ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４

エドワード ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

リン ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７

チュー ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

ジュマ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０

ガーナー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

解析基礎A ５０２６００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

解析基礎B ５０２７００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

数学基礎A ５０３０００ 木原 木原。ホセイン １０１－２０９

数学基礎B ５０３１００ 木原 木原・ホセイン １０１－２０９

物理ⅠA ５０３５００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

物理ⅠB ５０３６００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

化学ⅠA ５０３９００ ラシィド ラシィド・ジェイソン １０１－１１７

化学ⅠB ５０４０００ ラシィド
ラシィド・ジェイソ

ン
１０１－１１７

生物ⅠA ５０４３００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

生物ⅠB ５０４４００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

津田 １０１－１２５

大原 １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

少人数クラス
授業内容による分担

少人数クラス
授業内容による分担

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

ブリッジ
イングリッシュ

５０５５００ 津田

S１

リーディング・
ライティングⅠA

５０４７００ 大原

リーディング・
ライティングⅠB

５０４８００ 大原

リスニング・
スピーキングⅠA

５０５１００ イアン

リスニング・
スピーキングⅠB

５０５２００ イアン

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス
授業内容による分担

チームティーチング

チームティーチング

チームティーチング

成績責任者 担当教員 使用登録教室（前学期） 使用登録教室（後学期） その他の使用教室 備考

５年全 上級英語Ⅱ ００２２１３ チュー

平成30年4月1日

授業形態

一般科目・複数教員授業と教室（国際理工学科科）（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード

J３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

４年全 上級英語Ⅰ ００３２０７ チュー

T３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

Ｍ３ 英語スキルズⅢ ００３１２６ チュー

J２

英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

物理化学Ⅱ ００３１１４
（春夏）ラシィド
（秋冬）兒玉

Ｍ２
英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

T２

英語スキルズⅡ ００３１２５ ガーナー

物理化学Ⅱ ００３１１４

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

少人数クラス

授業内容による分担

少人数クラス

少人数クラス

一般科目・複数教員授業と教室 TMJ（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード
成績責任者

担当教員 使用登録教室（春） 使用登録教室（夏） 使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬） 授業形態その他の使用教室 備考

少人数クラス

授業内容による分担
（春夏）ラシィド
（秋冬）兒玉

資料5-1-2-(1)-05

出典「平成30年4月教務課作成」

資料タイトル「一般科目・複数教員授業と教室（H３０）」
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資料5-1-2-(1)-06

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用  P88-92抜粋」

資料タイトル「一般科目　科目概要（英語科目抜粋）」

747



資料5-1-2-(1)-07

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用　科目概要抜粋」

資料タイトル「国際理工学科　一般科目　科目概要（英語科目抜粋）」
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取得を推奨する資格と関連授業科目
電気電子工学科

資格名 認定基準に規定する科目分類 関連授業科目 備考

電気工学または電子工学の基礎に関す
るもの

電気磁気学Ⅰ・Ⅱ、電気基礎、電気回路Ⅰ・Ⅱ、電子回路Ⅰ、計測
工学

発電、変電、送電、配電および電気材
料並びに電気法規に関するもの

発変電工学、送配電工学、電気法規と施設管理、材料工学、シス
テム工学

電気および電子機器、自動制御、電気
エネルギー利用並びに情報伝送および
処理に関するもの

パワーエレクトエロニクス、電気機器、制御工学、メカトロニクス、情
報工学Ⅰ

電気工学もしくは電子工学実験または
電気工学もしくは電子工学実習に関す
るもの

創造設計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

電気および電子機器設計または電気お
よび電子機器設計に関するもの

設計製図

数学 応用数学Ⅰ・Ⅱ電気磁気学Ⅰ・Ⅱ
物理 応用物理Ⅰ・Ⅱ
電気回路 電気基礎、電気回路Ⅰ・Ⅱ

半導体および電子管並びに電子回路の
基礎

電子工学、電気回路Ⅰ・Ⅱ、デジタル回路

電気磁気測定 計測工学、創造実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
数学 応用数学Ⅰ・Ⅱ
物理 応用物理Ⅰ・Ⅱ
電気回路 電気回路Ⅰ・Ⅱ
電子回路 電子回路Ⅰ・Ⅱ
デジタル回路 デジタル回路
優先電気通信工学 情報伝送工学
データ通信工学 データ通信ネットワーク

第二種電気工事士 筆記試験
電気磁気学Ⅰ・Ⅱ、電気回路Ⅰ・Ⅱ、計測工学、設計製図、電気機
器、材料工学、送配電工学、電気法規と施設管理

認定校

機械工学科
資格名 試験科目 関連授業科目 備考

機構学 機械設計演習
機械要素設計 機械設計演習
材料力学 材料力学Ⅰ・Ⅱ
機械力学 振動工学
流体力学 流体力学
熱工学 熱工学Ⅰ・Ⅱ
制御工学 制御工学
工業材料 機械材料
工作法 機械加工
機械製図 機械製図演習

グローバル情報学科
資格名 試験科目 関連授業科目 備考

情報処理技術者
ITパスポート

ストラテジ系（経営全般）
マネジメント系（IT管理）
テクノロジ系（ＩＴ技術）

情報処理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ＣＩＳＣＯ資格 ＣＣＥＮＴ ネットワークシステムⅠ

一般科目（英語）
資格名 試験科目 関連授業科目 備考

ＴＯＥＩＣ 英語資格技術

第３級機械設計技術者

第２種電気主任技術者

第２級陸上無線技術士

認定校

認定校

工事担任者 認定校

資料5-1-2-(1)-08

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用・学習支援計画書より教務課作成」

資料タイトル「取得を推奨する資格と関連授業科目」
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第 11条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本校における授業

科目の履修とみなし、単位の修得を認定することがある。 

２ 前項により、認定することができる単位数は、前条により本校において修得したものとみなす単位数と合わせて 30単位を超えないも

のとする。 

３ 第１項の規定は、学生が、外国の大学又は高等学校に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を、我が国におい

て履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数の合計数は30単位を超えないものとする。 

国際高等専門学校外国留学に関する規程 
（趣旨） 

第１条 この規程は、国際高等専門学校学則（以下「学則」という。）第26条の規定に基づき、国際高等専門学校（以下「本校」 

という。）の学生が、休学することなく外国の大学等に留学することについて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 学則第26条第１項中に掲げる「外国の大学」とは、本校と留学生受入れに関する協力協定を締結するオダゴポリテクニクをい 

う。 

（留学の要件） 

第３条 留学が認められる者は、第３学年への進級見込者であって、国際交流高専委員会が定める別表第１の選考基準を満たすものでなけ 

ればならない。 

（留学の申出） 

第４条 前項の要件を満たし、留学を希望する者は、学科長の承認を経て、所定の留学願いを校長に提出しなければならない。 

（留学者の決定） 

第５条 留学者は、留学希望者のうちから、学務会議の議を経て校長が決定する。 

（学費） 

第６条 校長から留学の許可を受けた者については、学則第30条第２項の規定により、当該留学期間に相当する月の授業料は、２分の１ 

相当額を減額するものとし、施設設備費は免除する。 

２ 留学する大学等において必要な授業料等については、本人負担とする。 

（終了手続） 

第７条 留学を終了し帰国した学生は、速やかに所定の留学終了届に履修期間及び成績が明記された単位取得証明書を添付し、校長に提出 

しなければならない。 

（取得単位の取扱） 

第８条 留学において履修した授業科目について修得した単位は、学則第11条第３項の規定に基づき、学務会議の議を経て、本校におい 

て履修した授業科目について修得した単位として認定する。 

２ 前項により認定することができる単位数は、学則第10条及び第11条第１項により本校において認定した単位数と合わせて30単位を 

超えることはできない。 

附則 

１ この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規程は、平成18年４月１日から改正施行する。 

別表第１ オタゴポリテクニク留学選考基準 

選考基準 

（1） オタゴポリテクニクで開講されるＣＥＥ（Certificate in English and Engineering）プログラムを修了できる見込みがあると認め

られる者。 

（2） 本校の３年次教育課程において定められた取得単位数について、オタゴポリテクニクで取得し認定される単位数では不足する単

位を本校において十分修得できると認められる者。 

（3） 留学期間において、ニュージーランドの法律及びオタゴポリテクニクの規則を遵守できると認められる者。 

（4） 留学修了後、本校の学生として修学を継続する意志があり、留学において得た貴重な学習経験や生活体験を、自己の将来に十分

活かすことができると認められる者。 

（5） 日頃から心身ともに自己管理を心がけていると認められる者。 

（6） 留学の内定から出発までの準備や研修などに真面目に取り組む意識があると認められる者。 

（7） 留学の内定から留学修了にわたる期間を通して、学習及び生活態度における向上心の維持、継続が可能と認められる者。 

（8） 留学期間中に課される月例レポートの提出及び定期的な状況報告書等が適切にできると認められる者。 

出典「学校法人金沢工業大学規則集」

資料5-1-2-(1)-09
　　　　　資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成29年度以前入学生適用）　第１１条」
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第 11条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本校における授業

科目の履修とみなし、単位の修得を認定することがある。 

２ 前項により、認定することができる単位数は、前条により本校において修得したものとみなす単位数と合わせて 30単位を超えないも

のとする。 

３ 第１項の規定は、学生が、外国の大学又は高等学校に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を、我が国におい

て履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数の合計数は30単位を超えないものとする。 

国際高等専門学校外国留学に関する規程 
（趣旨） 

第１条 この規程は、国際高等専門学校学則（以下「学則」という。）第26条の規定に基づき、国際高等専門学校（以下「本校」 

という。）の学生が、休学することなく外国の大学等に留学することについて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 学則第26条第１項中に掲げる「外国の大学」とは、本校と留学生受入れに関する協力協定を締結するオダゴポリテクニクをい 

う。 

（留学の要件） 

第３条 留学が認められる者は、第３学年への進級見込者であって、国際交流高専委員会が定める別表第１の選考基準を満たすものでなけ 

ればならない。 

（留学の申出） 

第４条 前項の要件を満たし、留学を希望する者は、学科長の承認を経て、所定の留学願いを校長に提出しなければならない。 

（留学者の決定） 

第５条 留学者は、留学希望者のうちから、学務会議の議を経て校長が決定する。 

（学費） 

第６条 校長から留学の許可を受けた者については、学則第30条第２項の規定により、当該留学期間に相当する月の授業料は、２分の１ 

相当額を減額するものとし、施設設備費は免除する。 

２ 留学する大学等において必要な授業料等については、本人負担とする。 

（終了手続） 

第７条 留学を終了し帰国した学生は、速やかに所定の留学終了届に履修期間及び成績が明記された単位取得証明書を添付し、校長に提出 

しなければならない。 

（取得単位の取扱） 

第８条 留学において履修した授業科目について修得した単位は、学則第11条第３項の規定に基づき、学務会議の議を経て、本校におい 

て履修した授業科目について修得した単位として認定する。 

２ 前項により認定することができる単位数は、学則第10条及び第11条第１項により本校において認定した単位数と合わせて30単位を 

超えることはできない。 

附則 

１ この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規程は、平成18年４月１日から改正施行する。 

別表第１ オタゴポリテクニク留学選考基準 

選考基準 

（1） オタゴポリテクニクで開講されるＣＥＥ（Certificate in English and Engineering）プログラムを修了できる見込みがあると認め

られる者。 

（2） 本校の３年次教育課程において定められた取得単位数について、オタゴポリテクニクで取得し認定される単位数では不足する単

位を本校において十分修得できると認められる者。 

（3） 留学期間において、ニュージーランドの法律及びオタゴポリテクニクの規則を遵守できると認められる者。 

（4） 留学修了後、本校の学生として修学を継続する意志があり、留学において得た貴重な学習経験や生活体験を、自己の将来に十分

活かすことができると認められる者。 

（5） 日頃から心身ともに自己管理を心がけていると認められる者。 

（6） 留学の内定から出発までの準備や研修などに真面目に取り組む意識があると認められる者。 

（7） 留学の内定から留学修了にわたる期間を通して、学習及び生活態度における向上心の維持、継続が可能と認められる者。 

（8） 留学期間中に課される月例レポートの提出及び定期的な状況報告書等が適切にできると認められる者。 

出典「学校法人金沢工業大学規則集」

資料5-1-2-(1)-10

　　　　　　　　　　　　資料タイトル「国際高等専門学校外国留学に関する規定」
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出典「ICT公式ウェブサイト　国際理工学科カリキュラムガイド」

資料タイトル「国際理工学科 Curriculum」
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カリキュラムの特色 

（１）カリキュラムの基本構成 

本校は、「個を輝かせ、他と協働し、新たな価値を創出するグローバルイノベーターの育成」を教育目

標として、金沢工大学園の施設や組織、また関係教職員との有機的な連携のもとに、教育研究活動の充

実発展を期しています。 

本校の教育体系は、図 1の通り、縦軸（学年を含む）と横軸（教育目標の区分や学園との連携を含む）

を考慮し、スパイラル構造（反復しながらレベルアップ）で構成されています。縦軸の教育とは、「創造

実験・創造設計」を主柱としたものづくり教育で、一般教育と専門教育の連結を強化し「創造性」を醸

成する牽引力となるものです。横軸の教育とは人材育成の教育であり、「コミュニケーション能力」や「自

己実現力」を学年ごとに高める『人間力』を醸成する人間教育と技術者としての人間性を養成する専門

教育です。これらの教育を実施する学年暦があります。 

具体的なカリキュラムの全体像は、図２の「国際高専のカリキュラム全体像」の通りです。創造実験・

創造設計をものづくり教育の主柱として、これを支える一般教育と専門教育を「楔形」に組み合わせる

ことで、本校の教育実践目標を達成するものです。 

図１.国際高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」 

資料5-1-3-(1)-01
資料タイトル「カリキュラムの基本構成」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用 P12-14」753



 
 

図２．国際高専のカリキュラム全体像 

１年次  ２年次  ３年次  ４年次  ５年次 

一般教育 
人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに 

工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。 

充実した英語教育 技術のグローバル化に着目し、外国人教員による少人数での英語教育を実践します。 

総合英語・英語スキルズⅠ  
総合英語・英語スキルズⅡ 

※アメリカ英語研修 
 

総合英語・英語スキルズⅢ 

※ニュージーランド留学 

    

自然学苑教育 人間力を養うことを目的とした自然学苑教育（合宿形式で自然に親しむ中で人格を養成する） 

人間と自然Ⅰ   人間と自然Ⅱ  人間と自然Ⅲ 

↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

創造実験・ 
創造設計 
 

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主

柱です。学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。 

卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。 

創造実験・創造設計Ⅰ  創造実験・創造設計Ⅱ  創造実験・創造設計Ⅲ  創造実験・創造設計Ⅳ  卒業研究 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

専門教育 
学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を

身につけ、電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。 

機械工学科 ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関

する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 

グローバル情報学科 

（２～４年生） 

コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イノベーションの創出に貢献で 

きるグローバル人材の養成を目指します。 

グローバル情報工学科 

（５年生） 

コンピュータとソフトウエア開発の知識を修得し、高度情報化社会の基盤となる情報技術と実践的な英語

コミュニケーション力を身につけたエンジニアの育成を目指します。 

 

 

人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年とともに高度

化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資格取得及びインターン

シップから構成されています。 

一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本とする教育に視

点を置いています。特に、エンジニアの基盤の顕在化を助長するため、工学の基礎である「数学」と「物

理」の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル化時代を視野にいれた国語力の強

化と、外国人教員による英語の少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーション能力の向上」に力

を注いでいます。 

「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目として必須化し、

仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 

専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築しています。

ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた問題発見・解決能力の

発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザイン手法とデザインシンキング手

法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯ教育理念：①「発想する」②「設計する」③「実行する」

④「運営する」の要素を修得できるよう基準を再編成し、図３に示す実践的な技術者に必要な資質の養

成を目指します。 
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 図３．ＣＤＩＯシラバスの構成 

 

 

 

 

カリキュラムは「建学綱領｣を根源とし、これを具象する「ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳ」とものづくり教 

育を先導する「ＣＤＩＯ理念」を融合して、卒業生が具備すべき５項目の資質・能力を明らかにし、 

さらに達成するための細目を示しています。 

 

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

建学の綱領 

人間形成 

技術革新 

産学協同 

 

 

 

教育目標 
個を輝かせ、 

他と協働し、 
新たな価値を創出する
グローバル 

イノベーターの育成 

行動規範 

KIT-IDEALS 

Ｋ：Kindness of Heart 

  思いやりの心 

Ｉ：Intellectual Curiosity 

  知的好奇心 

Ｔ：Team Spirit 

  共同と共創の精神 

Ｉ：Integrity 

  誠実 

Ｄ：Diligence 

  勤勉 

Ｅ：Energy 

  活力 

Ａ：Autonomy 

  自律 

Ｌ：Leadership 

  リーダーシップ 

Ｓ：Self-Realization 

  自己実現 

 

学習規範 

ＣＤＩＯ 

Ｃ：Conceive 

  発想する 

Ｄ：Design 

  設計する 

Ｉ：Implement 

  実行する 

Ｏ：Operate 

  運営する 

人
間
性 

①自分で考え、主体的に行動することができる。 

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。 

資質Ａ 

創
造
性 

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。 

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。 

資質Ｂ 

国
際
性 

⑤英語でコミュニケーションができる。 

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。 

資質Ｃ 

基
礎
力 

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。 

⑧論理的な考え方ができる。 

資質Ｄ 

 

専
門
力 

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。 

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。 

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。 

資質Ｅ 
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本学科の専門教育は電気・電子・情報通信の分野を幅広く学べるように構成されています。 

電気の専門基礎科目の多くは１～３年次に配当されています。電気基礎、電気回路Ⅰ・Ⅱ、電気磁気

学Ⅰ・Ⅱなどにおいて回路解法や電気や磁気の本質を理解するための理論を学びます。４～５年次に開

講される専門応用科目では発変電工学など電力系科目や電子工学・電子回路などの電子系科目を学び、

電気電子工学の体系を理解します。 

３～４年次に開講される電気システム設計Ⅰ・Ⅱでは電気システムを構築するために必要な工学的な

設計手法や組み込み技術の１つであるＰＬＣ制御を学び、その後、ＰＬＣ制御を用いて電気システムを

設計します。 

制御工学・メカトロニクスではフィードバック制御とその制御対象物でセンサー・アクチュエータな

どを理解することで電気と機械をつなぐ技術を修得します。 

情報工学・コンピュータ・情報伝送工学では電気・電子系エンジニアに必要な情報技術やプログラミ

ング、通信技術、およびデータ通信ネットワークについて学習します。 

創造実験では工学の基礎、電気・電子・情報の基礎と応用、モータ制御、電磁力、組み込み技術など

を実験実習やものづくりを通して体験していきます。 

②創造実験

１～４年次に実施される創造実験Ⅰ～Ⅳでは電気・電子・情報・システムを題材に実験実習およびも

のづくりを通じて体系的に学ぶとともに創造性を醸成させる目的で内容が構築されています。また、実

験では各自が１課題を体験することを重要視しつつ、共同でのものづくりも行っています。創造実験の

具体的な内容は以下の通りです。①工学の基礎的な感覚を養うとともに問題解決手順の方法、立体把握、

エネルギー、シミュレーションなどを体験します。②電気電子計測およびそのデータや信号処理方法、

電子回路製作、センサー・モータ駆動回路などを通して電気電子の基礎を理解します。③オリジナルロ

ボットの製作、論理回路、ＡＲＭマイコンやＨ８マイコンなどを用いて機器制御、組み込み技術、電気

自動車のモータ制御などを通して電気電子回路の解析、設計、コンピュータ制御、組み込み技術を学び

ます。④電気機器に関する実験、電磁アクチュエータの原理やそれを利用したものづくり、電子回路と

ＰＩＣを利用した遠隔操作可能な飛行船の制御、自律型ロボットの製作制御実験を通して電気・電子・

情報に関する応用力をつけます。 

このように、本学科の創造実験は、回路設計技術、制御システムの両面から身につけた技術を応用し、

電気システムの設計プロセスを、段階を経て学習することで、電気・電子系エンジニアに必要な創造力

を養うことができます。さらに、学年に応じて、これら一連のプロセスを数名の学生によるチームを編

成し取り組むことで、リーダーシップやチームワークを肌で体験し修得することができます。また、取

り組んだ内容をレポートとしてまとめあげる力や、教員・学生に対してプレゼンテーションを行うこと

で、第三者に対して情報を魅力的に伝えるコミュニケーション能力を身につけることができます。 

資料5-1-3-(1)-02

資料タイトル「電気電子工学科　創造実験」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用  Ｐ22」756



機械の分野においては、機械加工Ⅰ・Ⅱ、機械工学概論（１～２年次にかけて開講）において、加工、

機械材料、力学といった側面から機械工学の基礎を修得します。また、機械製図Ⅰ・Ⅱ（１～２年次に

かけて開講）において、機械製図に関する規格を理解して、図面を正しく読み、描く能力を身につけ、

機械設計と製図の基本的な技術を修得します。機械設計演習Ⅰ・Ⅱ（４～５年次にかけて開講）では、

機械を設計し、図面を作成する際の具体的なプロセスを修得します。 

電気の分野においては、エレクトロニクスⅠ・Ⅱ、電気基礎、電子回路（２～３年次にかけて開講）

において、電流と電圧、直流回路、電気と磁気といった基本的な電気現象を理解します。 

情報の分野においては、情報リテラシー、プログラミング基礎（１～２年次にかけて開講）において、

パソコンの基本操作を理解し、オフィスソフトや、ネットワークの活用方法についても学びます。さら

に、マイクロコンピュータと制御プログラム演習を通じて、マイコン制御プログラミングの知識や技術

を身につけます。 

これら専門科目によって身につけられた知識・技術は、創造設計の演習において重要な知識・技術と

なります。学生は、専門科目で学んだ知識を創造設計において活用することが求められます。そして、

４～５年次にかけて、機械工学に関連する専門分野をさらに掘り下げて学習していきます。 

②創造設計

創造設計Ⅰ～Ⅳ（１～４年次にかけて開講）では、ものづくりに必要な「知識」「技能」「態度」を段

階的に修得すると共に、エンジニアリングデザイン、同マネジメントおよびＣＤＩＯの理念を取り入れ

た教育を行います。これらを踏まえて、機械技術（構造系の設計・製作）、電気・電子技術（回路の設計・

製作）、情報技術（制御系の設計・製作）といった、メカトロニクスのベースとなる基礎技術を修得しま

す。この修得過程では、基礎知識はもちろんのこと、体験を主体としたものづくりによって、「将来の工

場長」に必要な基本的資質を身につけます。 

これらのプロセスを経て、身につけてきた技術を総合的に活用するテーマとして、ロボット製作を行

います。ロボット製作では、学生の自由な発想が盛り込めるような課題が設定されていて、身につけて

きた技術の総合化と創造力を養う工夫が盛り込まれています。さらに、ロボット製作の過程においては、

必要性、システム要求、システム設計、機械製図、模型製作、加工、制御実験、プレゼンテーション、

報告書の作成といった一連の流れを体験でき、そして企業でも実践されているものづくりの基本的な流

れを身につけることができます。 

また、ロボット製作にあたっては、数名の学生によるチームを編成して取り組むことで、リーダーシ

ップやチームワークを肌で体験し修得することができます。さらに、取り組んだ内容をレポートとして

まとめあげる力や、教員に対してプレゼンテーションを行うことで、第三者に対して情報を魅力的に伝

えるコミュニケーション能力を身につけることができます。 

資料5-1-3-(1)-03

資料タイトル「機械工学科　創造設計」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用　Ｐ30」

757



②情報教育の特色

本学科の情報教育は、ソフトウェア開発に必要なプログラミング技術、そして、ネットワーク構築の

技術の習得の２点に重点を置いています。プログラミング教育においては、１年次のプログラミング基

礎で入門用のプログラミング言語を用いて実際に動くプログラムを作ります。２・３年次のプログラミ

ング演習Ⅰ・Ⅱでは、汎用プログラミング言語を用いてプログラミング言語のしくみを理解し、アルゴ

リズムを意識したプログラムの作成から段階を経て高度な処理を行うプログラムを作成する力を身につ

けます。４・５年次に開講するシステム開発演習Ⅰ・Ⅱでは、それまでに学習してきたプログラミング

技術や情報技術の基礎を踏まえて、より実務に近い実践的なソフトウェアの開発手法を学びます。この

科目の演習の中では、基本的なプログラミングはもとより、ネットワーク、データベースといった要素

を盛り込んだソフトウェアを開発します。 

ネットワーク教育に関する科目は２年次より始まります。初年度のネットワーク基礎Ⅰでは、利用者

にとって必要な ICTの基礎知識やリテラシーを学びます。３年次のネットワーク基礎Ⅱでは、UNIXの基本

を学ぶとともに、インターネットで利用される各種サービスの概要や設定方法などを学び、サーバ構 

築のスキル習得を目指します。 

４・５年次に入ってネットワーク技術者に必要な基礎知識とネットワークを構成する機器の仕組みや

設定方法を学び始めます。また、実社会で実際に稼働しているネットワークシステムを模した運用実習

を行うことで実践的なスキルとネットワーク技術の理解をよりいっそう深めます。 

③英語教育の特色

本校では、２年次には１ヶ月の海外英語研修が、３年次には１年間の留学プログラムがあり、希望す

る学生は自らの英語力を海外の場において実践することが出来ます。１年間の留学プログラムでは、留

学先において専門の授業を受講するため、休学する必要がありません。なお、留学を希望しない学生に

対しては、３年次以降に開講される情報・ビジネス英語Ⅰ〜Ⅲで、英語によるコミュニケーションの場

を、日常生活から情報工学やビジネス社会の場へとステップアップさせ、国際社会で通用する英語によ

るプレゼンテーション技能やビジネス社会における英語の活用について学習します。 

このように本学科の英語教育は、日常会話だけでなく、ビジネスの話においてコミュニケーションを

図るレベルを身につけることを目指しています。 

④創造設計

１〜４年次にかけて実施する創造設計Ⅰ〜Ⅳでは、CDIOやデザインシンキングの考え方を踏まえつつ、

１・２年次においてはものづくりを通して工学の楽しさを体験し、３・４年次ではその楽しさを引き継

ぎながら実用的なモノづくりの力を育成していきます。低学年でのテーマには、簡単な動画コンテンツ

の作成、レゴロボットの制御などがあり、学生がこれを楽しむと同時に、完成体験を通じて自己の力に

自信をつけることも目的としています。上級学年では、グループ単位でのソフトウエア開発をテーマに

掲げ、社会で実際に稼働しているネットワークサービスの構築を行います。これまでに学び、習得した

知識と技能を駆使して実用を目指すソフトウェアシステムを開発するプロセスを体験することで、知識

と技能が実践力にかわることを目指しています。 

資料5-1-3-(1)-04

資料タイトル「グローバル情報学科　創造設計」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用　Ｐ38」
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資料5-1-3-(1)-05資料タイトル「国際理工学科 Curriculum」

出典「ICT公式ウェブサイト　国際理工学科カリキュラムガイドより」
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平成30年度創造実験　実験題目および担当教員
H30 教室 実　験　題　目

週 A B A B Ａ Ｂ A B 1-0 117 実験実施上の注意
1 1-1 117 発明的問題解決理論　－TRIZの概要－
2 3-1（212） 4-1 4-2 1-2 117 パズル
3 別川杯争奪戦 （212） (114or117) 1-3 212 読図と立体製作
4 2-2（118） 2-4（212） Bolaji 直江 1-4 117 LEGO eLAB
5 伊藤 Ｈａｙａｔｏ Haryanti 1-5 117 シミュレーション実験
6 1-5 117 グラフィカルプログラム制作
7 2-4（212） 2-2（118） 1-6 117 Lego EV3 メカエレファント製作実験
8 Ｈａｙａｔｏ 伊藤 2-1 212 実験の基礎
9 4-2 4-1 2-2 114 直流と交流の測定
10 2-5（212） 2-3（118） (114or117) （212） 2-3 114 電波をつかむ
11 Ｈａｙａｔｏ 伊藤 直江 Bolaji 2-4 212 時間的に変動する信号を測る
12 Haryanti 2-5 212 パソコンによる回路シミュレーション
13 2-3（118） 2-5（212） 3-2a(選択) 3-2b(選択) 2-6 212 電子回路の製作
14 伊藤 Ｈａｙａｔｏ Hayato Bolaji 2-6 212 ライントレーサーの製作
15 土地 Haryanti 3-1 212 別川製作所杯争奪ロボットコンテスト
16 2-6（212） 3-2a 114 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御の実験Ⅱ（ARMによる制御）
17 3-2b 114 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御の実験Ⅱ（ラズパイによる制御）
18 3-3 114 Production of EV
19 3-4 212 電子素子実験
20 3-5 212 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御の実験Ⅲ（H8ﾏｲｺﾝによる制御）
21
22
23 2-6（212） 3-4 3-5

24 土地 Hayato 4-1 212 遠隔飛行船の設計と製作
25 Bolaji Haryanti 4-2 114 電磁アクチュエーターの設計と試作
26 4-3 117 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾛﾎﾞｯﾄ製作実験
27 3-5 3-4 4-4 118 電気機器制御実験
28 Hayato 土地 廃止 Robot Challenge
29 Haryanti Bolaji

30

1-5（117）

1-5（117）

1-6（117）

1-3（117）

1-4（117）

創
造
実
験
Ⅲ

伊藤・諸谷

伊藤・諸谷 創
造
実
験
Ⅳ

3-3
Haryanti・Bolaji

創造実験Ⅰ（なし） 創造実験Ⅱ（24名） 創造実験Ⅲ（29名）

創
造
実
験
Ⅱ

1-0（117）

1-1（117）

1-2（117）

創造実験Ⅳ（29名）

創
造
実
験
Ⅰ

直江

2-1（212）
伊藤・Hayato

Hayato・土地

Hayato・土地

Haryanti・Bolaji

4-3
（212）
Bolaji

Haryanti

Haryanti
Bolaji
直江

(212&118)

4-4

資料5-1-3-(1)-06
資料タイトル「電気電子工学科　平成３０年度　創造実験　実験題目および担当教員」

出典「平成30年4月電気電子工学科作成」
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T3　創造実験Ⅲ　EV3 Lego Mindstorm　スケジュール

１週目 EV3 Lego Mindstorm①
機材に関する説明
パーツの分類

２週目 EV3 Lego Mindstorm②
ソフトウェアのインストール
基本ロボットの作成

EV3 Lego Mindstorm⑥ ロボット本体の作成

３週目 EV3 Lego Mindstorm③ センサーとモーターの紹介

４週目 EV3 Lego Mindstorm④
課題実施
センサー付ロボットの試行

１１週目 EV3 Lego Mindstorm⑪ 別川杯争奪レスキューロボットコンテスト

９週目 EV3 Lego Mindstorm⑨ ４コースへの個別チャレンジ

週 項目 内容

１０週目 EV3 Lego Mindstorm⑩ コース全体のテストラン

７週目 EV3 Lego Mindstorm⑦ プログラミングの作成

８週目 EV3 Lego Mindstorm⑧ コンテスト用コースの説明

５週目 EV3 Lego Mindstorm⑤ ロボットコンテスト概要紹介

６週目

資料5-1-3-(1)-07
資料タイトル「T3創造実験Ⅲ　Lego Mindstorm スケジュール」

出典「創造実験Ⅲ授業ノートより抜粋和訳」
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別川製作所杯コンテスト 

1 | 4 

Final Challenge 

資料5-1-3-(1)-09

資料タイトル「T3創造実験Ⅲ　Lego Mindstorm　ファイナルチャレンジ説明」

出典「創造実験Ⅲ授業資料31頁分の内４頁」
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別川製作所杯コンテスト 

 2 | 4 
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別川製作所杯コンテスト 

 3 | 4 
 

766



別川製作所杯コンテスト 

 4 | 4 
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資料5-1-3-(1)-10

資料タイトル「T3創造実験Ⅲ　別川製作所杯ロボコン競技概要」

出典「創造実験Ⅲ授業PP」768



金曜 　１～３限（８：４０～１１：３０）

ウィンドカーの製作：多目的実験室Ⅲ，夢考房

自作ばねの工学基礎実験：夢考房

模型車の制御：多目的実験室Ⅱ

千徳英一，アラ・ホセイン，吉本章男，坂井仁美

作業服（ブレザーの上から着用禁止，袖口のホックを留める）

教科書，ファイル，電卓，レポート用紙，筆記用具，製図用具，学生証，夢考房ライセンスカード，保護メガネ，ハンカチ
　　

週 日 回

1 4/6 春1

2 4/13 春2

3 4/20 春3

4 4/27 春4

5 5/11 春5

6 5/18 春6

7 5/25 春7

8 6/6 春8

9 6/15 春9

10 6/22 春10

11 6/29 夏1

12 7/6 夏2

13 8/31 夏3

14 9/7 夏4

15 9/14 夏5

16 10/5 秋1

17 10/12 秋2

18 10/24 秋3

19 11/2 秋4

20 11/12 秋5

21 11/26 秋6

22 11/30 秋7

23 12/14 冬1

24 1/11 冬2

25 1/18 冬3

26 1/23 冬4

27 1/29 冬5

28 2/1 冬6

29 2/8 冬7

30 2/22 冬8

※日程の変更があり次第，随時連絡する

A班：1～8番（8名） B班：9～16番（ 8名） C班：17～25番（ 9名）

ガイダンス（１週目）
模型車の制御

（教科書，筆記用具，作業服，保護
眼鏡）

ガイダンス（１週目）
ウィンドカーの製図

（教科書，筆記用具，作業服，製図
用具）

ウィンドカーの製作
（教科書，筆記用具，作業服，保護

眼鏡，ライセンスカード）

ガイダンス（１週目）
自作ばねの工学基礎実験

（教科書，作業服，電卓，筆記用
具，保護眼鏡）

自作ばねの工学基礎実験
（教科書，作業服，電卓，筆記用

具，保護眼鏡）

自作ばねの工学基礎実験
（教科書，作業服，電卓，筆記用

具，保護眼鏡）

模型車の制御
（教科書，筆記用具，作業服，保護

眼鏡）

模型車の制御
（教科書，筆記用具，作業服，保護

眼鏡）

ウィンドカーの製図
（教科書，筆記用具，作業服，製図

用具）

ウィンドカーの製作
（教科書，筆記用具，作業服，保護

眼鏡，ライセンスカード）

ウィンドカーの製図
（教科書，筆記用具，作業服，製図

用具）

ウィンドカーの製作
（教科書，筆記用具，作業服，保護

眼鏡，ライセンスカード）

服装

持ち物

開講日

平成30年度　機械工学科２年生　創造設計Ⅱ年間スケジュール

開講場所

担当教員

資料タイトル「M２　創造設計Ⅱ年間スケジュール」 資料5-1-3-(1)-12

出典「平成３０年４月機械工学科作成」771



平成30年度　機械工学科　創造設計Ⅲ　スケジュール表 (R0) 2019/5/11

名　列　番　号

1 4月10日 ガイダンス・ライントレースロボットの紹介・機能分析 0 0 0 0 0 0 19

2 4月17日 製図・加工作業説明・スケジューリング 0 0 0 0 0 0 19

3 4月24日 構造検討・ポンチ絵 0 0 0 0 0 0 19

4 5月1日 改善計画書・仕様書作成 0 0 0 0 0 0 19

5 5月8日 製図（検討図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

6 5月15日 製図（製品図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

7 5月22日 製図（製品図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

8 6月5日 製図（製品図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

9 6月12日 製図（部品図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

10 6月26日 製図（部品図） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

11 7月3日 出図・製作依頼（図面交換） リスト作成 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 19 0 0

12 7月10日 機械加工・NC実習 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13 6 0 0 0 0 0

13 8月28日 機械加工・NC実習 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13 6 0 0 0 0 0

14 9月4日 機械加工・NC実習 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 7 0 0 0 0 0

15 9月11日 機械加工・ポートフォリオ指導 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 0 0 0 0 19 0

16 10月2日 回路製作 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 19 0 0 0 0

17 10月9日 回路製作 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 19 0 0 0 0

18 10月16日 回路製作 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 19 0 0 0 0

19 10月30日 回路製作 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 19 0 0 0 0

20 11月20日 機械加工・プログラミング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 0 0 9 0 0 0

21 11月27日 機械加工・プログラミング 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 0 0 10 0 0 0

22 12月4日 機械加工 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 0 0 0 0 0 0

23 12月11日 機械加工、放課後に部品検査 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 0 0 0 0 0 0

24 12月18日 加工残仕上げ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 0 0 0 0 0 0

25 1月8日 組立 19 0 0 0 0 0 0

26 1月15日 組立・調整 19 0 0 0 0 0 0

27 1月22日 走行検定 0 0 0 0 0 0 19

28 2月5日 改善提案報告書・発表スライド作成 0 0 0 0 0 0 19

29 2月12日 技術審査（改善提案発表） 0 0 0 0 0 0 19

30 2月26日 自己評価 0 0 0 0 0 0 19

実 験 日：　火曜日1、2、3限（8:40～11:30）
場　　所：　多目的実験室Ⅱ、夢考房、パソコン室、127室
担当教員：　千徳、松井、吉本、小間
服  装  等：実験服着用（ブレザーの上からの着用禁止、袖口のホックをとめる、夢考房はズボン）
持ち物等：　テキスト、機械製図教科書、保護めがね、ノギス、電卓、筆記具、ボールペン、油性ペン、ポートフォリオファイル

ポートフォリオ指導 千徳、小間 多目的Ⅱ（指導後は夢考房で加工作業）

穴あけ・板金等 千徳、吉本 夢考房

プログラミング 松井、小間 多目的Ⅱ

NC実習 小間、松井 127、パソコン室

製図 全員 パソコン室

回路製作 全員 多目的Ⅱ

作業区分 担当 備考

12 13 14 15 その
他

夢考房
（機械加

工）
17 18 19

高
専
NC

回
路
製

プロ
グラ
ム

製
図

ポー
ト

週 月日 授業概要

工程

01 02 03 04 1605 06 07 08 09 10 11

資料5-1-3-(1)-13資料タイトル「M３　創造設計Ⅲスケジュール表」

出典「平成３０年４月機械工学科作成」772



回 学期 週 月日 授業内容 夢考房使用

1 1 4月11日 ガイダンス・自己点検・班の能力把握

2 2 4月18日 工場見学

3 3 4月25日

4 4 5月9日

5 5 5月16日

6 6 5月23日

7 7 5月30日

8 8 6月6日

9 9 6月13日

10 10 6月27日

11 1 7月4日

12 2 7月11日

13 3 7月18日

14 4 7月25日

15 5 8月1日 発注票確認

16 1 10月3日 第一回技術審査

17 2 10月10日 加工スケジュール作成・確認 ○

18 3 10月17日 ○

19 4 10月31日 ○

20 5 11月14日 ○

21 6 11月21日 ○

22 7 11月28日 ○

23 1 12月12日 ○

24 2 12月19日 ○

25 3 1月9日 ○

26 4 1月16日 ○

27 5 1月30日 作品提出 ○

28 6 2月6日 個人レポート作成 ○

29 7 2月13日 自己・相互評価 ○

30 8 2月27日 第二回技術審査・作品展示

秋

加工
加工済み検査

冬

組み立て・調整

平成３０年度創造設計Ⅳスケジュール

春

アイデア出し
モックアップ作成
構成分析・部品表作成
分担の作成

全体組図の作成
システムブロック図作成
回路図作成

分担スケジュール作成
加工図面作成
実体配線図
発注票作成

夏

資料タイトル「M４　創造設計Ⅳスケジュール」 資料5-1-3-(1)-14

出典「平成３０年４月機械工学科作成」
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グループ評価

ページ 1

2018-02-27

班 完成度 有用性 使いやすさ 態度 わかり易さ 発表資料 発表時間 質疑応答

Gp Usefulness Ease-of-use Attitude PowerPoint Time Q&A

1

2

3

4

創造設計Ⅳ　Creative Design Ⅳ　技術審査評価シート Evaluation sheet

お名前（Name)　　　　　　　　　　　　　

製品評価 Product 発表評価 Presentation

Degree of 
completion

Comprehensi
bility

各項目を５段階で評価してください。 Five-grade evaluation

メモ欄 Memo

資料5-1-3-(1)-16

資料タイトル「創造設計Ⅳ　第２回技術審査評価シート」

出典「創造設計Ⅳ授業資料」779



グロ－バル情報学科　平成３０年度創造設計スケジュール
科目 創造設計Ⅳ（Ｊ４） 科目

学生 A班（前半）・Ｂ班（後半） A班（前半）・Ｂ班（後半） A班（前半）・Ｂ班（後半） A班（前半）・Ｂ班（後半） 全学生 学生

担当者 谷口 竹俣・高畠 小髙 田村・藤澤 藤澤・坂倉・小髙（秋冬） 担当者

場所 多目的実験室Ⅱ 多目的実験室Ⅲ コンピュータ演習室 ２０６室（dスタジオ） ２０６室（dスタジオ）・３０９室 場所

1 授業概要説明 授業概要説明 授業概要説明 授業概要説明（製図の基礎） 授業概要説明 1

2 HTMLの紹介 ３図面 実習①-1　WordPressインストール 2

3
キャラクターエンコードとテー
ブル

等角図の作成 実習①-2　WordPressのカスタマイズ 3

4 リストとリンク 小テスト・ＣＡＤソフト 実習①-3　WordPressでのwebサイト作成 4

5 CSSの紹介 作品の作成・印刷 実習①-4　WordPressの運用・管理 5

6 DIV要素 作品の発表・鑑賞 発表用レポート作成 実習②-1　EC-cubeインストール 6

7 フロート配置 テックシート作成 作品発表 実習②-2　EC-cubeの基本設定 7

8 水平・垂直配置 実習②-1　EC-cubeでのショップ構築 8

9 CSS演習 実習②-1　EC-cubeの運用・管理 9

10 オリジナルWEBページの設計 成果発表 作品発表 10

11 第１回発表 出力データの作成 テーマ（PHPプログラミング）の概要 11

12 12

13 13

14 発表準備 データの出力 14

15 作品発表 作品発表 作品発表 作品発表 15

16 テーマ（ネットショップ実習)の概要 16

17 ビジネスモデルの立案 17

18 レビューとフィードバック 18

19 商品企画 19

20 レビューとフィードバック 20

21 ネットショップのシステム設計 21

22 レビューとフィードバック 22

23 商品開発 23

24 レビューとフィードバック 24

25 商品公開 25

26 ネットショップの詳細設計 26

27 レビューとフィードバック 27

28 ネットショップの実装 28

29 発表準備 29

30 作品発表 30

夏
学
期

秋
学
期

冬
学
期

学
期

スキャニメーション
（原理と規則性の理解）

パラパラ漫画
（コマ割り・撮影・編集）

ストップモーションアニメーション
（理解・ストーリー作成・
スキャン・映像編集）

春
学
期

アイデアの抽出・決定・具象
化

基本演習
（作成ソフトの基本操作）

データ制作

創造設計Ⅱ（Ｊ２） 創造設計Ⅲ（Ｊ３）

冬
学
期

出力機器の操作

同上同上 同上

ストップモーションアニメーション
（ブラッシュアップ）

作品発表

オリジナルWEBページの作
成

PHPプログラミング

同上

学
期

春
学
期

夏
学
期

秋
学
期

課題製作と発表資料作成

製作課題のアイデア
（マーケティング・作品決定）

資料5-1-3-(1)-17
資料タイトル「グローバル情報学科平成３０年度創造設計スケジュール」

出典「平成３０年４月グローバル情報学科作成」780
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氏名：

No 大項目 中項目
検査項目

（５〜１０点で評価)

7cm

J
po

st

い
ち

ご
ぎ

ゅ
う

に
ゅ

う

お
り

が
み

チ
ー

ム
室

宮

チ
ー

ム
P

I

楽

吉
野

家

1 プレゼンテーション説明・質疑応答が適切である

2 インターネットの上のショップである

3 商材はデジタルデータもしくは、関連サービスである

4 多言語対応が考慮されている（実現していなくても良い）

5 著作権侵害防止が考慮されている

6 ビジネスモデルの実現に重要な要素が明確になっている

7 ユーザデモ ユーザの立場で最初から購入まで操作し、購入までに支障
がない

8 運用デモ 運営者が必要な作業が一通り理解でき、実現可能な運用と
なっている

9 システム 完成度・品質
（5：不合格、 6:静的ページで実現、7〜8:動的ページで一部
未完成、9〜10:動的ページでKFSとなる重要な機能が実装さ
れている）

10 商品・サービス 完成度・品質
（5：不合格、 6:なんとなくどんな商品・サービスかわかる、7
〜8:商品化の目処がつくレベル、9〜10:商品としてのレベル
に達している）

H30 J4 創造設計IV　最終評価票

ショップの条件

ビジネスモデル

小計

資料5-1-3-(1)-20資料タイトル「創造設計Ⅳ最終評価票」

出典「創造設計Ⅳ授業資料」786



平成３０年度　エンジニアリングデザインⅠA　学期スケジュール 平成３０年度　エンジニアリングデザインⅠB　学期スケジュール
テーマ：身近な生活環境における問題発見解決活動 テーマ：生物模倣技術を搭載したロボット製作とプロジェクト管理

週 回 授業項目 週 回 授業項目
第1回 第1回

第2回 第2回

第3回 第3回
第4回 第4回
第5回 第5回
第6回 第6回
第7回 第7回
第8回 第8回
第9回 第9回
第10回 第10回
第11回 第11回
第12回 第12回
第13回 第13回
第14回 第14回
第15回 第15回
第16回 第16回
第17回 第17回
第18回 第18回

第19回 第19回

第20回 第20回
第21回 第21回
第22回 第22回
第23回 第23回
第24回 第24回
第25回 第25回
第26回 中間発表 第26回
第27回 第27回
第28回 第28回

第29回 最終発表 第29回
最終発表
製造したロボットのデザインレビュー
プロジェクト完了判定

第30回 振り返り 第30回 振り返り活動

試験仕様に基づき試作機の評価試験
評価結果のデザインレビュー

13

評価結果を反映した改善製造
14

15

仕様書作成
想定するユーザーシナリオ作成

キーワード：プロジェクト管理、生物模倣技術、ロボット制御
課題発見解決

1
エンジニアリングリテラシー
生活・社会に応用される生物模倣工学

2 ロボット制御
プログラミング基礎
センサとモータ
オリジナルロボット製作3

プロジェクト管理手法について
品質、コスト、納期の遵守

5
プロジェクト開始、要求仕様
プロジェクト実施計画書作成

6
調査、アイデア創出
構想設計書作成

実装仕様書と試験仕様書のデザインレビュー

9

実装仕様書に基づく試作10

11

3

キーワード：ものづくりの楽しさ、プロジェクト型、問題発見解決、
チーム活動、プロトタイピング

12

4

8

2 アイデア出しとアイデアスケッチ

1

4

5

6

7

ガイダンス、協働時の心構え
デザインプロセス演習
調査・分析・発想・プロトタイプ制作

7

8

9

10

11

ラピッドプロロタイピングツール活用
デジタルファブリケーションとデザインソフトウ
エアの導入
レーザー加工
３Dモデル制作と３Dプリンティング
機械加工

課題テーマの理解と調査

調査と情報分析
調査背景をもとにした課題の抽出

アイデアスクリーニング・再グループ
評価項目の設定

プロトタイプ構想レビュー
アイデア選定

プロトタイピング・リワーク
フィードバックを反映した改善

情報分析とアイデア出し

13

14

15

プロトタイプ制作
12

資料5-1-3-(1)-21資料タイトル「S1  エンジニアリングデザインⅠＡ・Ｂ学期スケジュール」

出典「平成３０年４月国際理工学科作成」
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I had the several chances to watch the students work on their projects over the course of 

the months leading up to this presentation. Therefore, I know the effort they put into them, 

the difficulties they encountered, and how far they improved since their first prototype. 

The students came a long way and the audience applauded their success. However, as 

you can see in the videos, they are not perfect. I cannot help but relate to some of the 

teachers unable to not think they could have done better. This is probably how parents 

feel about their kids sometime. You know they are capable and the projects were great, so 

you wish they were even better. The students seemed satisfied and proud of their projects 

and I am happy they feel a sense of achievement. I also hope that they gained many 

experience points from this project to grow and learn from. You will cease to grow the 

moment you are satisfied. I also would like to implement this lesson into my life and 

always ask myself if I can do better.

Jonathan

Group 1: Delivery Beetle

Group 2: QUME

Group 3: Pillowfly Group 4: Heart Break Shot

Local Community

School Event

Page 2 of 3March 4, 2019 Engineering Design Final Presentation / -白山麓ジャーナル｜国際高...

出典「ICT公式ウェブサイト 白山麓ジャーナル」 

資料5-1-3-(1)-25
資料タイトル「S1　エンジニアリングデザインⅠB　最終発表会報告」

793



2019年3月4日　エンジニアリングデザイン1B 最終発表

こんにちは、カメラマンのジョナサンです。今日の白山麓ジャーナルでは、先日あった1

年生のエンジニアリングデザインの最終発表会について書きたいと思います。エンジニ
アリングデザインは国際高専のものづくりを学ぶ授業で、デザインシンキングを使って
プロジェクト活動をしています。今学期は３つのチームに分かれて、バイオミミクリー
を使って大人を驚かすおもちゃを作る課題が出されました。バイオミミクリーは自然界
からアイデアを得る手法のことです。今学期始め、学生たちは地元の石川ふれあい昆虫
館を訪れ、プロジェクトのためのアイデア収集をしました。その後、数か月間に渡って
チームと一緒にプロジェクト製作をしてきました。実際のおもちゃの制作や改良に加
え、タイムテーブルや人材マネジメントシート作り、コンセプト設定やおもちゃのデザ
イン考察、予算の計算と素材の購入、発表のためのポスターとパワーポイントの制作を
行いました。エンジニアリングデザインは国際高専の授業の中でも手を動かす「実技」
の場で、各チームはプロジェクトに熱心に多くの時間を費やしました。

2月21日、学生、先生と職員が各チームの最終発表を見るために集合しました。各グルー
プは参考にした昆虫、製作の流れ、デモンストレーションを発表しました。興味がある
方はぜひ動画をご覧ください。

私はこの数か月の間、学生たちの活動を定期的に観察してきました。ですので、彼らが
このプロジェクトにつぎ込んだ努力や苦労、最初のプロトタイプからどれほど進歩した
か知っています。その努力が実り、プレゼンテーションを終えた学生は大きな拍手に迎
えられました。しかし、動画を見ればわかるように、どのチームも完璧ではありませ
ん。先生が「そこで満足せずに、もう少し手を加えていればもっと良いものになったの
に、惜しい」とついつい考えてしまう気持ちにも共感できます。きっと親心のようなも
のなのでしょう。学生たちのポテンシャルを知っているからこそ、さらに良いものを求
めてしまう。学生たちは満足げで、私も彼らが手応えを感じたことを嬉しく思います。
そして、このプロジェクトから経験値をたくさん得たことを祈っています。満足してし
まったら、そこで成長はストップしてしまいます。私も人生にこのことを意識しながら
常に「もっとできることはないか？」と自問しようと思います。

ジョナサン

金沢キャンパス
〒921-8601石川県金沢市久安2-270
TEL 076-248-1080 FAX 076-248-5548

白山麓キャンパス
〒920-2331石川県白山市瀬戸辰3-1

Kanazawa Campus
2-270 Hisayasu, Kanazawa, Ishikawa 921-8601
TEL +81-76-248-1080 FAX +81-76-248-5548

Hakusanroku Campus
3-1 Seto Tatsu, Hakusan, Ishikawa 920-2331

Copyright© INTERNATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY, KANAZAWA. All Rights Reserved.
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袖美樹子准教授に WSN-IoT AWARD 2018 奨励賞
BusStopプロジェクト「賢いバス停システム」で

袖美樹子准教授が研究指導を担当する「BusStopプロジェクト」により開発された「賢いバス停システム」が、IoTのインターネットシ
ステムの優れた活用事例として評価され、YRP研究開発推進協会(YRP協会)*の「WSN-IoT AWARD 2018」奨励賞を受賞しました。

「賢いバス停システム」は、バスの時刻表や乗換案内を音声や画面で伝えるばかりでなく、子供の見守りも行います。2017年4月より開
発が始まり、「バス停」に設置されたカメラでバス停前を通る人の顔や服装の特徴を抽出すると、その場で数値にリアルタイムに変換
します。変換された数値は暗号化されたうえで独自の通信ネットワークでサーバーに送信されます。画像は蓄積されず、バス停ごとに
異なった方式で数値化されるため、個人情報保護の観点からも安心です。すでに実証実験が何度か行われ、有効性が検証されていま
す。
さらにその機能の一つの「バスどこシステム」は、野々市市のコミュニティバス「のっティ」の車両にGPS機器を設置し、LoRa、３G回
線でサーバーに送られた位置情報をWebアプリケーションに表示するもので、スマートフォンやタブレット、PC等の端末で現在位置が
リアルタイムで確認できます。LoRaは、IoT向けの通信ネットワークに用いられている無線通信方式の一つで、「バスどこシステム」で
は国際高専独自のLoRa技術（特許出願済）でバス停間の通信を行っています。５月１日からは野々市市の協力を得て、実証実験も行わ
れています。
表彰式は、5月23日から東京ビッグサイトで開催された無線通信技術の研究開発に焦点を当てた国内最大級の専門イベント「ワイヤレ
ス・テクノロジー・パーク（WTP）」で行われました。

*横須賀リサーチパーク（略称：YRP）は、電波・情報通信技術を中心としたICT技術の研究開発拠点

金沢キャンパス
〒921-8601石川県金沢市久安2-270

TEL 076-248-1080 FAX 076-248-5548

白山麓キャンパス
〒920-2331石川県白山市瀬戸辰3-1

Kanazawa Campus
2-270 Hisayasu, Kanazawa, Ishikawa 921-8601
TEL +81-76-248-1080 FAX +81-76-248-5548

Hakusanroku Campus
3-1 Seto Tatsu, Hakusan, Ishikawa 920-2331

Copyright© INTERNATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY, KANAZAWA. All Rights Reserved.
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　Development
　of

a personal portfolio website
!"#$%"&#'("&)*+())$,$*(-*.$/0"()(,1 2$3$%#4$"#*(-*5/'$"/$*&"6*.$/0"()(,1

=>

・Our school thinks reflection and self-expression are very important for studying.

＋

↑HTML code

←CSS code

We can put text, images, movies or URLs into HTML 
code. HTML stands for Hyper Text Markup Language. 
We use tags (blue text ) called <starting tag> and 
</ending tag> when we make homepages. Inside of 
the tags, we put attributes (red text ) when we speci-
fy more detail or modify elements.

We can change font, colors, size, layout etc... using 
CSS code. CSS stands for Cascating Style Sheet. We 
use selectors (blue text ) to specify elements, prop-
erties (purple text ) to choose the kinds of style and 
values (black text ) to change properties. 

↑Homepage
In my portfolio, I put my projects which were done in 
this year. I put one or two pictures in each contents. And 
I chose white and black as the background colors. I 
thought these colors look good but some people say  “
it’s boring.” So, I think we have to think about how the 
webpage looks. If it looks boring, people might not 
want to look at our homepages but if it looks nice, 
people will come to see it. So I think it is important to 
make  visuals look better. 

We can reflect on our works by making portfolios. 
If we reflect after studying, we will become more familiar 
with the material. 
Also, we made portfolios because it is a good way to 
review when we have to make goals.

We made webpages that can be seen everyone 
in the world. 
It will be a good chance to display our personalities.

Web pagePortfolio

Self-expressionReflection

Self-expressionReflection

　Personal
　Portfolio
　Website

・We finished making portfolios and started
  displaying information.
・We used HTML and CSS that we learned when
  we made portfolio.

Summary
If we have the chance to make personal 
portfolio websites, we want to make 
webpages that have a lot of contents like 
hyperlinks, video and pictures.
Also, we want to use universal design and we 
want to make websites that are accessible to 
all people. 

Improvement
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図５．キャリアデザイン教育体系 

キャリアデザイン教育体系 

基礎づくり 総合化 応用 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

●オリエンテーション 

校長講話（高専の意義） 

●オリエンテーション 

校長講話（勉強とは） 

●オリエンテーション 

校長講話（方向性） 

●オリエンテーション 

校長講話（進路） 

●オリエンテーション 

校長講話（社会人とは） 

●１年の目標を設定 ●２年の目標を設定 ●３年の目標を設定 ●４年の目標を設定 ●５年の目標を設定（進路）

・自己分析 ・職業テーブル ・企業見学 ・企業見学 ・進路指導主事による講話 

・企業講話 ・企業講話 ・進路を考える インターシップ 

●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 

・自己再発見 ・企業見学 ・ジョブカフェによる講話 ・模擬面接 ・グループ討議 

・企業見学 ・恩師への手紙作成 ・履歴書の書き方を学ぶ ・履歴書の書き方を学ぶ ・卒業式招待状の作成 

・言葉遣いの学習 ・心理テスト・性格検査 ・企業合同説明会※ 

・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ 

●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価 

キャリアデザイン ●工大編入者ガイダンス※ 

人間と自然Ⅰ 人間と自然Ⅱ 人間と自然Ⅲ 

キャリアデザインの教育体系は、基本的に特別時間割として行われていますが、「インターシップ」と「キャリアデザイン」は単位認定科目です。

また、※印の項目は、特別時間割外に実施されています。 

進
路
選
択
活
動 
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資料タイトル「キャリアデザイン教育体系」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用 P19」805



資料5-1-3-(2)-05

資料タイトル「ラーニングエクスプレス２０１９概要」

出典「2019年2月ラーニングエクスプレス説明会資料」809
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資料5-1-3-(2)-07資料タイトル「金沢インバウンドプロジェクト 依頼文」

出典「公益社団法人 金沢青年会議所HP」815



授業形態のバランス（H３０）

電気電子工学科(T：２－５年)

一般 専門 一般＋専門
講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 33 6 7 46 単位数 47 8 17 72 単位数 80 14 24 118
割合 71.7% 13.1% 15.2% 100% 割合 65.3% 11.1% 23.6% 100% 割合 68.8% 11.9% 20.3% 100%
単位数 45 12 15 72 単位数 62 10 24 96 単位数 107 22 39 168
割合 62.5% 16.7% 20.8% 100% 割合 64.6% 10.4% 25.0% 100% 割合 63.7% 13.1% 23.2% 100%

機械工学科(M：２－５年)

一般 専門 一般＋専門
講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 33 6 7 46 単位数 27 13 25 65 単位数 60 19 32 111
割合 71.7% 13.1% 15.2% 100% 割合 41.5% 20.0% 38.5% 100% 割合 54.1% 17.1% 28.8% 100%
単位数 45 12 15 72 単位数 43 17 31 91 単位数 88 29 46 163
割合 62.5% 16.7% 20.8% 100% 割合 47.2% 18.7% 34.1% 100% 割合 54.0% 17.8% 28.2% 100%

グローバル情報・情報工学科（J：２－４年・G：５年）

一般 専門 一般＋専門
講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 33 6 7 46 単位数 34 22 16 72 単位数 67 28 23 118
割合 71.7% 13.1% 15.2% 100% 割合 47.2% 30.6% 26.4% 100% 割合 56.8% 23.7% 19.5% 100%
単位数 45 12 15 72 単位数 47 24 22 93 単位数 92 36 37 165
割合 62.5% 16.7% 20.8% 100% 割合 50.5% 25.8% 23.7% 100% 割合 55.8% 21.8% 22.4% 100%

国際理工学科（S：１年）

一般 専門 一般＋専門
講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計 講義 演習 実験実習 合計

単位数 24 3 2 29 単位数 2 2 4 8 単位数 26 5 6 37
割合 82.8% 10.3% 6.9% 100% 割合 25.0% 25.0% 50.0% 100% 割合 70.30% 13.50% 16.20% 100%
単位数 25 3 4 32 単位数 2 2 4 8 単位数 27 5 8 40
割合 78.1% 9.4% 12.5% 100% 割合 25% 25% 50% 100% 割合 67.5% 12.5% 20.0% 100%

全体 全体 全体

全体 全体 全体

必修 必修 必修

全体 全体 全体

必修 必修 必修

必修 必修 必修

全体 全体 全体

必修 必修 必修

資料5-2-1-(1)-01
資料タイトル「授業形態のバランス（H３０）」

出典「平成３０年度時間割・学習支援計画書より作成」820



機械工学科　自作　実験指導書リスト
学年 科目 内容 分量

２年 創造設計Ⅱ
ウインドカーの製作
自作ばねの工学基礎実験
模型車の制御

５７頁
６１頁
５５頁

３年 創造設計Ⅲ ライントレースロボットの製作 １５５頁

４年 機械工学実験Ⅰ
材料力学実験
機械材料実験
機構学実験

７３頁

５年 機械工学実験Ⅱ
流体工学実験
振動工学実験
熱工学実験

４９頁
３３頁
４１頁

資料5-2-1-(2)-01

資料タイトル「平成３０年度　機械工学科自作　実験指導書リスト」

出典「機械工学科実験指導書より抜粋作成」821
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1 はじめに
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2.1 全体像
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い
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8.1 組立の段取り
8.2 組立の参考

9 タイヤホルダーの製作手順
9.1 ・ クイヤホルダーの素材切断～軸径加工（使用機械・往復鋸盤、旋盤）…40
9.2 クイヤホルダーの外径 C面取り-�3穴あけ加工（使用機械・旋盤）・・・42
9.3 タイヤホルダーの突切り-�11座ぐり加工（使用機械· 旋盤） ・・・・・・44
9.4 クイヤホルダーの�11座ぐり～軸径ケガキ肌工（使用機械・旅盤）……46
9.5 クイヤホルダーの端面ボンチ～クッブ加工（使用機械・卓J:ボール盤）……48
9.6 クイヤホルダーの袖径M3 クップ～穴パリ取り肌I(使用機械・旋盤）••…·50

資料5-2-1-(2)-02
資料タイトル「機械工学科自作指導書サンプル」

出典「創造設計Ⅲ指導書」822



平成30年4月1日

通年 学期毎

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

ガーナー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

チュー ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３ ７．４２３

ジュマ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１ ７．４２１

リン ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２ ７．４２２

チュー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

ジュマ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９ ３１．３０９

テイラー・アズマン ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４ ３１．１１４

エドワード ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

リン ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７ ３１．３０７

チュー ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

ジュマ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０

ガーナー ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８ ３１．３０８

通年 学期毎

伊藤周・諸谷 ３１．１１８ ３１．１１８ ３１．２１２ ３１．２１２

オガワ・諸谷 ３１．２１２ ３１．２１２

オガワ・土地・
ボラジ・アズマン

３１．２１２

オガワ・土地 ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２

ボラジ・アズマン ３１．１１７ ３１．１１７ ３１．１１７

ボラジ・アズマン ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．１１７ ３１．１１７

直江 ３１．１１７ ３１．１１７ ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．１１４

通年 学期毎

林・ホセイン ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２

坂井 夢考房 夢考房 夢考房 夢考房

千徳・吉本 ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９

金井 ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９

千徳 ３１．１２８ ３１．１２８ ３１．１２８ ３１．１２８

坂井 ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０ ３１．３１０
３１．１２５、７．１１２、７．１１３、７．
１０８

千徳 ３１．２０３ ３１．２０３ ３１．２０３ ３１．２０３

通年 学期毎

谷口 ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２

竹俣・高畠 ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９

小髙 ３１．３１６ ３１．３１６ ３１．３１６ ３１．３１６

藤澤・田村 ３１．２０６ ３１．２０６ ３１．２０６ ３１．２０６

井上 ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２

ソンガー ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９ ３１．２１９

藤澤 ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２ ３１．２１２

ソンガー ３１．３１７ ３１．３１７ ３１．３１７ ３１．３１７

チュー ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１ ３１．２０１

ガーナー ３１．２１０ ３１．２１０ ３１．２１０ ３１．２１０

T２ ００３１２５

００３１２６

英語スキルズⅡ

チュー

J３ 英語スキルズⅢ ００３１２６

英語スキルズⅡ ００３１２５

備考

T３

J２

Ｍ２

英語スキルズⅡ

チュー

英語スキルズⅢ

使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬）

一般科目・少人数授業と教室（Ｈ３０）

成績責任者

００３１２５ ガーナー

クラス 教科名 科目コード

Ｍ３

５年全

００３１２６ チュー

００２２１３上級英語Ⅱ

英語スキルズⅢ

チュー００３２０７上級英語Ⅰ４年全

チュー

ガーナー

ガーナー

使用登録教室（夏）担当教員 使用登録教室（春）

電気電子工学科・少人数授業と教室（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード
成績責任者

担当教員 使用登録教室（春） 使用登録教室（夏） 使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬） 備考

Ｔ２ 創造実験Ⅱ ００３３２２ 伊藤周

機械工学科・少人数授業と教室（Ｈ３０）

Ｔ３ 創造実験Ⅲ ００２３２６ オガワ

T４ 創造実験Ⅳ ００３３２４ 直江

使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬） 備考

創造設計Ⅱ ００３５１５ 坂井

教科名 科目コード
成績責任者

Ｍ４ 機械工学実験Ⅰ ００３５３３ 金井

使用登録教室（夏）クラス 担当教員 使用登録教室（春）

成績責任者
担当教員 使用登録教室（春）

Ｍ５ 機械工学実験Ⅱ ００２５３０ 坂井

使用登録教室（夏） 使用登録教室（秋） 使用登録教室（冬） 備考

J２

Ｍ２

グローバル情報工学科・グローバル情報学科・少人数授業と教室（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード

J３ 創造設計Ⅲ ００３８１９ 小髙

システム開発演習Ⅰ ００３９１１ 井上

創造設計Ⅱ ００３８１８ 谷口

００２８３６ チュー

G5

システム開発演習Ⅱ ００２８２１ 藤澤

J４

国際コミュニケーションⅡ

資料5-2-1-(2)-03
資料タイトル「少人数教育を実施している授業がわかるリスト」

出典「平成３０年度時間割より作成」823



解析基礎A ５０２６００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

解析基礎B ５０２７００ 木原 木原・ハズワン １０１－２０９

数学基礎A ５０３０００ 木原 木原。ホセイン １０１－２０９

数学基礎B ５０３１００ 木原 木原・ホセイン １０１－２０９

物理ⅠA ５０３５００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

物理ⅠB ５０３６００ 伊藤周 伊藤周・エバンス １０１－１１７

化学ⅠA ５０３９００ ラシィド ラシィド・ジェイソン １０１－１１７

化学ⅠB ５０４０００ ラシィド ラシィド・ジェイソン １０１－１１７

生物ⅠA ５０４３００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

生物ⅠB ５０４４００ 松本 松本・ジェイソン １０１－１１７

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

大原 １０１－１１２

津田 １０１－１１３

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

テイラー １０１－１２５

エドワード １０１－２１５

津田 １０１－１２５

大原 １０１－２１５

イアン １０１－２１６

ベアード １０１－１２６

エンジニアリングデザインⅠA ５０７８００ 松下
オガワ・伊勢・
山崎・タン
・メイサ

工作機械室

エンジニアリングデザインⅠB ５０７９００ オガワ
松下・伊勢・
山崎・タン
・メイサ

工作機械室

エンジニアリングコンテクストⅠA ５０８７００ 小髙 井上・山崎 ものつくりレクチャールーム

エンジニアリングコンテクストⅠB ５０８８００ 山崎 伊藤周・オガワ・タン ものつくりレクチャールーム

コンピュータスキルズⅠＡ ５０９５００ 伊藤周 小髙・タン・メイサ 情報演習室

コンピュータスキルズⅠＢ ５０９６００ ソンガー ハズワン・メイサ 情報演習室

１０１－２１０・プロジェクトブース

１０１－２１０・プロジェクトブース

ものつくりスペースＡ・プロジェクト
ブース・情報演習室

ものつくりスペースＡ・プロジェクト
ブース・情報演習室

備考その他の使用教室

ブリッジイングリッシュ ５０５５００

S１

大原

大原

イアン

イアン

津田

リスニング・スピーキングⅠA ５０５１００

リスニング・スピーキングⅠB ５０５２００

リーディング・ライティングⅠA ５０４７００

リーディング・ライティングⅠB ５０４８００

複数教員授業と教室（国際理工学科）（Ｈ３０）

クラス 教科名 科目コード 成績責任者 担当教員 使用登録教室（前学期） 使用登録教室（後学期）
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                                                                                                        資料5-2-1-(2)-04

資料タイトル「エンジニアリングコンテキストⅠB　ディベート授業概要」

出典「エンジニアリングコンテクストIB 授業PP」825
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資料5-2-1-(2)-05資料タイトル「フィールド型授業を含む授業の学習支援計画書」

出典「４年上級英語Ⅰ学習支援計画書」827



8.5 ポートフォリオについて 

学習支援システム manaba について 

学生は日々の学習や自己分析に、クラウド型学習支援システム manaba を活用しています。manaba は

国内の高等教育機関で導入されているシステムです。学生は科目ごとに設定されているレポート提出や

小テストを manaba で教員へ提出しています。また、自己分析などのキャリア形成にも活用され、ポー

トフォリオとして本校での5年間の歩みを記録しています。スマートフォンからもアクセス可能なので、

学生はいつでもどこでも日々の学習状況や自己成長を見直すことができます。 

資料5-2-1-(2)-08

資料タイトル「白山麓キャンパス　学習支援システムmanabaについて」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」831



資料5-2-1-(2)-09
資料タイトル「学習支援システムmanabaの活用」

出典「manabaシステム画面より作成」
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学生・教員間の課題提出・提供方法の例 

1 学生の課題提出方法としてコンピュータ演習室サーバの共有フォルダ（Public）の利用 

Public フォルダへのアクセス（担当教員が作成した科目フォルダが並ぶ） コンピュータⅢへアクセス（学生は課題ごとのフォルダに課題を提出）

提出された課題一覧（教員はここから自身の端末にファイルを移動し，課題評価を行う） 

資料5-2-1-(2)-10資料タイトル「金沢キャンパス　学生・教員間の課題提出・提供方法（Public・Share）」

出典「共有フォルダ画面より作成」833



2 教員から資料提供の方法としてコンピュータ演習室サーバの共有フォルダ（Share）の利用 

 

Share フォルダへのアクセス（科目ごとのフォルダが並ぶ） 

 

コンピュータⅢへのアクセス（課題ページへのリンクとWebサイトの pdf保管フォルダ） 

 
「Webサイト」フォルダの例（オフラインでも課題ページが見られるようにWeb サイトの pdf を提供） 
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資料5-2-1-(2)-11

資料タイトル「平成３０年度補習実施要領」

出典「平成30年度第1回教員会議資料」
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（平成 年度）
教務主事 担任

対象学期：

印 実施学期：

月　日 月　日 月　日 月　日
～ ～ ～ ～

科目担当者：

平成 年 月 日

春・夏・秋・冬　学期

春・夏・秋・冬　学期

学　校　長　殿

再評定

補習実施報告書

学生出欠・提出状況

クラス
名列
番号

対象
学生氏名

再試験
結果

( /100)
元の評定

実施・提出日時
実施内容（講義・再試験・課題）

月　日
～

科 目 名 ：

資料5-2-1-(2)-12
資料タイトル「補習実施報告書フォーマット」

出典「平成30年度第1回教員会議資料」836



解析基礎A 木原
木原　均（一般科目・数学）
ハズワン・ハリム（国際理工学科・電気工学）

数学に専門教員を配置

解析基礎B 木原
木原　均（一般科目・数学）
ハズワン・ハリム（国際理工学科・電気工学）

数学に専門教員を配置

数学基礎A 木原
木原　均（一般科目・数学）
アラー・ホセイン（国際理工学科・電気工学）

数学に専門教員を配置

数学基礎B 木原
木原　均（一般科目・数学）
アラー・ホセイン（国際理工学科・電気工学）

数学に専門教員を配置

物理ⅠA 伊藤周
伊藤　周（国際理工学科・光学）
ディビス・エバンス（国際理工学科・機械工学）

物理に専門教員を配置

物理ⅠB 伊藤周
伊藤　周（国際理工学科・光学）
ディビス・エバンス（国際理工学科・機械工学）

物理に専門教員を配置

化学ⅠA ラシィド
ナグワ・ラシィド（一般科目・化学）
ジェイソン・デ・ツｨリー（一般科目・生物）

理科の異なる分野の教員を配置

化学ⅠB ラシィド
ナグワ・ラシィド（一般科目・化学）
ジェイソン・デ・ツｨリー（一般科目・生物）
ポーリン・ベアード（一般科目・英語）

理科の異なる分野の教員を配置
ブリッジイングリッシュ担当者を配置

生物ⅠA 松本
松本恵子（金沢工業大学応用バイオ学科・農業工学）
ジェイソン・デ・ツｨリー（一般科目・生物）

生物に専門教員を配置

生物ⅠB 松本
松本恵子（金沢工業大学応用バイオ学科・農業工学）
ジェイソン・デ・ツｨリー（一般科目・生物）

生物に専門教員を配置

津田明洋（一般科目・英語） 物理と連携

大原しのぶ（一般科目・英語） 数学と連携・担当教員が数学授業に参加

イアン・スティーブンソン（一般科目・英語） 生物と連携

ポーリン・ベアード（一般科目・英語） 化学と連携

異分野を専門とする教員連携を導入した一般科目（Ｈ３０年度・国際理工学科）

Ｓ１

備考

ブリッジイングリッシュ 津田

クラス 教科名 成績責任者 担当教員（所属・専門）

資料5-2-1-(2)-13
資料タイトル「異分野を専門とする教員連携を導入した一般科目」

出典「時間割及び学生便覧より作成」837



リーディング・ライティング
ⅡＡ

全般的なリーディング，ライティング力の向上だけでなく，英語で実
施される数学・科学の授業理解の助けとすることも目標とする。リー
ディングでは，内容理解にとどまらず多様な文化や価値観を理解する
ためクリティカルリーディングの読み方で色々な考え方に対する理解
を深める思考トレーニングをする。ライティングではリーディングの
内容あるいは，数学，科学で学習した内容を100～150字程度で表現で
きるようになる。パッセージを理解するため必要な文法事項や単語も
学習し，特に単語は，語源を意識する。

リーディング・ライティング
ⅡＢ

全般的なリーディング，ライティング力の向上だけでなく，英語で実
施される数学・科学の授業理解の助けとすることも目標とする。リー
ディングでは多様な文化や価値観を理解するためのクリティカルリー
ディングを発展させ，自分の意見を持ち，広い視野での意見を持つこ
とができるようになる。ライティングではリーディングの内容あるい
は，数学，科学で学習した内容を150～200字程度で表現できるように
なる。単語は引き続き語源を意識しながら数学，科学で使用される意
味と一般的に使われている意味の違いにも着目する。

リスニング・スピーキング
ⅠＡ

英語圏での生活（英語での授業を含む）をスムーズに送れるようにな
るだけでなく，英語での数学や科学の授業を効果的に学ぶために必要
とされるオーラルコミュニケーション能力を向上させる。ノートテー
キング，リサーチ，クラス内での質問の仕方等，さまざまなスタ
ディースキル/テクニックを使い，自分の好きなもの，嫌いなもの，
趣味などを話したり，人物，物事，出来事，場所を描写したりするこ
とができるようになる。また，これらのトピックの理解や使用される
語彙を向上させる。

リスニング・スピーキング
ⅠＢ

英語圏での生活（英語での授業を含む）をスムーズに送れるようにな
るだけでなく，英語での数学や科学の授業を効果的に学ぶために必要
とされるオーラルコミュニケーション能力を向上させる。問題点を議
論すること，自分の意見を表現すること，アドバイスを与えたり求め
たりすること，過去と現在のでき事を伝えること，将来のでき事を予
期すること，即興に応じることができるようになる。また，語彙力を
伸ばし，これらのトピックの理解度を深めることができるようにな
る。

リスニング・スピーキング
ⅡＡ

英語圏での生活（英語での授業を含む）を社交的にそして職場で上手
な人付き合いができる技術を習得し，英語で実施される数学や科学の
授業を効果的に学ぶのに必要なオーラルコミュニケーション能力を向
上させる。スキミングやスキャニングのようなテクニックを駆使でき
るようになり，課題をさまざまな形態のグループや個人で完成させる
こと，その場にふさわしいスモールトークをすること，説得力のある
話し方をすること，上手に交渉すること，情報に基づく感想を述べる
ことができるようになる。

リスニング・スピーキング
ⅡＢ

英語圏での生活（英語での授業を含む）を社交的にそして職場で上手
な人付き合いができる技術を習得し，英語で実施される数学や科学の
授業を効果的に学ぶため必要なオーラルコミュニケーション能力を向
上させる。アンケートの準備をした上での作成，実施したアンケート
からのデータ収集，収集したデータ分析に基づく効果的なプレゼン
テーションができるようになる。さらに，英語で履歴書を書き，イン
タビューの成功の鍵を理解できるようになる。

ブリッジイングリッシュ

１年次・２年次の英語での理数系科目の補助となる科目で，テーマ
ベースでの言語教育に重点を置く。理数系科目で学生が直面するであ
ろう困難（理科系の専門的な用語・言回し・表現・概念など）を事前
に学習させることにより，理数系科目でより良い結果に繋がることを
目的としている。加えて，理数系科目で扱われるテーマに類似した内
容を学習させることでそれぞれの分野への背景知識を向上させ，言語
力と科目知識を確実に身につけ，理数系科目への向上心を兼ね備え
る。

第
二
言
語

一
般
科
目

1

資料5-2-1-(2)-14

資料タイトル「国際理工学科　科目概要　ブリッジイングリッシュ」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」
838



平成30年度学習支援計画書 

作成方法と諸注意（1） 

教育課程表（学生便覧）に明記の正式名称を記載 

学科名は正式名称で記載 

※ 学科名と学年の間に全角スペース

※ 学年は全角の算用数字

姓と名の間には空白を入れない 

（ただし、漢字一文字は例外） 

○高専太郎  ×高専 太郎 

○高専 創  ×高専創 

『必修』または『選択』 

通常の科目→ 『履修』 

学修単位科目→ 『学修』 

単位数は全角の算用数字 

通年開講 → 『通年』 

特定学期のみ開講 → 『春』『夏』『秋』『冬』 

夏休み等に集中して開講 → 『集中講義』 平成 30 年度学生便覧に掲載する【講義概要】と同じ

内容 （文章は簡潔にまとめ、3～5行程度） 

科目内容を象徴する語句 3～5語程度 

関連する本校の科目および資格試験名を記載 

書名の前に番号（①②・・・）を記載 

（教科書が 1冊の場合でも付けること） 

書名は「」で括る 

書名、著者、出版社の間は全角『，』で区切る 

書名は正確に記載する（副題の記載は必要なし） 

左側【教科書】欄と同様 

学期ごとの成績評価の割合を記入 

項目名は任意 

『定期試験』『課題』『小テスト』や『学習態

度』などの割合が分かるように記載 

『定期試験』の割合は 50%以下でも可 

『授業態度』や『学習態度』を選んだ時は、具体

的な評価要領を「備考」に記載 

担当教員から学生への受講上のアドバイスや連絡事

項などを自由形式で記載 

学修単位科目の評価：15時間の授業と 30時間の自

学自習の計 45時間で 1単位が与えられる。この自

学自習時間の評価は、課題だけでなく定期試験、小

テスト、レポート、成果発表（口頭・実技）や作品

などいろいろな方法で工夫すること。」

※課題の評価はすべての課題が提出されない場合、

F相当とするのではなく、通常の課題評価を行う。 

評価項目の補足説明を記載 

実験系科目におけるレポートなど、評価割合が大き

な項目については具体的な評価方法を記載 

学科の特色（学生便覧）から【卒業時に身につけるべ

き学力や資質・能力】と同じ内容記載 

担当教員の居室を記載 

非常勤講師の場合、「授業終了後」と記載 

フォーマット Word ファイルは文字のフォント、サイ

ズ、配置、インデントをすでに設定してあります

そのままの状態で記載をお願いします

体育、実験などの実技系科目 → 『 実技 』

その他の科目 → 『 講義 』

曜日と時間または○時限を必ず記載（勤務時間内

17:30までとする） 

非常勤講師の場合、「授業終了後」と記載 

5 

5 

総合的な行動目標を総括的に記載 

（授業アンケートの追加項目と連動） 

資料5-2-2-(1)-01資料タイトル「平成３０年度学習支援計画書作成方法と諸注意（金沢C）」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」
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平成30年度学習支援計画書 

作成方法と諸注意（2） 

フォーマット Word ファイルは文字のフォント、サイ

ズ、配置、インデントをすでに設定してあります 

そのままの状態で入力をお願いします 

各回の授業項目を 1行で簡潔に記載 

ただし、授業回数が多いものや英語による記述の場

合、フォントサイズを変更して複数行書きも可 

学生が記入 

自己点検として学生が記入（A～Eの 5段階評価） 

定期的に教員がチェックし、学生の理解度の把握に

努める 

試験を実施しない場合は『定期試験』の文字のみを削

除し、試験の行（セル）は削除しない 

上段に予習、下段に復習の内容をそれぞれ 1～2行

で簡潔に記載 

ただし、学修単位科目において詳細な内容が必要な

場合は、別紙として学期始めや授業の都度配付 

夏学期の答案返却は定期試験後の特別時間割にて

実施 

複数回に渡り同じ授業項目を実施する場合、その授

業回数の範囲を記載 

数字が 1桁は全角で，2桁は半角でそれぞれ記載 

複数回に渡り同じ授業項目で異なる達成目標を目指

す場合には、セルの結合も可 

セルを結合した場合は複数行に渡る記載も可 

各回の授業項目における達成目標を 1行で記載 

ただし、授業回数が多いものや英語による記述の場

合、フォントサイズを変更して複数行に渡る記載も可 

 

複数回に渡り同じ達成目標で異なる学習課題を指示

する場合には、セルの結合も可 

セルを結合した場合は複数行に渡る記載も可 

予習・復習の時間表記は達成目標を達成するため

に必要な 1回の授業当たりの時間［分/回］を記載 

授業回数のカウントは学期ごととし、各学期の開始は

『第 1回』からとする 

840



 

自己点検として学生が記入（A～Eの 5段階評価） 

定期的に教員がチェックし、学生の理解度の把握に

努める 

授業に講演やビデオ教材などを組み込む場合は予め

記載（ただし、当該授業項目に関連するもののみ可） 

秋学期の答案返却は冬学期の初回授業時に実施 

各学期で改頁は行わず、続けて記載 

平成30年度学習支援計画書 

作成方法と諸注意（3） 
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資料5-2-2-(1)-02
資料タイトル「平成３０年度　学習支援計画書　書式（金沢C）」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」842



科目名 

平成30年度 学習支援計画書 

科目名 クラス 必修・選択 単位数 開講学期 担当教員 

カリキュラムにある正式名称を記入下さ

い。

例：1年共通・２年留学生な

ど 

「必修」または「選

択」 

単位数を

記載 

前学期 または 

後学期 

成績責任者を先頭にし、全担当教員の

氏名を記入下さい。 

キーワード 科目概要 

（5行以内で記載） 

科目内容を象徴する語句3～5語程度を

記載してください。 

（5行以内で記載） 

文部科学省に申請された科目概要を基本に作成ください。 

シラバス作成のうえで、修正が必要になった場合の修正は可能です。ただし、内容が大きく異なってしまうような変更がない

ように記入してください。

教科書 参考書 関連する科目・活動・資格 

（4行以内で記載） 

使用する教科書名を記載してください。 

（4行以内で記載） 

使用するものがあれば記載してください。 

科目: 

活動: 

資格:  

達成度評価 受講上のアドバイス 

評価項目 % 備考 （10行以内で記載） 

学生への受講上のアドバイスや連絡事項などを自由形式

で記載してください。 

受講態度 （8行以内で記載） 

本備考欄は、評価項目の補足説明を記載するスペースで

す。 

『授業態度』『学習態度』の項目を選んだ時や、評価割合が大

きな項目は、具体的評価要領を備考欄に記入してください。  

課題 

 

 

 

合計 100 

科目の達成目標 

(1) （各1行以内で記載）

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

コンピテンシーとの関連 （ ◎: 強く関連, 〇: 関連, △: やや関連 ）

社会に貢献するリーダーとしての人間力 グローバルに活躍できるコミュニケーション能力 イノベーターに相応しい卓越した科学技術力

革新への挑戦 
コラボレーション 価値創出 

社会的使命感  多様性とアイデンティティ 自然・社会・産業と結びつけた科学的思考 

リーダーとしての高潔 心を動かす力 常に学び続ける姿勢 

問い合わせ・質問先 １０１号館２０１室（教職員室） オフィスアワー
△曜日 １６：３０-１７：３０（△に曜日を記入下さい・
非常勤の先生は「授業終了後」と記入下さい）

評価項目名は任意で「定期試験」「中

間試験」「課題」「小テスト」「授業態

度」などの割合が学生に分かるように

記載してください。評価の割合につい

ては、特に指定ありません。 

本科目の総括的な行動の目標を”～できる”という形式で６つ記載してください 

関連する科目名や関連する資格、課外活動

などを記載してください 

授業明細部分の”関連するコンピテンシー”に合わせて記載してください。 

強く関連するものには“◎”、強くはないが関連するものには“〇”を記載してください。 

平成30年度 学習支援計画書作成方法（白山麓C） 
資料5-2-2-(1)-03

資料タイトル「平成３０年度学習支援計画書作成方法（白山麓C）」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」
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科目名 

回 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段：予習・下段：復習） 

時間 

（分） 

授業の運営方法 
（コンピテンシーとの関連） 

関連する 

コンピテンシー 

1   
  

  
  

2   
  

  
  

· 

· 

· 

  
  

  
  

15or30   
  

  
  

定期 

試験 

 

 
  

  
  

 
 

      

  

 

 

①：授業の回数ごとに記載してください。１回（１コマ）は90分、各学期は15週での運用となります。フォーマットは１～30回となっていますので単位数に合わせて必要回

数分を使用下さい。欄は①～⑥を含めて要・不要に応じて追加・削除下さい。15週の後、定期試験・自己点検（答案返却）期間を設けます（いずれも50分予定）。定

期試験・自己点検（答案返却）は授業の回数にカウントされません。 

【「履修単位」科目の例】 

１単位科目＝週１コマで15回分の授業実施なので、授業回数は１～15回 

２単位科目＝週２コマで15回分の授業実施なので、授業回数は１～30回 

②：授業の内容を記載してください。授業期間中に中間試験・小テストなどを実施する場合は記入してください。15(30)回のあと、定期試験がある科目はAの欄に「定期

試験」・Bの欄に「自己点検（答案返却）」の文言を記載して下さい。定期試験がない科目は、A・B欄は空欄にして下さい。この項目の記載の有無により、定期試験

の時間割を作成しますので、記入漏れのないようにお願いします。 

③：各回の授業項目における授業達成目標を記載します。授業中に講演やフィールドワークの実施、ビデオ教材の使用などを組み込む場合は予め記載してください。 

④：授業に対する学習課題（予習・復習）を記載してください。学習課題に要する目安時間についても合わせて記載してください。 

⑤：欄②、欄③に記載した授業内容について、欄⑥のコンピテンシーと関連付けて記載してください。 

⑥：別紙「９つのコンピテンシー」から関連するものを記載してください。（複数可） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

A 

B 
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科目名 

平成30年度 学習支援計画書 

科目名 クラス 必修・選択 単位数 開講学期 担当教員 

キーワード 科目概要 

（5行以内で記載） （5行以内で記載） 

教科書 参考書 関連する科目・活動・資格 

（4行以内で記載） （4行以内で記載） 科目: 

活動: 

資格: 

達成度評価 受講上のアドバイス 

評価項目 % 備考 （10行以内で記載） 

受講態度 （8行以内で記載） 

課題 

合計 100 

科目の達成目標 

(1) （各1行以内で記載）

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

コンピテンシーとの関連 （ ◎: 強く関連, 〇: 関連, △: やや関連 ）

社会に貢献するリーダーとしての人間力 グローバルに活躍できるコミュニケーション能力 イノベーターに相応しい卓越した科学技術力

革新への挑戦 コラボレーション 価値創出 

社会的使命感 多様性とアイデンティティ 自然・社会・産業と結びつけた科学的思考 

リーダーとしての高潔 心を動かす力 常に学び続ける姿勢 

問い合わせ・質問先 １０１号館２０１室（教職員室） オフィスアワー △曜日 １６：３０－１７：３０

資料5-2-2-(1)-04
資料タイトル「平成３０年度　学習支援計画書　書式（白山麓C）」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」
845



科目名 

回 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段：予習・下段：復習） 

時間 

（分） 

授業の運営方法 
（コンピテンシーとの関連） 

関連する 

コンピテンシー 

1   
  

  
  

2   
  

  
  

3   
  

  
  

4   
  

  
  

5   
  

  
  

6   
  

  
  

7   
   

 
  

8   
   

 
  

9   
   

 
  

10   
   

 
  

11   
  

  
  

12   
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平成３０年度 学習支援計画書 

科目名 クラス

カレントイングリッシュ グローバル情報工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 
学修 ２ 

通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

ニュース英語関連語彙、英文

記事、自律学習

英字新聞、インターネットで取り上げられている英文記事を題材に二ュース

英語の読み方を学ぶ。語彙をテーマ別に学び、語彙を増やすことも目標とす

る。また、ＢＢＣドキュメンタリー番組のＤＶＤを使用し、リスニングを鍛

えるとともに、授業以外でも英文記事を自身で選び、読み進めることが求め

られる。重要と思われる単語の意味を調べ、大まかな内容把握を目指す。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①BBC World Profile on DVD  森田彰

他, 南雲堂

①英字新聞

②英和辞典/辞書

科目：英語科目全般 

資格：TOEIC、英検 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題・宿題 授業態度 評価 
学年評価に対

する割合 

春学期 40 20 30 10 100  25 

夏学期 40 20 30 10 100  25 

秋学期 40 20 30 10 100  25 

冬学期 40 20 30 10 100  25 

学 年 評 価（評価は春、夏、秋、冬学期で行い、通知表は春、夏、秋、学年評価で示す。） 100 

備 考 

各学期の評価で、５０点に満たない者に対しては補習を行う。 

年度末の「学年評価」は各学期の「評価」に「学期の割合」を掛けたものの和とする。 

定期試験および小テストの内容は、日ごろの学習成果を測定することを主とする。 

宿題・課題は、英文記事課題、リスニング課題等への取り組みに対し評価する。 

授業態度は、授業への取り組み、発表時などの積極的な態度を評価する。 

受講上のアドバイス 

①本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行う

ものとする。

②１時間の授業に対して２時間分相当の課題が毎回出される。この課題提出が不十分な場合、単位が認められ

ないことがあるので十分注意すること。

③本講義では授業以外で自発的に課題に取り組まなければならない。英字新聞、インターネット上の英文記事

を定期的に読むよう心掛けること。また辞書を積極的に活用すること。

科目の達成目標 

① 語彙数を増やし、ニュース英語を以前よりも理解できる。 

② 読み取りたい情報を、英文記事の中からすばやく読み取ることができる。 

③ 英文記事を読むことに慣れ、要約をまとめることができる。 

④ 英字新聞・インターネット上の英文記事を読む課題に積極的に取り組むことができる。 

⑤ 英文記事を授業内外で読むことで、時事問題に対し以前よりも関心を持つことができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階104号室（教員室） 

オフィスアワー 水曜日 16:10-17:00 

資料タイトル「４項規定授業科目　学習支援計画書　サンプル」資料5-2-2-(1)-05

出典「G5　カレントイングリッシュ学習支援計画書」847



平成29年12月22日 

教科担当各位 

教務主事 

平成３０年度 学習支援計画書作成（扇が丘C）のお願い 

標記のとおり，平成３０年度学習支援計画書（２～５年生）の作成をお願い申し上げます。 

記 

書式 ： メールに添付した雛型をご利用ください。 

（平成２９年度と同じです。） 

＜雛型＞Wordデータ，もしくはExcelデータ 

ファイル名：学習支援計画書_H30_クラス（科目名）成績責任者.docx (または .xlsx)

※ファイル名のクラス・科目名・成績責任者を適宜修正して下さい

提出期限 ： ２月１７日（土） 

提出先  ： 専門科目（新任・非常勤教員含む） ⇒ 各学科長

一般科目（新任含む） ⇒ 各教科主任

一般科目（非常勤教員） ⇒ 教務主事

※ 各学科長・各教科主任は学習支援計画書の内容や書式をご確認の上，

２月２８日（水）までに事務局藤さんまでメールにてご提出願います

提出方法 ： 必要事項を入力したファイルをメールに添付し，提出先までご提出ください。 

 同一科目でも１つのクラスにつき１ファイルとしてください。 

［例］ 学習支援計画書_H30_T3（歴史Ⅱ）宮野純.docx (.xlsx) 

学習支援計画書_ H 3 0 _ M 3（歴史Ⅱ）宮野純.docx (.xlsx) 

学習支援計画書_ H 3 0 _ J 3（歴史Ⅱ）宮野純.docx (.xlsx) 

学科（クラス）名の略称： 

電気電子工学科 ・・・Ｔ

機械工学科 ・・・Ｍ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ情報工学科 ・・・Ｇ、 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ情報学科 ・・・Ｊ

担当教員名： 

複数教員で担当する場合には，成績責任者で表記願います。 

学生への配付 ： 各担当科目の第１回目の授業で配付・説明をお願いします。 

 学習支援計画書作成に際して，質問事項・疑問点が生じた場合には，教務主事までお申し出く

ださい。 

以上 

資料5-2-2-(2)-01

資料タイトル「教員に学生へのシラバス配布を指示した資料」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」848



資料5-2-2-(2)-02
資料タイトル「シラバスの活用状況に関するアンケート」

出典「2019ICT総合アンケート調査票（学習支援計画書）」849
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資料5-2-2-(2)-04

資料タイトル「利用促進するための取り組みを示す資料」

出典「平成30年4月教務主事作成「修学ガイダンスPP」」852

Takeshi Fujisawa




平成３０年度　春学期時間割（4/1～5/31） 平成30年4月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン Ra・Ja 中泉 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 高橋 大崎 鍛治 松井 坂倉 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム Lunch
ジェイソン 井上 物理化学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 坂倉 4
向井 ソンガー 3 Ra・Ja Ｇ・Ｌ 松下 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 潟辺 宇都宮 松下 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 コンピュータⅡ 国語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 応用数学Ⅰ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 坂倉 潟辺 中泉 宮野純 Ｃ・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 松本昇 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 コンピュータⅡ 総合英語Ⅱ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7
坂倉 宇都宮 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅲ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 袖 瀧本・ケザウ 松本昇 高橋 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅱ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 応用数学Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 袖 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 中谷 小間・千徳・松井・吉本 丸井 松本昇 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ デザインメソッドⅡ 総合英語Ⅱ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 歴史Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 津田・大原・ イアン・ベ ァード・室谷 中泉 松下 宇都宮 丸井 小間・千徳・松井・吉本 上田 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 デザインメソッドⅡ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 線形代数Ⅰ 松下 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 国語Ⅲ デザインメソッドⅢ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 兒玉 井上・坂倉 大崎 小髙・山下 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 総合英語Ⅱ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ デザインメソッドⅢ 工業英語Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 応用数学Ⅱ 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 宇都宮 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 中谷 小髙・山下 土地・オガワ ハン 大崎 伊藤周 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 創造実験Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 14:20～ 伊藤周・諸谷・オガワ 宇都宮 谷口・ザボ 南出 宮野肇 中谷 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 微分積分Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
伊藤周・諸谷・オガワ 中泉 谷口・ザボ 南出 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ 情報修学基礎Ⅱ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 竹俣 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 津田・大原・ イアン・ベアー ド/エドワード 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅱ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 Ra・Ja 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 伊藤周 兒玉 井上・ザボ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 電気電子工学演習 兒玉 井上・ザボ 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ 江川 今澤 諸谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理・化学Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 高橋 Ｃ・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 物理化学Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
室谷 14:20～ Ra・Ja 小間 中泉 宮野純 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
宇都宮 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 15:10 - 16:00

ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
ハズワン エバンス 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 Ｃ・Ｊu・Ｌ 藤島／南出 ハン 田村 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 総合英語Ⅱ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 2
伊藤周 小髙 2 宇都宮 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 江川 藤島／南出 ハン 田村 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 中谷 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 微分積分Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 江川 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 線形代数Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 兒玉 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 Ａ・Ｓｚ ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
室谷 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 日本文化 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 応用数学Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
宮野肇 中泉 中谷 松本昇 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 Ra・Ja 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 微分積分Ⅱ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 Ra・Ja 中泉 大崎 江川 諸谷 松本昇 宮野肇 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 宮野肇 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 国語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊｕ・Ｌ 直江 大崎 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 電気システム設計Ⅱ 工学特論Ⅰ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ｊｕ 宮野肇 直江 高橋 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン Ｍ科卒業研究

Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｍ科 Ha：ハン G科卒業研究
上田 テイラー Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ハズワン エドワード 8:40～ Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

ホセイン ケザウ 10:10 白山麓キャンパス
伊藤周 小髙 2 Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 白山麓勤務 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 扇が丘勤務
札野 山崎
室谷

ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース
ものづくりスペースA グループ学習室
ものづくりスペースB 体育館

少人数教室２ 少人数教室４
実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース

歴史文化ⅠA／日本語ⅠA
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）
教室２（国語・英語） 教室４（EC）

上田／札野 少人数教室１ 少人数教室３

松下・山﨑

土 S１

文学Ⅰ／世界文学Ⅰ

潟辺　／　向井 金沢キャンパス

木原・ハズワン

Lunch

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

保健体育ⅠA

ケザウ

リーディング・ライティングⅠA／英語表現ⅠA

解析基礎A 

T3 M3 J3 T4

伊勢・大原

T5 Ｍ5 G5 金M4 J4金 S１ T2 M2 J2

生物ⅠA

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

古川／大崎／小髙

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

木

解析基礎A 
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン 社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5T2 M2 J2 T3 M3 J3

木原・ホセイン

Lunch

上田・テイラー

木 S１

水

ブリッジイングリッシュ／ 歴史文化（英語）ⅠA
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

基礎数学A
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

T4 M4 J4 G5T2 M2 J2 T3 M3 J3

ラシィド・ジェイソン

木原・ジェイソン

水 S１ T5 Ｍ5

ブリッジイングリッシュ／ 日本語ⅠA

Lunch

基礎数学A

木原・ホセイン

化学ⅠA

T5 Ｍ5 G5 火

国語表現ⅠA／日本語ⅠA

潟辺　／　室谷

T3 M3 J3 T4 M4 J4

伊藤周・オガワ

火 S１ T2 M2 J2

物理ⅠＡ
 英語資格技術／数理統計B

伊藤周・エバンス 大原／松本昇

コンピュータスキルズⅠA

伊藤周・小髙・Ｔａ・Ｐｏ

T3 M3

小髙・井上・山崎 大原

Lunch

J4 月J2

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

エンジニアリングコン テクストⅠA
英語資格技術

J3 T4 M4 T5 Ｍ5

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 M2 G5

資料5-2-2-(3)-01
資料タイトル「平成３０年度時間割」

出典「平成３０年４・６・９月教務課作成」
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平成３０年度　春学期時間割（6/1～6/28） 平成30年6月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン Ra・Ja 中泉 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 高橋 大崎 鍛治 松井 坂倉 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム Lunch
ジェイソン 井上 物理化学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 坂倉 4
向井 ソンガー 3 Ra・Ja Ｇ・Ｌ 松下 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 潟辺 宇都宮 松下 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 コンピュータⅡ 国語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 応用数学Ⅰ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 坂倉 潟辺 中泉 宮野純 Ｃ・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 松本昇 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 コンピュータⅡ 総合英語Ⅱ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7
坂倉 宇都宮 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅲ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 袖 瀧本・ケザウ 松本昇 高橋 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅱ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 応用数学Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 袖 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 中谷 小間・千徳・松井・吉本 丸井 松本昇 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ デザインメソッドⅡ 総合英語Ⅱ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 歴史Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 津田・大原・ イアン・ベ ァード・室谷 中泉 松下 宇都宮 丸井 小間・千徳・松井・吉本 上田 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 デザインメソッドⅡ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 線形代数Ⅰ 松下 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 国語Ⅲ デザインメソッドⅢ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 兒玉 井上・坂倉 大崎 小髙・山下 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 総合英語Ⅱ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ デザインメソッドⅢ 工業英語Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 応用数学Ⅱ 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 宇都宮 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 中谷 小髙・山下 土地・オガワ ハン 大崎 伊藤周 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 創造実験Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 14:20～ 伊藤周・諸谷・オガワ 宇都宮 谷口・ザボ 南出 宮野肇 中谷 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 微分積分Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
伊藤周・諸谷・オガワ 中泉 谷口・ザボ 南出 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ 情報修学基礎Ⅱ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 竹俣 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 津田・大原・ イアン・ベアー ド/エドワード 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅱ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 Ra・Ja 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 伊藤周 兒玉 井上・ザボ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 電気電子工学演習 兒玉 井上・ザボ 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ 江川 今澤 諸谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理・化学Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 高橋 Ｃ・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 物理化学Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
室谷 14:20～ Ra・Ja 小間 中泉 宮野純 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
宇都宮 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 15:10 - 16:00

ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
ハズワン エバンス 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 Ｃ・Ｊu・Ｌ 藤島 ハン 田村 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 総合英語Ⅱ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 2
伊藤周 小髙 2 宇都宮 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 江川 藤島 ハン 田村 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 中谷 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 微分積分Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 江川 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 線形代数Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 兒玉 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 Ａ・Ｓｚ ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
室谷 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 日本文化 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 応用数学Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
宮野肇 中泉 中谷 松本昇 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 Ra・Ja 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 微分積分Ⅱ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 Ra・Ja 中泉 大崎 江川 諸谷 松本昇 宮野肇 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 宮野肇 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 国語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊｕ・Ｌ 直江 大崎 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 電気システム設計Ⅱ 工学特論Ⅰ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ｊｕ 宮野肇 直江 高橋 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン Ｍ科卒業研究

Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｍ科 Ha：ハン G科卒業研究
上田 テイラー Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ハズワン エドワード 8:40～ Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

ホセイン ケザウ 10:10 白山麓キャンパス
伊藤周 小髙 2 Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 白山麓勤務 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 扇が丘勤務
札野 山崎
室谷

T5 Ｍ5

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 M2 G5 月J2

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

エンジニアリングコン テクストⅠA
英語資格技術

J3 T4 M4T3 M3

小髙・井上・山崎 大原

Lunch

J4

物理ⅠＡ
 英語資格技術／数理統計B

伊藤周・エバンス 大原／松本昇

コンピュータスキルズⅠA

伊藤周・小髙・Ｔａ・Ｐｏ

M4 J4

伊藤周・オガワ

火 S１ T2 M2 J2 T5 Ｍ5 G5 火

国語表現ⅠA／日本語ⅠA

潟辺　／　室谷

T3 M3 J3 T4

ブリッジイングリッシュ／ 日本語ⅠA

Lunch

基礎数学A

木原・ホセイン

化学ⅠA

ラシィド・ジェイソン

木原・ジェイソン

水 S１ T5 Ｍ5 G5T2 M2 J2 T3 M3 J3 水

ブリッジイングリッシュ／ 歴史文化（英語）ⅠA
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

基礎数学A
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

T4 M4 J4

木原・ホセイン

Lunch

上田・テイラー

木 S１ T2 M2 J2 T3 M3 J3

社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5

古川／大崎／小髙

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

木

解析基礎A 
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン

金 S１ T2 M2 J2

生物ⅠA

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

伊勢・大原

T5 Ｍ5 G5 金M4 J4

リーディング・ライティングⅠA／英語表現ⅠA

解析基礎A 

T3 M3 J3 T4

木原・ハズワン

Lunch

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

保健体育ⅠA

ケザウ

松下・山﨑

土 S１

文学Ⅰ／世界文学Ⅰ

潟辺　／　向井 金沢キャンパス

歴史文化ⅠA／日本語ⅠA
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）
教室２（国語・英語） 教室４（EC）

上田／札野 少人数教室１ 少人数教室３
少人数教室２ 少人数教室４
実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース
ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース
ものづくりスペースA グループ学習室
ものづくりスペースB 体育館

854



平成３０年度　夏学期時間割（6/29～9/30） 平成30年4月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン Ra・Ja 中泉 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇・ザボ 南出 津田 藤澤 土地 千徳 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 高橋 大崎 鍛治 松井 坂倉 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ ネットワークシステム Lunch
ジェイソン 井上 物理化学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 坂倉 4
向井 ソンガー 3 Ra・Ja Ｇ・Ｌ 松下 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅡ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 潟辺 宇都宮 松下 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 コンピュータⅡ 国語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 応用数学Ⅰ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 坂倉 潟辺 中泉 宮野純 Ｃ・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 松本昇 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 コンピュータⅡ 総合英語Ⅱ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7
坂倉 宇都宮 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅲ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 袖 瀧本・ケザウ 松本昇 高橋 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅱ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 応用数学Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ ソフトウェア工学 2
伊藤周 小髙 2 袖 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 中谷 小間・千徳・松井・吉本 丸井 松本昇 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 ソンガー 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ デザインメソッドⅡ 総合英語Ⅱ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 歴史Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 津田・大原・ イアン・ベ ァード・室谷 中泉 松下 宇都宮 丸井 小間・千徳・松井・吉本 上田 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 デザインメソッドⅡ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 線形代数Ⅰ 松下 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 国語Ⅲ デザインメソッドⅢ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 兒玉 井上・坂倉 大崎 小髙・山下 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 総合英語Ⅱ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ デザインメソッドⅢ 工業英語Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 応用数学Ⅱ 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 宇都宮 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 中谷 小髙・山下 土地・オガワ ハン 大崎 伊藤周 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 創造実験Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 14:20～ 伊藤周・諸谷・オガワ 宇都宮 谷口・ザボ 南出 宮野肇 中谷 堀田 金井・千徳 藤澤・坂倉 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 微分積分Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気磁気学Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム データ通信ネットワーク 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
伊藤周・諸谷・オガワ 中泉 谷口・ザボ 南出 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤・坂倉 藤島 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ 情報修学基礎Ⅱ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 竹俣 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 津田・大原・ イアン・ベアー ド/エドワード 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅱ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 Ra・Ja 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 伊藤周 兒玉 井上・ザボ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用物理Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉 電気電子工学演習 兒玉 井上・ザボ 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ 江川 今澤 諸谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 物理化学Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 高橋 Ｃ・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 物理化学Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
室谷 14:20～ Ra・Ja 小間 中泉 宮野純 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
宇都宮 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 15:10 - 16:00

ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ 卒業研究 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
ハズワン エバンス 今澤 坂井・千徳 Ａ・Ｓｚ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 Ｃ・Ｊu・Ｌ 藤島／南出 ハン 田村 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 総合英語Ⅱ 電気基礎 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 応用プログラミング 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ／エンジニアリングマネジメント メカトロニクスⅡ ＯＰネットワーク基礎Ⅱ 2
伊藤周 小髙 2 宇都宮 ホセイン 瀧本・ケザウ 直江 林 江川 藤島／南出 ハン 田村 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 線形代数Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 中谷 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 微分積分Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ ・Ｅｄ・Ｌ・Ａ 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 江川 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 線形代数Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 兒玉 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 Ａ・Ｓｚ ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
室谷 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 日本文化 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅱ 応用数学Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
宮野肇 中泉 中谷 松本昇 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治・ザボ 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 情報数学 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 Ra・Ja 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 袖 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 微分積分Ⅱ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 Ra・Ja 中泉 大崎 江川 諸谷 松本昇 宮野肇 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 宮野肇 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 国語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 イアン・テイラ ー・ベアード・エド

ワード／札野 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊｕ・Ｌ 直江 大崎 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 電気システム設計Ⅱ 工学特論Ⅰ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
室谷 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ｊｕ 宮野肇 直江 高橋 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン Ｍ科卒業研究

Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｍ科 Ha：ハン G科卒業研究
上田 テイラー Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ハズワン エドワード 8:40～ Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

ホセイン ケザウ 10:10 白山麓キャンパス
伊藤周 小髙 2 Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 白山麓勤務 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 扇が丘勤務
札野 山崎
室谷

T5 Ｍ5

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 M2 G5 月J2

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

エンジニアリングコン テクストⅠA
英語資格技術

J3 T4 M4T3 M3

小髙・井上・山崎 大原

Lunch

J4

物理ⅠＡ
 英語資格技術／数理統計B

伊藤周・エバンス 大原／松本昇

コンピュータスキルズⅠA

伊藤周・小髙・Ｔａ・Ｐｏ

M4 J4

伊藤周・オガワ

火 S１ T2 M2 J2 T5 Ｍ5 G5 火

国語表現ⅠA／日本語ⅠA

潟辺　／　室谷

T3 M3 J3 T4

ブリッジイングリッシュ／ 日本語ⅠA

Lunch

基礎数学A

木原・ホセイン

化学ⅠA

ラシィド・ジェイソン

木原・ジェイソン

水 S１ T5 Ｍ5 G5T2 M2 J2 T3 M3 J3 水

ブリッジイングリッシュ／ 歴史文化（英語）ⅠA
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

基礎数学A
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

T4 M4 J4

木原・ホセイン

Lunch

上田・テイラー

木 S１ T2 M2 J2 T3 M3 J3

社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5

古川／大崎／小髙

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

木

解析基礎A 
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン

金 S１ T2 M2 J2

生物ⅠA

エンジニアリングデザインⅠA

松下・Ｏｇ・伊勢・山崎・Ｔａ・Ｐｏ

伊勢・大原

T5 Ｍ5 G5 金M4 J4

リーディング・ライティングⅠA／英語表現ⅠA

解析基礎A 

T3 M3 J3 T4

木原・ハズワン

Lunch

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

保健体育ⅠA

ケザウ

松下・山﨑

土 S１

文学Ⅰ／世界文学Ⅰ

潟辺　／　向井 金沢キャンパス

歴史文化ⅠA／日本語ⅠA
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）
教室２（国語・英語） 教室４（EC）

上田／札野 少人数教室１ 少人数教室３
少人数教室２ 少人数教室４
実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース
ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース
ものづくりスペースA グループ学習室
ものづくりスペースB 体育館

855



平成３０年度　秋学期時間割（10/1～12/10） ＜金沢C＞
平成３０年度　後学期時間割（10/1～12/10）＜白山麓C＞

平成30年9月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ネットワークシステム 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン 兒玉 中泉 瀧本 宮野肇 南出 津田 藤澤 土地 千徳 坂倉 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ネットワークシステム 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇 南出 津田 藤澤 土地 千徳 坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ・Ik 高橋 大崎 鍛治 松井 井上・Ｓ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 情報修学基礎Ⅱ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 井上・Ｓ 4
向井 ソンガー 3 宇都宮 Ｇ・Ｌ 竹俣 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 物理化学Ⅱ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 兒玉 潟辺 宇都宮 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 応用数学Ⅰ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
カレラ 14:20～ 潟辺 宇都宮 中泉 宮野純 Ｃ・Ik・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 松本昇 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 イアン・テイラ ー・ベアード・エド
ワード／札野 コンピュータⅡ 物理化学Ⅲ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7

坂倉 高橋 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

コンピュータⅡ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
坂倉 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 保健体育Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅢ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ 計算機システムⅢ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 瀧本・ケザウ 宇都宮 小髙・山下 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 井上 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 線形代数Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅢ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 工学英語Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ 計算機システムⅢ 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 小髙・山下 小間・千徳・松井・吉本 丸井 土地・オガワ 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 井上 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 総合英語Ⅱ プログラミング基礎 線形代数Ⅰ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 線形代数Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 宇都宮 林 松本昇 丸井 小間・千徳・松井・吉本 中谷 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 プログラミング基礎 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 デザインメソッドⅡ 林 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 デザインメソッドⅢ 国語Ⅲ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ｉk 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 松下 井上・坂倉 小髙・山下 大崎 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ デザインメソッドⅡ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ デザインメソッドⅢ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 応用数学Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 卒業研究 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 松下 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 小髙・山下 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 松本昇 ハン 大崎 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 電気磁気学Ⅰ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 線形代数Ⅱ 歴史Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム 卒業研究 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 カレラ 14:20～ 袖 宇都宮 中泉 宮野純 中谷 上田 堀田 金井・千徳 藤澤 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 電気磁気学Ⅰ 微分積分Ⅰ 物理化学Ⅱ 線形代数Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム 卒業研究 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
袖 中泉 兒玉 中谷 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 谷口 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 谷口 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 計算機システムⅢ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 伊藤周 兒玉 井上 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 計算機システムⅢ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 伊藤周 兒玉 井上 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ・Ik 江川 今澤 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 南出 Ｃ・Ik・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 電気電子工学演習 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
カレラ 14:20～ 宇都宮 小間 中泉 南出 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ データ通信ネットワーク 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
伊藤周・諸谷 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 藤島 坂井・千徳 Ａ・鍛治 15:10 - 16:00

創造実験Ⅱ ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ データ通信ネットワーク 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
伊藤周・諸谷 ハズワン エバンス 今澤 藤島 坂井・千徳 Ａ・鍛治 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 機械加工 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 電子回路基礎 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ 情報数学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 千徳 瀧本・ケザウ 直江 ホセイン 江川 藤島 ハン 袖 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 線形代数Ⅰ 機械加工 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 電子回路基礎 線形代数Ⅱ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ 情報数学 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 千徳 瀧本・ケザウ 直江 ホセイン 中谷 藤島 ハン 袖 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 微分積分Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 江川 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 線形代数Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 中谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 日本文化 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 宮野肇 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 アズマン ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
カレラ 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 物理化学Ⅱ 物理化学Ⅲ 総合英語Ⅲ 応用数学Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
兒玉 高橋 宮野肇 松本昇 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 ＯＰ情報処理Ⅲ 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 谷口 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 ＯＰ情報処理Ⅲ 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ・Ik 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 谷口 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 微分積分Ⅱ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 兒玉 中泉 大崎 江川 諸谷 松本昇 宮野肇 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 宮野肇 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 国語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 直江 大崎 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 電気システム設計Ⅱ 工学特論Ⅰ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
カレラ 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ik・Ｊｕ 宮野肇 直江 高橋 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 Ik：イコマ Ｍ科卒業研究

理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン G科卒業研究
上田 テイラー Ｍ科 Ha：ハン 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ
ハズワン エドワード 8:40～ Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ホセイン ケザウ 10:10 Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

伊藤周 小髙 2 白山麓キャンパス Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本恵 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 白山麓勤務
札野 山崎 扇が丘勤務
魚住 カレラ ものづくりスペースB 体育館

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 M2 J2 月

基礎数学B
英語資格技術

J3 T4 M4 J4 T5 Ｍ5

Lunch

エンジニアリングコン テクストⅠB
 英語資格技術／数理統計B

G5T3 M3

木原・ホセイン・カレラ

山崎・伊藤周・オガワ・タン 大原／松本昇

上田・オガワ

Ｍ5 G5

大原

火 S１ T2 M2 J2 T5M4 J4 火

国語表現ⅠB／日本語ⅠB

潟辺　／　室谷

T3 M3 J3 T4

コンピュータスキルズⅠB

ソンガー・ハズワン・メイサ

Lunch

物理ⅠB

伊藤周・エバンス

基礎数学B

J3 T4 M4

木原・ホセイン・カレラ

木原・伊藤周

水 S１ T2 M2 J4 T5 Ｍ5 G5 水

歴史文化ⅠB／歴史文化（英語）ⅠB
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

J2 T3 M3

上田／エドワード 社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

化学ⅠB
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

ラシィド・ジェイソン・ベアード

Lunch

松下・テイラー

木 S１ T2 M2 J2 T3 M3 J3 T4 M4 J4 T5 Ｍ5 G5 木

解析基礎B
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン・カレラ 社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

生物ⅠB
古川／大崎／小髙

T3 M3

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠB

Ｏｇ・松下・伊勢・山崎・Ｔa・Po

エンジニアリングデザインⅠB

Ｏｇ・松下・伊勢・山崎・Ｔa・Po

T5 Ｍ5

伊勢・大原

金 S１ T2 M2 J2 G5 金

リーディング・ライティングⅠB／英語表現ⅠB

解析基礎B

木原・ハズワン・カレラ

Lunch

J3 T4 M4 J4

化学ⅠB

ラシィド・ジェイソン・ベアード

保健体育ⅠB

ケザウ

山﨑・ジェイソン

土 S１

パフォーミングアーツⅠ

向井・魚住 金沢キャンパス

パフォーミングアーツⅠ
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）

ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース

向井・魚住 教室２（国語・英語） 教室４（EC）
少人数教室１ 少人数教室３
少人数教室２ 少人数教室４

ものづくりスペースA グループ学習室

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

物理ⅠB

伊藤周・エバンス

実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース

856



平成３０年度　冬学期時間割（12/11～3/31） ＜金沢C＞
平成３０年度　後学期時間割(12/11～3/31）＜白山麓C＞

平成30年9月1日 

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 工業力学 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ネットワークシステム 1
ハズワン エドワード 8:40～ Ｇ・Ｌ 金井・ハン 兒玉 中泉 瀧本 宮野肇 南出 津田 藤澤 土地 千徳 坂倉 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気回路Ⅰ 工業力学 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 国語Ⅲ 保健体育Ⅲ 情報ビジネス英語Ⅰ 設計製図 総合英語Ⅳ データベース 材料工学 工業力学Ⅱ ネットワークシステム 2
伊藤周 小髙 2 諸谷 金井・ハン Ｇ・Ｌ 大崎 瀧本 宮野肇 南出 津田 藤澤 土地 千徳 坂倉 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 電気回路Ⅰ 工業力学 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 物理化学Ⅲ 国語Ⅲ 制御工学 機械工学特論Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 諸谷 金井・ハン 潟辺 Ｃ・Ｊｕ・Ik 高橋 大崎 鍛治 松井 井上・Ｓ 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 制御工学 機械工学特論Ⅱ 情報・ビジネス英語Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 情報修学基礎Ⅱ コンピュータⅢ 微分積分Ⅱ 物理化学Ⅲ 電気法規と施設管理 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 鍛治 松井 井上・Ｓ 4
向井 ソンガー 3 宇都宮 Ｇ・Ｌ 竹俣 藤島 江川 高橋 堀田 天日 谷口／津田 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 物理化学Ⅱ 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ コンピュータⅢ 総合英語Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 創造実験Ⅳ 熱工学Ⅰ マーケティングⅠ／英語総合技能A 5
津田 メイサ 14:10 兒玉 潟辺 宇都宮 藤島 宮野肇 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 直江・Ａ・Ｂｏ 天日 谷口／津田 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ 創造実験Ⅳ 応用数学Ⅰ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 6
カレラ 14:20～ 潟辺 宇都宮 中泉 宮野純 Ｃ・Ik・Ｊｕ 江川 直江・Ａ・Ｂｏ 松本昇 Ｓ・松下 堀田 14:10 - 15:00

15:50 イアン・テイラ ー・ベアード・エド
ワード／札野 コンピュータⅡ 物理化学Ⅲ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 情報・ビジネス英語Ⅱ 電気機器 卒業研究 卒業研究 7

坂倉 高橋 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 Ｓ・松下 堀田 15:10 - 16:00

コンピュータⅡ 創造実験Ⅳ メカトロニクスⅠ 応用物理Ⅱ 卒業研究 卒業研究 8
坂倉 直江・Ａ・Ｂｏ 松井 兒玉 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 保健体育Ⅱ 総合英語Ⅱ デザインメソッドⅢ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 国語Ⅳ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ 計算機システムⅢ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 瀧本・ケザウ 宇都宮 小髙・山下 小間・千徳・松井・吉本 丸井 大崎 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 井上 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 線形代数Ⅰ 保健体育Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ デザインメソッドⅢ 創造設計Ⅲ 保健体育Ⅲ 工学英語Ⅰ 流体力学 メディア情報 メカトロニクス 機械工学特論Ⅰ 計算機システムⅢ 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 瀧本・ケザウ Ｇ・Ｌ 小髙・山下 小間・千徳・松井・吉本 丸井 土地・オガワ 天日 鍛治・田村 諸谷 伊藤恒 井上 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 総合英語Ⅱ プログラミング基礎 線形代数Ⅰ 保健体育Ⅲ 創造設計Ⅲ 線形代数Ⅱ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 応用数学Ⅱ 情報・統計理論 3
ラシィド オガワ 11:50 宇都宮 林 松本昇 丸井 小間・千徳・松井・吉本 中谷 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 直江 伊勢 今澤 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 プログラミング基礎 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ ／上級 英語Ⅰ 回路シミュレーション 情報・統計理論 Lunch
ジェイソン 井上 デザインメソッドⅡ 林 ネットワーク基礎Ⅰ 丸井 デザインメソッドⅢ 国語Ⅲ 瀧本 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・ＡＩik 直江 熱工学Ⅱ 今澤 4
向井 ソンガー 3 松下 井上・坂倉 小髙・山下 大崎 天日 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ デザインメソッドⅡ 物理化学Ⅱ ネットワーク基礎Ⅰ 総合英語Ⅲ デザインメソッドⅢ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 応用数学Ⅰ 工業英語Ⅰ 国語Ⅳ 卒業研究 熱工学Ⅱ メディア情報Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 松下 兒玉 井上・坂倉 宮野肇 小髙・山下 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 松本昇 ハン 大崎 天日 鍛治 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 電気磁気学Ⅰ 総合英語Ⅱ 微分積分Ⅰ 歴史Ⅱ 線形代数Ⅱ 歴史Ⅱ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム 卒業研究 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 6
室谷 カレラ 14:20～ 袖 宇都宮 中泉 宮野純 中谷 上田 堀田 金井・千徳 藤澤 小間 Ｃ・Ｇ 14:10 - 15:00

15:50 電気磁気学Ⅰ 微分積分Ⅰ 物理化学Ⅱ 線形代数Ⅱ 歴史Ⅱ 総合英語Ⅲ パワーエレクトロニクス 機械工学実験Ⅰ ビジネスシステム 卒業研究 機械製図Ⅲ 国際コミュニケーションⅡ 7
袖 中泉 兒玉 中谷 上田 宮野肇 堀田 金井・千徳 藤澤 小間 Ｃ・Ｇ 15:10 - 16:00

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ 8
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅱ コンピュータリテラシーⅡ 微分積分Ⅱ 材料力学Ⅰ 総合英語Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 1
ハズワン エドワード 8:40～ 兒玉 宇都宮 谷口 中泉 金井 宮野肇 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 古川／大崎 ／Ｃ・Ｊu・Ｇ ／松本昇 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 電気磁気学Ⅰ 線形代数Ⅰ コンピュータリテラシーⅡ 電気システム設計Ⅰ 材料力学Ⅰ 物理化学Ⅲ 発変電工学 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 2
伊藤周 小髙 2 袖 松本昇 谷口 藤島・ボラジ 金井 高橋 堀田 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 微分積分Ⅰ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 日本文化 電気システム設計Ⅰ 物理化学Ⅲ 微分積分Ⅱ 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 計算機システムⅢ 3
ラシィド オガワ 11:50 中泉 Ｇ・Ｌ 宮野肇 藤島・ボラジ 高橋 江川 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 伊藤周 兒玉 井上 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 電子回路Ⅰ 創造設計Ⅳ 創造設計Ⅳ 応用数学Ⅱ 応用物理Ⅱ 計算機システムⅢ Lunch
ジェイソン 井上 計測工学 日本文化 総合英語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 微分積分Ⅱ ビジネス概論 南出 伊藤恒・林・伊勢・吉本 藤澤・坂倉・小髙 伊藤周 兒玉 井上 4
向井 ソンガー 3 堀田 宮野肇 宇都宮 Ｃ・Ｊｕ・Ik 江川 今澤 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 計測工学 微分積分Ⅰ 線形代数Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語総合技能Ｂ 電気電子工学演習 応用数学Ⅱ 情報数学Ⅱ 5
津田 メイサ 14:10 堀田 中泉 松本昇 南出 Ｃ・Ik・Ｊｕ 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 伊勢 袖 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 総合英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 微分積分Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 総合英語Ⅲ 情報処理Ⅲ デジタル回路 材料力学Ⅱ システム開発演習Ⅰ／英語綜合技能Ｂ 電気電子工学演習 機械工学実験Ⅱ 情報数学Ⅱ 6
カレラ 14:20～ 宇都宮 小間 中泉 南出 宮野肇 谷口 アズマン 金井 井上・ソンガー／ガーナー 諸谷 坂井・千徳 袖 14:10 - 15:00

15:50 創造実験Ⅱ 機械製図Ⅱ 国語Ⅲ ＯＰ電気回路Ⅱ ＯＰ材料力学Ⅰ ソフトウェア工学Ⅰ データ通信ネットワーク 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 7
伊藤周・諸谷 小間 大崎 ハズワン ハン 今澤 藤島 坂井・千徳 Ａ・鍛治 15:10 - 16:00

創造実験Ⅱ ＯＰ電気磁気学Ⅱ ＯＰ機械製図演習 ソフトウェア工学Ⅰ データ通信ネットワーク 機械工学実験Ⅱ システム制御Ⅱ 8
伊藤周・諸谷 ハズワン エバンス 今澤 藤島 坂井・千徳 Ａ・鍛治 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 電気回路Ⅰ 機械加工 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 電子回路基礎 微分積分Ⅱ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ 情報数学 1
ハズワン エドワード 8:40～ 諸谷 千徳 瀧本・ケザウ 直江 ホセイン 江川 藤島 ハン 袖 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 線形代数Ⅰ 機械加工 保健体育Ⅱ 電気回路Ⅱ 電子回路基礎 線形代数Ⅱ コンピュータⅣ メカトロニクスⅡ 情報数学 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 千徳 瀧本・ケザウ 直江 ホセイン 中谷 藤島 ハン 袖 9:40 -10:30

エバンス 松下 10:20～ 保健体育Ⅱ 微分積分Ⅰ 情報処理Ⅱ 総合英語Ⅲ 微分積分Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ 3
ラシィド オガワ 11:50 瀧本・ケザウ 中泉 坂倉 宮野肇 江川 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 保健体育Ⅱ 情報処理Ⅱ プログラミング演習Ⅱ 社会科学 Ⅰ ／ 上級 英語Ⅰ 情報伝送工学 機械工学演習Ⅲ システム開発演習Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 瀧本・ケザウ 物理化学Ⅱ 坂倉 微分積分Ⅱ 線形代数Ⅱ 鍛治 宮野純 /Ｃ・Ｊu・Ｔ・Ｅｄ ・Ｌ・Ａ・Ik 袖 伊藤恒 藤澤・ソンガー 4
向井 ソンガー 3 兒玉 中泉 中谷 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 日本文化 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅱ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 ソフトウェア工学 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 5
津田 メイサ 14:10 宮野肇 Ｇ・Ｌ 谷口・竹俣・高畠 中谷 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 アズマン ホセイン・ハン イアン 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 線形代数Ⅰ 創造設計Ⅱ 国語Ⅲ 機械材料 創造設計Ⅲ 総合英語Ⅳ 機械設計Ⅰ アルゴリズムとデータ構造 卒業研究 計測制御Ⅱ／機械材料Ⅱ 英語作文技法 6
カレラ 14:20～ Ｇ・Ｌ 松本昇 谷口・竹俣・高畠 大崎 千徳 小髙・田村・藤澤 宇都宮 林 井上 ホセイン・ハン イアン 14:10 - 15:00

15:50 物理化学Ⅱ 物理化学Ⅲ 総合英語Ⅲ 応用数学Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 7
兒玉 高橋 宮野肇 松本昇 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治 15:10 - 16:00

応用物理Ⅰ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 企業会計Ⅰ 卒業研究 機械工学演習Ⅱ 情報システムⅢ 8
兒玉 坂井・金井 谷口・今澤 エバンス 鍛治 16:10 - 17:00

LS
19:30～
21:30

潟辺 イアン
上田 テイラー
木原 ベアード 1 微分積分Ⅰ 創造設計Ⅱ 線形代数Ⅰ 総合英語Ⅲ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 ＯＰ情報処理Ⅲ 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 1
ハズワン エドワード 8:40～ 中泉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 松本昇 宮野肇 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 谷口 直江 エバンス・林 ガーナー 8:40 - 9:30
ホセイン ケザウ 10:10 大原・ 津田／ テイラー 物理化学Ⅱ 創造設計Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 機械製図演習 ネットワーク基礎Ⅱ 電子工学 制御工学 ＯＰ情報処理Ⅲ 送配電工学 機械設計演習Ⅱ 英語討議技法 2
伊藤周 小髙 2 兒玉 坂井・千徳・ホセイン・吉本 潟辺 Ｃ・Ｊｕ・Ik 小間・ハン 田村・坂倉 土地 伊藤恒 谷口 直江 エバンス・林 ガーナー 9:40 -10:30
エバンス 松下 10:20～ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造設計Ⅱ 物理化学Ⅱ 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 微分積分Ⅱ システム工学 応用数学Ⅰ 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ 機械設計演習Ⅱ カレントイングリッシュ 3
ラシィド オガワ 11:50 Ｇ・Ｌ 坂井・千徳・ホセイン・吉本 兒玉 中泉 大崎 江川 諸谷 松本昇 宮野肇 南出 エバンス・林 宇都宮 10:40 - 11:30

松本恵 伊勢 システム工学 総合英語Ⅳ 電子回路Ⅱ Lunch
ジェイソン 井上 情報工学Ⅱ 国語Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅡ 創造実験Ⅲ 微分積分Ⅱ 歴史Ⅱ 諸谷 機械工学演習Ⅰ 宮野肇 南出 卒業研究 卒業研究 4
向井 ソンガー 3 藤島 潟辺 Ｇ・Ｌ Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 江川 上田 伊勢 12:10 - 13:00

大原 タン 12:40～ 情報工学Ⅱ 物理化学Ⅱ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 歴史Ⅱ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 電気システム設計Ⅱ 国語Ⅳ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 5
津田 メイサ 14:10 藤島 兒玉 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo 上田 Ｃ・Ｊu・Ｌ・Ik 直江 大崎 坂倉 高畠 13:10 - 14:00

札野 山崎 4 国語Ⅱ 線形代数Ⅰ プログラミング演習Ⅰ 創造実験Ⅲ 英語ｽｷﾙｽﾞⅢ 総合英語Ⅲ 電気システム設計Ⅱ 工学特論Ⅰ ネットワークシステムⅠ メディア情報 卒業研究 卒業研究 6
カレラ 14:20～ 潟辺 松本昇 井上・鍛治 Ｏg・土地・Ａ・Ｂo Ｃ・Ik・Ｊｕ 宮野肇 直江 高橋 坂倉 高畠 14:10 - 15:00

15:50 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 ＨＲ・特活 7
宇都宮 兒玉 松本昇 南出 大崎 小髙 藤島 金井 袖 諸谷 伊勢 井上 15:10 - 16:00

8
16:10 - 17:00

LS 英語科 Ｉ：イアン Ba:ベアード Ju：ジュマ C:チュー T科卒業研究
19:30～ G：ガーナー T：テイラー L:リン Ed:エドワード 　　土地・直江・南出・藤島・諸谷
21:30 Ik：イコマ Ｍ科卒業研究

理科 Ｒａ：ラシィド Ja：ジェイソン 　　伊藤恒・林・金井・坂井
潟辺 イアン Ｔ科 Ｂo：ボラジ A：アズマン G科卒業研究
上田 テイラー Ｍ科 Ha：ハン 　　藤澤・今澤・竹俣・谷口・田村・袖
木原 ベアード 1 Ｇ・J科 Ｓ：ソンガー Sz：ザボ
ハズワン エドワード 8:40～ Ｓ科 Og:オガワ H:ハズワン Ho：ホセイン E：エバンス
ホセイン ケザウ 10:10 Ｔａ：タン Ｐｏ：プールシャップ

伊藤周 小髙 2 白山麓キャンパス Ｔ科実験室 ４１夢考房 コンピュータ演習室

エバンス 松下 10:20～ Ｍ科実験室 ７号館４階 マルチメディア演習室

ラシィド オガワ 11:50 Ｇ科実験室 ７号館 １Ｆ多目的実験室Ⅰ

松本恵 伊勢 202講義室 ＡＬＲ1(307) ２Ｆ多目的実験室Ⅱ

ジェイソン 井上 203講義室 ＡＬＲ2(308) ２F多目的実験室Ⅲ

向井 ソンガー 204講義室 ＡＬＲ3(309) Ｅラウンジ
大原 タン 合同講義室 ＡＬＲ4(310) 体育館・グランド

津田 メイサ 白山麓勤務
札野 山崎 扇が丘勤務

カレラ
ものづくりスペースA グループ学習室
ものづくりスペースB 体育館

実験室 情報演習室
工作機械室 プロジェクトブース
ものづくりレクチャールーム 軽作業スペース

小髙 教室２（国語・英語） 教室４（EC）
少人数教室１ 少人数教室３
少人数教室２ 少人数教室４

ビジュアルアーツⅠ

小髙 金沢キャンパス

ビジュアルアーツⅠ
教室１（歴史・英語） 教室３（数学）

化学ⅠB

ラシィド・ジェイソン・ベアード

保健体育ⅠB

ケザウ

山﨑・ジェイソン

土 S１

G5 金

リーディング・ライティングⅠB／英語表現ⅠB

解析基礎B

木原・ハズワン・カレラ

Lunch

J3 T4 M4 J4 T5 Ｍ5

伊勢・大原

金 S１ T2 M2 J2 T3 M3

松本恵・ジェイソン

Lunch

エンジニアリングデザインⅠB

Ｏｇ・松下・伊勢・山崎・Ｔa・Po

エンジニアリングデザインⅠB

Ｏｇ・松下・伊勢・山崎・Ｔa・Po

解析基礎B
社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB／デザイン概論

古川／大崎／小髙
木原・ハズワン・カレラ 社会科学ⅢB/ 文化・芸術・思想ⅢB/ デザイン概論

生物ⅠB
古川／大崎／小髙

M4 J4 T5 Ｍ5 G5 木M2 J2 T3 M3 J3 T4

松下・テイラー

木 S１ T2

上田／エドワード 社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ

化学ⅠB
古川／大崎／Ｃ・Ｊu・Ｇ

ラシィド・ジェイソン・ベアード

Lunch

J4 T5 Ｍ5 G5 水

歴史文化ⅠB／歴史文化（英語）ⅠB
社会科学ⅢA／文化・芸術・思想ⅢA／上級英語Ⅱ／数理統計A

J2 T3 M3 J3 T4 M4

木原・ホセイン・カレラ

木原・伊藤周

水 S１ T2 M2

コンピュータスキルズⅠB

ソンガー・ハズワン・メイサ

Lunch

物理ⅠB

伊藤周・エバンス

基礎数学B

火

国語表現ⅠB／日本語ⅠB

潟辺　／　室谷

T3 M3 J3 T4 M4 J4

大原／松本昇

リスニング・スピーキングⅠA／ 日本語ⅠA

上田・オガワ

T5 Ｍ5 G5火 S１ T2 M2 J2

木原・ホセイン・カレラ

山崎・伊藤周・オガワ・タン

大原

Lunch

エンジニアリングコン テクストⅠB
 英語資格技術／数理統計B

G5Ｍ5 月

物理ⅠB

伊藤周・エバンス

基礎数学B
英語資格技術

J3 T4 M4 J4 T5

標準勤務地 白山麓キャンパス 金沢キャンパス

月 S１ T2 M2 J2 T3 M3
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平成３０年度　国際高専授業時間

金沢キャンパス 白山麓キャンパス

区分 時間 区分 時間

１限 ８：４０－９：３０

休み時間 ９：３０－９：４０

２限 ９：４０－１０：３０

休み時間 １０：３０－１０：４０

３限 １０：４０－１１：３０

昼休み １１：３０－１２：１０

４限 １２：１０－１３：００

休み時間 １３：００－１３：１０

５限 １３：１０－１４：００

休み時間 １４：００－１４：１０

６限 １４：１０－１５：００

休み時間 １５：００－１５：１０

７限 １５：１０－１６：００

休み時間 １６：００－１６：１０

８限 １６：１０－１７：００

令和元年年度　国際高専授業時間

金沢キャンパス 白山麓キャンパス

区分 時間 区分 時間

１限 ８：４０－１０：２０ １限 ８：４０－１０：２０

休み時間 １０：２０－１０：３５ 休み時間 １０：２０－１０：３０

２限 １０：３５－１２：１５ ２限 １０：３０－１２：１０

昼休み １２：１５－１３：１５ 昼休み １２：１０－１３：００

３限 １３：１５－１４：５５ ３限 １３：００－１４：４０

休み時間 １４：５５－１５：１０ 休み時間 １４：４０－１４：５０

４限 １５：１０－１６：５０ ４限 １４：５０－１６：３０

１限 ８：４０－１０：１０

休み時間 １０：１０－１０：２０

休み時間 １４：１０－１４：２０

４限 １４：２０－１５：５０

２限 １０：２０－１１：５０

昼休み １１：５０－１２：４０

３限 １２：４０－１４：１０

資料5-2-2-(4)-01

資料タイトル「国際高専授業時間」

出典「平成３０・令和元年年度時間割より抜粋」858



成績について 

単位 

授業課程表には、各授業科目の授業時間数に対応する量を「単位」として表示してあります。原則とし

て、50分の授業を 30回行うと１単位として計算します。このような方法で計算される単位を「履修単位」

とよびます。なお、一部の科目については、50 分の学習 45 回分で１単位と計算します。ただし、45 回

のうち 30回分の学習は予習・復習・課題など授業時間外で行い、授業は 15回行うことを標準とします。

このような方法で計算された単位を「学修単位」とよび、一般に大学で用いられています。本年度「学

修単位」によって単位計算を行う科目は以下のとおりです。 

一般科目…………………………英語資格技術、数理統計 

電気電子工学科科目……………応用物理Ⅰ、応用物理Ⅱ、ソフトウェア工学 

グローバル情報工学科科目……メディア情報Ⅱ、カレントイングリッシュ 

なお、平成 28年度にオタゴポリテクニクに留学した学生を対象とする以下の科目も「学修単位」に基づ

いて単位計算をします。 

電気電子工学科科目……………電気回路Ⅱ、電気磁気学Ⅱ 

機械工学科科目…………………材料力学Ⅰ、機械製図演習 

グローバル情報学科科目……情報処理Ⅲ、ネットワーク基礎Ⅱ 

資料5-2-2-(5)-01
資料タイトル「単位についての資料」

出典「学生便覧2018　H29年度以前入学生用　P118」859



平成３０年度 学習支援計画書 

科目名 クラス

カレントイングリッシュ グローバル情報工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 
学修 ２ 

通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

ニュース英語関連語彙、英文

記事、自律学習

英字新聞、インターネットで取り上げられている英文記事を題材に二ュース

英語の読み方を学ぶ。語彙をテーマ別に学び、語彙を増やすことも目標とす

る。また、ＢＢＣドキュメンタリー番組のＤＶＤを使用し、リスニングを鍛

えるとともに、授業以外でも英文記事を自身で選び、読み進めることが求め

られる。重要と思われる単語の意味を調べ、大まかな内容把握を目指す。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①BBC World Profile on DVD  森田彰

他, 南雲堂

①英字新聞

②英和辞典/辞書

科目：英語科目全般 

資格：TOEIC、英検 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題・宿題 授業態度 評価 
学年評価に対

する割合 

春学期 40 20 30 10 100  25 

夏学期 40 20 30 10 100  25 

秋学期 40 20 30 10 100  25 

冬学期 40 20 30 10 100  25 

学 年 評 価（評価は春、夏、秋、冬学期で行い、通知表は春、夏、秋、学年評価で示す。） 100 

備 考 

各学期の評価で、５０点に満たない者に対しては補習を行う。 

年度末の「学年評価」は各学期の「評価」に「学期の割合」を掛けたものの和とする。 

定期試験および小テストの内容は、日ごろの学習成果を測定することを主とする。 

宿題・課題は、英文記事課題、リスニング課題等への取り組みに対し評価する。 

授業態度は、授業への取り組み、発表時などの積極的な態度を評価する。 

受講上のアドバイス 

①本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行う

ものとする。

②１時間の授業に対して２時間分相当の課題が毎回出される。この課題提出が不十分な場合、単位が認められ

ないことがあるので十分注意すること。

③本講義では授業以外で自発的に課題に取り組まなければならない。英字新聞、インターネット上の英文記事

を定期的に読むよう心掛けること。また辞書を積極的に活用すること。

科目の達成目標 

① 語彙数を増やし、ニュース英語を以前よりも理解できる。 

② 読み取りたい情報を、英文記事の中からすばやく読み取ることができる。 

③ 英文記事を読むことに慣れ、要約をまとめることができる。 

④ 英字新聞・インターネット上の英文記事を読む課題に積極的に取り組むことができる。 

⑤ 英文記事を授業内外で読むことで、時事問題に対し以前よりも関心を持つことができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階104号室（教員室） 

オフィスアワー 水曜日 16:10-17:00 

資料タイトル「学修単位科目  学習支援計画書　サンプル」
資料5-2-2-(5)-02

出典「G5　カレントイングリッシュ学習支援計画書」
860
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資料5-2-2-(6)-01
資料タイトル「学生への周知を示す資料」

出典「平成30年4月教務主事作成「修学ガイダンスPP」」
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Takeshi Fujisawa


Takeshi Fujisawa




資料5-2-2-(6)-02
資料タイトル「学修単位科目　学習支援計画書　サンプル」

出典「T4応用物理Ⅰ学習支援計画書」862



国際高等専門学校学習指導に関する実施規程

3 

試験の成績を０点とする。 

２ 不正行為により試験の成績を０点とした者には、追試験、再試験等の試験は実施しない。 

（成績の判定方法） 

第11条 各授業科目の成績は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況等を勘案して、学習支援計画

書の評価方法に則り、総合的に判定する。 

２ 試験以外の方法によって成績を評価し得る授業科目については、前項の規定にかかわらず、試験

を行わない場合がある。 

（（成績評価） 

第12条 各授業科目の成績は、前条の判定結果に基づき点数化し、100点を満点とする評点により評価

する。 

２ 授業科目の成績は、当該年度に開講した授業時間数の５分の４以上出席している者について評価

するものとする。出席が５分の４に満たない者は出席不良とし、評点を０点とする。 

３ 追試験により再評価する授業科目の評点は、元の定期試験の評価に準ずるものとする。 

４ 再試験による再評価で合格とする授業科目の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降

入学生にあっては60点、平成26年度以前入学生にあっては50点とする。 

５ 単位追認試験等により、前年度以前に履修し未修得であった単位を取得した場合の当該授業科目

の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降入学生にあっては60点、平成26年度以前入学

生にあっては50点とする。 

（成績の評定） 

第13条 各授業科目の成績の評定は、別表第１の１又は別表第１の２の学業成績の評価によるものと

する。 

 （単位修得の認定） 

第14条  第12条の規定による成績の評点が、平成27年度以降入学生にあっては60点以上、平成26年度

以前入学生にあっては50点以上の場合、当該授業科目の単位を修得したものと認定する。 

２ 前項の基準に満たなかった授業科目においては未修得科目とし、当該授業科目の単位を翌年度以

降に修得した場合には、原学年において履修したものとして取り扱う。 

３ 出席不良のため未修得となった授業科目の単位の修得には、不足授業数の補講を受講しなければ

ならない。 

 （成績への異議申し立て） 

第15条 定期試験終了後、学生は科目担当教員に成績を問い合わせ、通知された成績の内容に疑義が

ある場合、科目担当教員に異議を申し立てることができる。 

２ 前項の異議申し立ての期間は、年度ごとに学務会議の議を経て、決定する。 

（進級又は卒業の要件） 

第16条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認め、当該学年の修了を認

定することができる。 

資料5-3-1-(1)-01
資料タイトル「成績評価や単位認定に関する基準を記載した規程」

出典「国際高等専門学校学習指導に関する実施規程　第11条～14条」864

Owner
長方形
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別表第１の１ 学業成績の評価（平成27年度以降入学生適用、第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＧＰＡ（Grade Point Average）とは、個々の科目の成績評価に基づき、全履修科目における１単位

当たりの成績評価の平均値を表すものである。ＧＰＡによる成績評価は、今後の修学指導における基

礎資料とするばかりでなく、就職指導や大学への進学指導（大学への編入学推薦出願資格）における

基礎資料とする。なお、ＧＰＡは、計算結果の小数点以下３桁目を四捨五入し、小数点以下２桁まで

とする。 

 

別表第１の２ 学業成績の評価（平成26年度以前入学生適用、第13条関係） 

 

 

 

 

 

別表第２の１ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成30年度以降入学生適用、第17条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 

国際理工学科 エンジニアリングデザインⅠＡ及びⅠＢ エンジニアリングデザインⅡＡ及びⅡＢ 

 

別表第２の２ 当該学年修了に必須となる授業科目（平成27年度から平成29年度入学生適用、第17

条関係） 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

電気電子工学科 創造実験Ⅰ 創造実験Ⅱ 創造実験Ⅲ 創造実験Ⅳ 

機械工学科 創造設計Ⅰ 創造設計Ⅱ 創造設計Ⅲ 創造設計Ⅳ 

グローバル情報学科 － － － 創造設計Ⅳ 

評点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～０ ０ 

評定 
Ｓ 

（秀） 

Ａ 

（優） 

Ｂ 

（良） 

Ｃ 

（可） 

Ｄ 

（成績不可）

Ｆ 

（出席不良）

評価 

ポイント 
４ ３ ２ １ ０ ０ 

ＧＰＡ＝ 
（評価ポイント×単位数）の総和 

履修科目の総単位数 

評点 100～80 79～60 59～50 49～０ ０ 

評定 
５ 

（優） 

４ 

（良） 

３ 

（可） 

２ 

（不可） 

Ｆ 

（出席不良） 
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平成 31年 2月 12日 

教員各位 

平成 30年度授業に関するエビデンスの年度末処理 

＜金沢キャンパス＞ 

教務主事 

平成 30年度の授業に関するエビデンスの年度末処理を下記要領でお願いします。 

「平成 30 年度・授業に関するエビデンス保存要領」（４月教員会議配付）も併せてご参照くださ

い。 

記 

１．年度末処理内容 

①試験、課題、小テスト等のエビデンスをスキャナで読み込む。

※読み込みが困難なエビデンスは、ファイリングするか箱詰めして整理。所定のラべ

ル（メールに添付・教務室にも用意）に年度、科目名、学年クラス、成績責任者等の

情報を示して貼り付ける。

※サーバーに手動登録できるファイルのサイズは最大 2 GBであるが、ファイルサイ

ズが大きい動画は DVD.Rなどの保存を推奨

②年度当初シラバス、改訂シラバス（変更がある場合）、成績一覧表、学習保証時間(学事シス

テム:科目担当者別出席情報一覧印刷(年間用)で印刷)を準備し、３点そろえてスキャナで読

み込む。

③全エビデンスの整理・保存終了後、チェックシートを記入し、記入したチェックシートを

教務係へ提出。チェックシートは本日送信のメールに PDFデータが添付（印刷後、提出前

に必ず２穴パンチを実施のこと）、または教務室引き出しにも設置（２穴パンチ済み）して

あります

※チェックシートはスキャナで読み込まないでください。

なお、非常勤の先生は①の作業を行い、②の「改訂シラバス」（必要がある場合のみ）、「成

績一覧表」（シラバスの評価基準に沿った、各学期及び年度末成績の点数内訳のわかるもの）

を教務主事までご提出ください。 

２．提出期限と提出先 

チェックシートおよびサーバーに登録できなかったエビデンスの提出をお願いします。

エビデンスは３階エビデンスルームに直接運んで頂きますので、担当者に連絡してください。

（但し、常勤の先生方はエビデンスルーム整理後の 3月 19日以降にご連絡ください） 

期限： 平成 31年 3月 29日(金) 

ただし、退職される先生、非常勤の先生は 3月 15日(金)までにお願いします。 

提出先（担当者)：:教務係（井上・藤島） 

チェックシートの提出は３月から教務主事室入り口に提出 BOXを用意します。 

以上 

資料5-3-1-(2)-01

資料タイトル「成績評価に係わるエビデンスの処理に関する指示」

出典「2019.2.12送信メール添付資料」866



サ
ー

バ
ー

別
置

履修単位科目
（座学）

学修単位科目
（座学）

実験・演習系科目
（試験なし）

学習支援計画書を添付したか

実際に行った内容に修正したか

成績一覧表を添付したか

成績の算出根拠となる計算式が明示されてい
るか

③
学習保証
時間

学事システムから授業時間リストを出力し、添
付したか

出題した課題の内容が分かる資料を添付した
か

各課題ごとに評価した点数一覧表を添付した
か　（成績一覧表に記載しても可）

学生の提出物の現物またはコピーを添付した
か

試験問題を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

模範解答(配点明記)を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

学生の答案コピーを添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

小テスト問題を添付したか

各小テストの模範解答（配点明記）を添付した
か

小テストごとに評価した点数一覧表を添付した
か　（成績一覧表に記載しても可）

試験問題を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

模範解答（配点明記）を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

学生の答案コピーを添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

（春、夏、秋）学期分の補習授業（講義）スケ
ジュール

課題・レポート・作品・再試験・小テスト・
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項
　箱　・　封筒　・　ファイル　・　CD・DVD
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

別置資料
（該当に○）

＊　太枠内（①～③）は年度末に確認・一括でエビデンス保存した上で、該当項目をチェック(✔)。
④～⑦は各学期ごとに確認・エビデンス保存した上で、該当項目をチェック(✔)。
非該当の項目のチェック欄にはスラッシュ（／）を記入。

・学習支援計画書　（学習目標の達成度の確認のために実
際に行ったことを記載すること）

・成績の算出方法が分かる計算式を一覧表に明示する　（計
算式を一覧表に書き込む、または資料を添付すること）

・学事システムから授業時間リスト（科目担当者別出席情報
一覧表）を出力

⑤
試験
追試験

④
課題
レポート
作品

・課題　（採点基準
を示すことが望まし
い）
・各課題ごとに評価
した点数一覧表

・課題　（採点基準を示すことが望まし
い）
・各課題ごとに評価した点数一覧表
・学生の提出物現物またはコピー　（作
品の保存が難しい場合は完成写真な
ど）

① シラバス

②
成績一覧
表

・試験問題
・模範解答　（配点を明記すること）
・学生の答案コピー　（履修者全員分）

・追試験を実施した場合、上記３点

平成30年度・授業科目の達成度評価と学習保証時間のエビデンスチェックシート（金沢C分類１）

科目の分類　　　該当する分類に○をつけてください

チェック項目

【学年】　　２年　　３年　　４年　　５年　 　【学科】　　T　 　M　 　J  G　　学科混合　

【科目名】　 　【成績責任者】　

※ 試験を実施した
場合は履修単位科
目（座学）と同様に
エビデンスを残すこ

と

提出
チェック

⑧
補習
（翌学期）

・エビデンスの取り込み内容は④～⑦と同じ
・該当項目に○を記入

・小テスト問題
・模範解答（配点を明記すること）
・点数一覧表

⑥ 小テスト

⑦
再試験
（学期内）

・試験問題
・模範解答（配点を明記すること）
・学生の答案コピー（再試験受験者全員
分）

資料5-3-1-(2)-02
資料タイトル「エビデンスチェックシート　成績算出根拠」

資料タイトル「エビデンスチェックシート　成績算出根拠」867



単位認定と成績評価 

学業成績の評価は、試験の成績、平素の学習状況および出席状況を総合し、学習支援計画書（シラバス）

の評価基準に従って行います。 

学業成績は、学期末に科目ごとに、それぞれの科目の担当教員が評価します。授業時間数の５分の４以

上出席している者について、その科目を履修したものと認め、学年末成績の評価が 60 点以上（平成 26

年度以前入学生については 50点以上）の科目について、その科目を修得したものと認定します。この評

価は次の区分により評定され、指導要録、および成績証明書などに記載されます。単位追認を受けて修

得した科目の評価は 60点（平成 26年度以前入学生については 50点）とします。 

なお、故意に試験を受けなかった場合、または懲戒処分のため試験を受けることができなかった場合に

は、当該の試験の成績を 0点とします。 

平成 27年度以降入学生適用 

成績の評価方法は、各授業科目の学習支援計画書に明記されています。また、科目の成績評価は、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｆ」の６種の評語で表し、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」を合格、「Ｄ、Ｆ」を不合格とします。 

評点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～０ Ｆ 

評定 
Ｓ 

（秀） 

Ａ 

（優） 

Ｂ 

（良） 

Ｃ 

（可） 

Ｄ 

（成績不良） 

Ｆ 

（出席不良） 

平成 26年度以前入学生適用 

評点 100～80 79～60 59～50 49～０ Ｆ 

評定 
５ 

（優） 

4 

（良） 

3 

（可） 

2 

（不可） 

Ｆ 

（出席不良） 

資料5-3-1-(4)-01

資料タイトル「単位認定と成績評価についての学生便覧の記載（平成29年以前入学生適用）」

出典「学生便覧2018　 H29年度以前入学生用　P118」868



単位認定と成績評価 

各授業科目の成績評価は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況を勘案して、学習支援計画書（シ

ラバス）の評価基準に従って行います。 

各科目の成績はそれぞれの科目担当教員が評価します。授業時間数の５分の４以上出席している者

について、100点を満点とする評点により評価し、評点が 60点以上の科目について、その科目を修

得したものと認定します。この評点は下表の区分により評定され、指導要録および成績証明書など

に記載されます。 

再試験又は単位追認試験により単位を修得した場合の当該科目の評点は 60点とします。 

故意に試験を受けなかった場合、または懲戒処分のため試験を受けることができなかった場合には、

当該の試験の成績を 0点とします。また、試験中に不正行為があった場合には、当該期間中の全科

目の試験の成績を 0点とします。 

学業成績の評価 

評点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～０ － 

評定 
Ｓ 

（秀） 

Ａ 

（優） 

Ｂ 

（良） 

Ｃ 

（可） 

Ｄ 

（成績不

可） 

Ｆ 

（出席不

良） 

評価 ４ ３ ２ １ ０ ０ 

資料5-3-1-(4)-02

資料タイトル「単位認定と成績評価についての学生便覧の記載（平成30年以降入学生適用）」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」869
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2 

して取り扱う。 

 (1) 天災又は交通機関の事故等、本人の責任によらないことが明らかなとき。 

(2) 校長が認めた資格試験又は就職試験を受験するとき。 

(3) 校長が認めた対外試合、対外行事に参加するとき。 

(4) 忌引のとき。 

(5) 親族の慶弔事に出席するとき。 

(6) 学校保健安全法に定める伝染病又はそれに類する病気の発症等により、校長が出席停止の必要

を認めたとき。 

(7) その他校長が認めたとき。 

２ 前項第４号に定める忌引により出席として取り扱うことができる日数は、次のとおりとする。 

(1) 父母 ７日 

(2) 祖父母、兄弟、姉妹 ３日 

(3) 曽祖父母、伯父、伯母、叔父、叔母、従兄弟、従姉妹 １日 

(4) その他校長が特に認めたもの １日 

３ 第１項第５号に定める親族の慶弔事により出席として取り扱うことができる日数は、次のとおり

とする。 

(1) 兄弟、姉妹の結婚式 １日 

(2) 父母、兄弟、姉妹の慶弔事で校長が特に認めたもの １日 

４ 第１項第１号から第３号、第６号及び、第７号により出席として取り扱うことができる授業科目

の時間数又は日数は、その都度校長が定める。 

（試験の種別と実施） 

第８条 試験の種別は、定期試験、追試験、再試験、単位追認試験及びその他の試験とし、その実施

は次の各号に定めるところによる。 

(1) 定期試験は、各学期末に行う。 

(2) 追試験は、やむを得ない理由により定期試験を受けることができなかった者について行うこと

ができる。 

(3) 再試験は、定期試験を実施した授業科目の評点が不合格であった者について行うことができる。 

(4) 単位追認試験は、進級が認められた者のうち、当該学年までに取得すべき授業科目の単位を取

得できなかった者について行うことができる。 

(5) その他の試験は、科目担当者が必要と認めた場合に適宜行うものとする。 

（試験の欠席） 

第９条  正当な理由なく試験を欠席した者、又は懲戒処分のため試験を欠席した者については、当該

授業科目の試験の成績を０点とする。 

（不正行為の取扱い） 

第10条 試験において不正行為を行った者については、当該試験期間に行われるすべての授業科目の

資料5-3-1-(6)-01
資料タイトル「追試験・再試験に関する基準を記載した規程」

出典「国際高等専門学校学習指導に関する実施規程　第8条・12条」
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

 
 

3 

試験の成績を０点とする。 

２ 不正行為により試験の成績を０点とした者には、追試験、再試験等の試験は実施しない。 

（成績の判定方法） 

第11条 各授業科目の成績は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況等を勘案して、学習支援計画

書の評価方法に則り、総合的に判定する。 

２ 試験以外の方法によって成績を評価し得る授業科目については、前項の規定にかかわらず、試験

を行わない場合がある。 

（（成績評価） 

第12条 各授業科目の成績は、前条の判定結果に基づき点数化し、100点を満点とする評点により評価

する。 

２ 授業科目の成績は、当該年度に開講した授業時間数の５分の４以上出席している者について評価

するものとする。出席が５分の４に満たない者は出席不良とし、評点を０点とする。 

３ 追試験により再評価する授業科目の評点は、元の定期試験の評価に準ずるものとする。 

４ 再試験による再評価で合格とする授業科目の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降

入学生にあっては60点、平成26年度以前入学生にあっては50点とする。 

５ 単位追認試験等により、前年度以前に履修し未修得であった単位を取得した場合の当該授業科目

の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降入学生にあっては60点、平成26年度以前入学

生にあっては50点とする。 

（成績の評定） 

第13条 各授業科目の成績の評定は、別表第１の１又は別表第１の２の学業成績の評価によるものと

する。 

 （単位修得の認定） 

第14条  第12条の規定による成績の評点が、平成27年度以降入学生にあっては60点以上、平成26年度

以前入学生にあっては50点以上の場合、当該授業科目の単位を修得したものと認定する。 

２ 前項の基準に満たなかった授業科目においては未修得科目とし、当該授業科目の単位を翌年度以

降に修得した場合には、原学年において履修したものとして取り扱う。 

３ 出席不良のため未修得となった授業科目の単位の修得には、不足授業数の補講を受講しなければ

ならない。 

 （成績への異議申し立て） 

第15条 定期試験終了後、学生は科目担当教員に成績を問い合わせ、通知された成績の内容に疑義が

ある場合、科目担当教員に異議を申し立てることができる。 

２ 前項の異議申し立ての期間は、年度ごとに学務会議の議を経て、決定する。 

（進級又は卒業の要件） 

第16条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認め、当該学年の修了を認

定することができる。 
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程

3 

試験の成績を０点とする。 

２ 不正行為により試験の成績を０点とした者には、追試験、再試験等の試験は実施しない。 

（成績の判定方法） 

第11条 各授業科目の成績は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況等を勘案して、学習支援計画

書の評価方法に則り、総合的に判定する。 

２ 試験以外の方法によって成績を評価し得る授業科目については、前項の規定にかかわらず、試験

を行わない場合がある。 

（（成績評価） 

第12条 各授業科目の成績は、前条の判定結果に基づき点数化し、100点を満点とする評点により評価

する。 

２ 授業科目の成績は、当該年度に開講した授業時間数の５分の４以上出席している者について評価

するものとする。出席が５分の４に満たない者は出席不良とし、評点を０点とする。 

３ 追試験により再評価する授業科目の評点は、元の定期試験の評価に準ずるものとする。 

４ 再試験による再評価で合格とする授業科目の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降

入学生にあっては60点、平成26年度以前入学生にあっては50点とする。 

５ 単位追認試験等により、前年度以前に履修し未修得であった単位を取得した場合の当該授業科目

の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降入学生にあっては60点、平成26年度以前入学

生にあっては50点とする。 

（成績の評定） 

第13条 各授業科目の成績の評定は、別表第１の１又は別表第１の２の学業成績の評価によるものと

する。 

 （単位修得の認定） 

第14条  第12条の規定による成績の評点が、平成27年度以降入学生にあっては60点以上、平成26年度

以前入学生にあっては50点以上の場合、当該授業科目の単位を修得したものと認定する。 

２ 前項の基準に満たなかった授業科目においては未修得科目とし、当該授業科目の単位を翌年度以

降に修得した場合には、原学年において履修したものとして取り扱う。 

３ 出席不良のため未修得となった授業科目の単位の修得には、不足授業数の補講を受講しなければ

ならない。 

 （成績への異議申し立て） 

第15条 定期試験終了後、学生は科目担当教員に成績を問い合わせ、通知された成績の内容に疑義が

ある場合、科目担当教員に異議を申し立てることができる。 

２ 前項の異議申し立ての期間は、年度ごとに学務会議の議を経て、決定する。 

（進級又は卒業の要件） 

第16条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認め、当該学年の修了を認

定することができる。 

資料5-3-1-(7)-01
資料タイトル「意見申立に関する基準を記載した規程」

出典「国際高等専門学校学習指導に関する実施規程　第15条」
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平成31年1月25日
作成：教務主事

日 曜 教務関連行事など ５年生関係 ２～４年生関係 １年生関係 その他

１月 ２８日 月
指導要録関連の入力
（依頼１月２３日・入力完了２月２８日）

２９日 火
金曜日授業（金沢C）
土曜日授業（白山麓C）

 【学生】 クラブ、委員会、厚生補導情報

３０日 水  【進路】 資格、インターンシップ

３１日 木
H31年度学習支援計画書

 （学科長、主任等へ提出）
　金沢C授業ｱﾝｹｰﾄ週間（→2/14）

 【研究P】 卒業研究

２月 １日 金

２日 土 就職講座（4年）

３日 日

４日 月
M科卒業研究発表会（合同講義室）
G科卒業研究発表会（各研究室）

５日 火
T科卒業研究発表会（合同講義室）
卒業式の練習（5年）

６日 水

【担任】　「出席集計情報学生確認表」を学生に
配付
【学生】誤りがあれば、科目担当者へ調査依頼
（→2/14）

７日 木 T科卒業研究発表会（合同講義室）

８日 金

M科卒業研究発表会（合同講義室）
G科卒業研究発表会（各研究室）
卒業式の練習（5年）

【学科長・主任】
H31学習支援計画書を事務局・藤さんへ提出

９日 土
授業予備日
就職講座（4年）

１０日 日

１１日 月 ＜建国記念の日＞

１２日 火 キャリアデザイン・総合アンケート（2-5学年）

１３日 水 キャリアデザイン・総合アンケート（1学年）

１４日 木 月曜日の授業

１５日 金
入試準備（金沢C）
【学生校舎立入禁止】

１６日 土
一般入試B自己推薦入試
【学生校舎立入禁止】

１７日 日

１８日 月
金沢C冬学期定期試験（→2/2１）

白山麓C授業ｱﾝｹｰﾄ週間（→2/23）
成績入力開始 成績入力開始 成績入力開始

１９日 火

２０日 水

２１日 木 卒業式の練習（5年）

２２日 金
卒業式の練習（2年）
教員会議（16:20-,会議室）

追試期間開始（→2/27）
【学生】成績問い合わせ・異議申し立て

（→2/28）

追試期間開始（→2/27）
【学生】成績問い合わせ・異議申し立て

（→2/28）

２３日 土
授業予備日
卒業式の練習（5年）
就職講座（4年）

２４日 日

２５日 月 授業予備日（白山麓C）

２６日 火
白山麓C後学期末試験（→2/28)
卒業式の練習（4年）

２７日 水 卒業式の練習（3年）

２８日 木 卒業式の練習（1年）
【科目担当者】 出席および
　成績(追試結果を含む）入力締切（17:30)
【担任】出席情報確定（確認）処理（17:30）

【科目担当者】 出席および
　成績(追試結果を含む）入力締切（17:30)
【担任】出席情報確定（確認）処理（17:30）

追試期間開始（→3/2）
【学生】成績問い合わせ・異議申し立て

（→3/2）

３月 １日 金
【教務】 成績報告書出力

⇒ 科目担当者へ確認依頼
【教務】 成績報告書出力

⇒ 科目担当者へ確認依頼

２日 土 【科目担当者】 成績報告書提出締切（13:00）

３日 日

４日 月  【教務】 成績一覧表出力　⇒　学科長、担任 【科目担当者】 成績報告書提出締切（12:00）

【科目担当者】 出席および
　成績(追試結果を含む）入力締切（13:00)
【担任】出席情報確定（確認）処理（13:00）
【教務】 成績報告書出力

⇒ 科目担当者へ確認依頼

平成30年度　年度末卒業・進級関係日程

【科目担当者】 1/31分までの出席入力（17:30）

【担任】 1/31分までの出席情報確定（確認）処理（17:00）

【科目担当者】 調査の上、誤りがあれば教務主事に申し出る（→2/15・17:00）

【担任】　SHRにて「出席集計情報学生確認表」を学生に配付

【学生】 出席情報に誤りがあれば、科目担当者へ調査依頼（→2/14）

資料5-3-1-(7)-02

資料タイトル「平成３０年度　年度末卒業・進級関係日程」

出典「平成30年度第11回教員会議資料」
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平成30年度学習支援計画書 
作成方法と諸注意（1） 

教育課程表（学生便覧）に明記の正式名称を記載 

学科名は正式名称で記載 

※ 学科名と学年の間に全角スペース

※ 学年は全角の算用数字

姓と名の間には空白を入れない 

（ただし、漢字一文字は例外） 

○高専太郎  ×高専 太郎 

○高専 創  ×高専創 

『必修』または『選択』 

通常の科目→ 『履修』 

学修単位科目→ 『学修』 

単位数は全角の算用数字 

通年開講 → 『通年』 

特定学期のみ開講 → 『春』『夏』『秋』『冬』 

夏休み等に集中して開講 → 『集中講義』 平成 30 年度学生便覧に掲載する【講義概要】と同じ

内容 （文章は簡潔にまとめ、3～5行程度） 

科目内容を象徴する語句 3～5語程度 
関連する本校の科目および資格試験名を記載 

書名の前に番号（①②・・・）を記載

（教科書が 1冊の場合でも付けること） 
書名は「」で括る

書名、著者、出版社の間は全角『，』で区切る

書名は正確に記載する（副題の記載は必要なし） 

左側【教科書】欄と同様 

学期ごとの成績評価の割合を記入

項目名は任意

『定期試験』『課題』『小テスト』や『学習態

度』などの割合が分かるように記載

『定期試験』の割合は 50%以下でも可 
『授業態度』や『学習態度』を選んだ時は、具体

的な評価要領を「備考」に記載

担当教員から学生への受講上のアドバイスや連絡事

項などを自由形式で記載

学修単位科目の評価：15時間の授業と 30時間の自
学自習の計 45時間で 1単位が与えられる。この自
学自習時間の評価は、課題だけでなく定期試験、小

テスト、レポート、成果発表（口頭・実技）や作品

などいろいろな方法で工夫すること。」

※課題の評価はすべての課題が提出されない場合、

F相当とするのではなく、通常の課題評価を行う。 

評価項目の補足説明を記載 

実験系科目におけるレポートなど、評価割合が大き

な項目については具体的な評価方法を記載 

学科の特色（学生便覧）から【卒業時に身につけるべ

き学力や資質・能力】と同じ内容記載 

担当教員の居室を記載 

非常勤講師の場合、「授業終了後」と記載 

フォーマット Word ファイルは文字のフォント、サイ

ズ、配置、インデントをすでに設定してあります

そのままの状態で記載をお願いします

体育、実験などの実技系科目  → 『 実技 』 
その他の科目 → 『 講義 』

曜日と時間または○時限を必ず記載（勤務時間内
17:30までとする） 
非常勤講師の場合、「授業終了後」と記載

5 

5 

総合的な行動目標を総括的に記載 

（授業アンケートの追加項目と連動） 

資料5-3-1-(8)-01資料タイトル「平成３０年度学習支援計画書作成方法と諸注意（金沢C）　答案返却」

出典「平成29年度第11回教員会議資料」
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平成30年度学習支援計画書 
作成方法と諸注意（2） 

フォーマット Word ファイルは文字のフォント、サイ

ズ、配置、インデントをすでに設定してあります 
そのままの状態で入力をお願いします 

各回の授業項目を 1行で簡潔に記載 
ただし、授業回数が多いものや英語による記述の場

合、フォントサイズを変更して複数行書きも可 

学生が記入 

自己点検として学生が記入（A～Eの 5段階評価） 
定期的に教員がチェックし、学生の理解度の把握に

努める 

試験を実施しない場合は『定期試験』の文字のみを削

除し、試験の行（セル）は削除しない 

上段に予習、下段に復習の内容をそれぞれ 1～2行
で簡潔に記載 
ただし、学修単位科目において詳細な内容が必要な

場合は、別紙として学期始めや授業の都度配付 

夏学期の答案返却は定期試験後の特別時間割にて

実施 

複数回に渡り同じ授業項目を実施する場合、その授

業回数の範囲を記載 
数字が 1桁は全角で，2桁は半角でそれぞれ記載 

複数回に渡り同じ授業項目で異なる達成目標を目指

す場合には、セルの結合も可 
セルを結合した場合は複数行に渡る記載も可 

各回の授業項目における達成目標を 1行で記載 
ただし、授業回数が多いものや英語による記述の場

合、フォントサイズを変更して複数行に渡る記載も可 
 

複数回に渡り同じ達成目標で異なる学習課題を指示

する場合には、セルの結合も可 
セルを結合した場合は複数行に渡る記載も可 

予習・復習の時間表記は達成目標を達成するため

に必要な 1回の授業当たりの時間［分/回］を記載 

授業回数のカウントは学期ごととし、各学期の開始は

『第 1回』からとする 
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自己点検として学生が記入（A～Eの 5段階評価） 
定期的に教員がチェックし、学生の理解度の把握に

努める 

授業に講演やビデオ教材などを組み込む場合は予め

記載（ただし、当該授業項目に関連するもののみ可） 

秋学期の答案返却は冬学期の初回授業時に実施 

各学期で改頁は行わず、続けて記載 

平成30年度学習支援計画書 
作成方法と諸注意（3） 

878



サ
ー

バ
ー

別
置

履修単位科目
（座学）

学修単位科目
（座学）

実験・演習系科目
（試験なし）

学習支援計画書を添付したか

実際に行った内容に修正したか

成績一覧表を添付したか

成績の算出根拠となる計算式が明示されてい
るか

③
学習保証
時間

学事システムから授業時間リストを出力し、添
付したか

出題した課題の内容が分かる資料を添付した
か

各課題ごとに評価した点数一覧表を添付した
か　（成績一覧表に記載しても可）

学生の提出物の現物またはコピーを添付した
か

試験問題を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

模範解答(配点明記)を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

学生の答案コピーを添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

小テスト問題を添付したか

各小テストの模範解答（配点明記）を添付した
か

小テストごとに評価した点数一覧表を添付した
か　（成績一覧表に記載しても可）

試験問題を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

模範解答（配点明記）を添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

学生の答案コピーを添付したか(該当に○)
　　春　・　夏　・　秋　・　冬

（春、夏、秋）学期分の補習授業（講義）スケ
ジュール

課題・レポート・作品・再試験・小テスト・
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

⑧
補習
（翌学期）

・エビデンスの取り込み内容は④～⑦と同じ
・該当項目に○を記入

・小テスト問題
・模範解答（配点を明記すること）
・点数一覧表

⑥ 小テスト

⑦
再試験
（学期内）

・試験問題
・模範解答（配点を明記すること）
・学生の答案コピー（再試験受験者全員
分）

成績一覧
表

・試験問題
・模範解答　（配点を明記すること）
・学生の答案コピー　（履修者全員分）

・追試験を実施した場合、上記３点

平成30年度・授業科目の達成度評価と学習保証時間のエビデンスチェックシート（金沢C分類１）

科目の分類　　　該当する分類に○をつけてください

チェック項目

【学年】　　２年　　３年　　４年　　５年　 　【学科】　　T　 　M　 　J  G　　学科混合　

【科目名】　 　【成績責任者】　

※ 試験を実施した
場合は履修単位科
目（座学）と同様に
エビデンスを残すこ

と

提出
チェック

　箱　・　封筒　・　ファイル　・　CD・DVD
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

別置資料
（該当に○）

＊　太枠内（①～③）は年度末に確認・一括でエビデンス保存した上で、該当項目をチェック(✔)。
④～⑦は各学期ごとに確認・エビデンス保存した上で、該当項目をチェック(✔)。
非該当の項目のチェック欄にはスラッシュ（／）を記入。

・学習支援計画書　（学習目標の達成度の確認のために実
際に行ったことを記載すること）

・成績の算出方法が分かる計算式を一覧表に明示する　（計
算式を一覧表に書き込む、または資料を添付すること）

・学事システムから授業時間リスト（科目担当者別出席情報
一覧表）を出力

⑤
試験
追試験

④
課題
レポート
作品

・課題　（採点基準
を示すことが望まし
い）
・各課題ごとに評価
した点数一覧表

・課題　（採点基準を示すことが望まし
い）
・各課題ごとに評価した点数一覧表
・学生の提出物現物またはコピー　（作
品の保存が難しい場合は完成写真な
ど）

① シラバス

②

                                                                                              資料5-3-1-(8)-02
 資料タイトル「エビデンスチェックシート　模範解答・配点」

出典「2019.2.12送信メール添付資料」879



資料5-3-1-(8)-03資料タイトル「H30試験問題確認シート及び試験問題チェックリスト」

出典「平成３０年９月ICT教育評価委員会作成」880



第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

                                                                                                                                                                資料5-3-2-(1)-01

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成29年度以前入学生適用）　第２条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」881
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第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

                                                                                                                                                      資料5-3-2-(1)-02
資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）　第２条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」882
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第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

                                                                                                                                                              資料5-3-2-(2)-01

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成29年度以前入学生適用）　第１２条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」883
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第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第２条 本校の修業年限は、５年とする。 

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）

第 12 条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、学生の平素の学業成績のほか、特別活動の状況を併せて評

価のうえ、校長が行う。 

２ 前項に規定する評価については、別に定める国際高等専門学校学習指導に関する実施規程による。 

３ 各学年の課程の修了又は卒業が認められなかった者は原学年に留める。 

国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 

（進級又は卒業の要件） 

第12条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認定する。 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、特別活動の単位が認定されていること。

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。

国際高等専門学校学則（平成２９年度以前入学生適用）

                                                                                                                                                                    資料5-3-2-(2)-02

資料タイトル「国際高等専門学校学則（平成30年度以降入学生適用）　第１２条」

出典「学校法人金沢工業大学規則集」
884
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程
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試験の成績を０点とする。 

２ 不正行為により試験の成績を０点とした者には、追試験、再試験等の試験は実施しない。 

（成績の判定方法） 

第11条 各授業科目の成績は、試験の成績、平素の学習状況、出席状況等を勘案して、学習支援計画

書の評価方法に則り、総合的に判定する。 

２ 試験以外の方法によって成績を評価し得る授業科目については、前項の規定にかかわらず、試験

を行わない場合がある。 

（（成績評価） 

第12条 各授業科目の成績は、前条の判定結果に基づき点数化し、100点を満点とする評点により評価

する。 

２ 授業科目の成績は、当該年度に開講した授業時間数の５分の４以上出席している者について評価

するものとする。出席が５分の４に満たない者は出席不良とし、評点を０点とする。 

３ 追試験により再評価する授業科目の評点は、元の定期試験の評価に準ずるものとする。 

４ 再試験による再評価で合格とする授業科目の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降

入学生にあっては60点、平成26年度以前入学生にあっては50点とする。 

５ 単位追認試験等により、前年度以前に履修し未修得であった単位を取得した場合の当該授業科目

の評点は、前条の規定にかかわらず、平成27年度以降入学生にあっては60点、平成26年度以前入学

生にあっては50点とする。 

（成績の評定） 

第13条 各授業科目の成績の評定は、別表第１の１又は別表第１の２の学業成績の評価によるものと

する。 

 （単位修得の認定） 

第14条  第12条の規定による成績の評点が、平成27年度以降入学生にあっては60点以上、平成26年度

以前入学生にあっては50点以上の場合、当該授業科目の単位を修得したものと認定する。 

２ 前項の基準に満たなかった授業科目においては未修得科目とし、当該授業科目の単位を翌年度以

降に修得した場合には、原学年において履修したものとして取り扱う。 

３ 出席不良のため未修得となった授業科目の単位の修得には、不足授業数の補講を受講しなければ

ならない。 

 （成績への異議申し立て） 

第15条 定期試験終了後、学生は科目担当教員に成績を問い合わせ、通知された成績の内容に疑義が

ある場合、科目担当教員に異議を申し立てることができる。 

２ 前項の異議申し立ての期間は、年度ごとに学務会議の議を経て、決定する。 

（進級又は卒業の要件） 

第16条 校長は、次の各号のすべてを満たす者について、進級又は卒業を認め、当該学年の修了を認

定することができる。 

資料5-3-2-(2)-03
資料タイトル「卒業認定基準を記載した規程」

出典「国際高等専門学校学習指導に関する実施規程　第16条」
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国際高等専門学校学習指導に関する実施規程 
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(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 平成29年度以前入学生にあっては、当該学年の特別活動の単位が認定されていること。 

(3) 平成30年度以降入学生にあっては、卒業までに特別活動に90時間以上参加していること。 

(4) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。 

（進級の特例） 

第17条 校長は、前条第１号に規定する要件のみを満たすことができなかった者のうち、第１学年か

ら第３学年までは、次に掲げる第１号及び第２号、第４学年にあっては、次の各号すべての要件を

満たす者に限り、進級を認め、当該学年の修了を認定することができる。 

(1) 別表第２の１及び別表２の２の当該学年修了に必須となる授業科目の単位が認定されているこ

と。 

(2) 修得単位数が、別表第３の１及び別表３の２の進級に必須となる累積単位数を満たしているこ

と。 

(3) 第１学年から第３学年までの必修科目の単位がすべて認定されていること。 

２ 校長は、平成27年度から平成29年度入学生においては、前項の規定に加え、前年度までに修得す

べき授業科目の単位がすべて認定されている者に限り、進級を認め当該学年の修了を認定すること

ができる。 

３ 校長は、平成26年度以前入学生においては、第１項の定めにかかわらず、前条第１号に規定する

要件（進級に限る。）のみを満たすことができなかった者のうち、前項の規定を満たすとともに、

不合格となった授業科目が３科目以下であって、かつ、その単位数の合計が８単位以下である者に

ついて、進級を認め、当該学年の修了を認定することができる。 

（在学制限） 

第18条 同一学年に２年を超えて在学することはできない。ただし、休学による場合は、この限りで

ない。 

（進級又は卒業の認定） 

第19条 進級又は卒業の認定は、学務会議の議を経て、校長が行う。 

附 則 

１ 本実施規程に必要な内規は、別に定める。 

２ 本規程は、昭和37年４月１日から実施する。 

３ 本規程は、昭和47年４月１日から実施する。 

４ 本実施規程は、昭和56年４月１日から実施する。 

５ 本実施規程は、平成元年４月１日から実施する。 

６ 本実施規程は、平成４年４月１日から実施する。 

７ この規程は、平成19年４月１日改正施行する。 

８ この規程は、平成27年４月１日から改正施行する。 

９ この規程は、平成30年４月１日から改正施行する。 
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別表第３の１ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成30年度以降入学生適用、第17条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

国際理工学科 
31 

（38） 

72 

（76） 

100 

（108） 

133 

（140） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

 

別表第３の２ 進級又は卒業に必須となる累積単位数（平成27年度から29年度入学生適用、第17

条関係） 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

電気電子工学科 
26 

（33） 

61 

（68） 

94 

（101） 

127 

（134） 

167 

（167） 

機械工学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

グローバル情報学科 
26 

（33） 

58 

（65） 

91 

（98） 

125 

（132） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

注２）累積単位数には「特別活動」及び「海外英語研修」の単位数を含めない。 
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卒業判定会議 確認事項 

１．卒業要件の確認 

(1) 進級又は卒業の要件となるすべての授業科目の単位が認定されている。

(2) 当該学年の特別活動の単位が認定されている。

(3) 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満である。

２．単位の確認 

  ４年次 

・過年度未修得科目がないこと

５年次 

・下の全ての単位を修得していること
電気電子工学科 

［Ｔ］ 

機械工学科 

［Ｍ］ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ情報工学科

［Ｇ］ 

一般科目 
必修 1 

選択 4 

専門科目 
必修 26 20 26 

選択 4 10 4 

修得最低単位・合計 35 

３．特別活動の確認 

・平成３０年度５年生 特別活動

総時間数３２ｈ（欠課時数が６ｈまでであること） 

４．出席日数の確認 

授業日数 最大１９０日（欠席３８．０日未満であること） 

最小１８７日（欠席３７．４日未満であること） 

５．授業料の納付 

   平成３１年３月までの授業料が納付されていること。 

資料5-3-２-(3)-05

資料タイトル「卒業判定会議　確認事項」

出典「平成30年度第23回学務会議資料」893
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平成 31年 3月 7日 

平成 30年度 第 23回 学務会議議事録 

日 時：平成 31年 3月 7日（木）15：00～17：15 

場 所：金沢キャンパス会議室  

出席者：金沢キャンパス）ルイス・バークスデール、高橋丈雄、宮野純光、瀧本明弘、 

大原しのぶ、山崎俊太郎、土地邦生、伊藤恒平、藤澤 武、松下臣仁、山岸 徹、 

本田尋識 以上 12名 

 白山麓キャンパス）なし 

欠席者：向井 守 

配付資料 

① 卒業判定会議 確認事項

② 平成 30年度卒業判定結果（案）

③ 卒業判定結果集計（案）

④ 平成 30年度卒業式・終業式 校長表彰・褒章 代表者

⑤ 平成 30年度卒業式 校長表彰・褒章対象者－5年生

⑥ 後期校長表彰褒章受章者（5年生）及び代表者について

⑦ 学生生活指導担当表

⑧ 2019年度国旗・校旗の掲揚・降納 期間と担当学級

⑨ 2019年度特別掃除区域と指導

⑩ 2019年度巡視当番表

⑪ 2019年度電話当番表

⑫ 平成 30年度 S科リーダーシップアワード選考について

⑬ 平成 30年度国際理工学科 1学年累積 GPA

⑭ 2018 S1 Students Leadership Awards Candidates

⑮ 2019年度白山麓 C 未修得科目所持学生の指導方法（案）

⑯ 学習指導上の留意事項 新旧対照表

⑰ 2019年度入学式要領（案）

⑱ 2019年度対面式・始業式要領（案）

⑲ 国際高専のユネスコスクール加盟について（提案）

⑳ 入寮式に配付する諸規程等

Ⅰ 協議事項 

１）卒業に関わる成績等について（宮野教務主事）

宮野より、午前に行われた教員会議での結果を受けて、午後の教務委員会にて再度確認作

業を行った。その結果を別紙「卒業判定会議 確認事項」「平成 30年度卒業判定結果（案）」

「卒業判定結果集計（案）」に基づき説明があり、誤りがないことが再確認されたことから、

判定結果資料のとおり卒業が確定した。 

資料5-3-2-(3)-07
資料タイトル「卒業認定に関する会議の記録」

出典「平成３０年度第23回学務会議議事録」895
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卒業の要件 

卒業は、平素学生の本分を全うし、かつ勉学に精励したものと認められる５年生のうち、以下の条件を

すべて満たしている者について、校長が認定します。 

●学則に定める最低修得単位を修得していること。

（最低修得単位については、p45～56の教育課程表、単位認定については p98を参照） 

●学則に定める特別活動の単位を修得していること。

●その年度中の欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。

本校の教育理念と教育目的に沿って設定された授業科目や教育プログラムを履修し、基準となる単位数

を取得し、卒業を認められた者には、卒業証書を授与し、準学士（工学）の称号が付与されます。 

第５学年の課程を１年間履修し、かつ卒業を認められない者は、第５学年の定められた科目をすべて再

履修しなければなりません。 

同一学年再履修の制限 

同一学年の再履修は、１回を超えることはできません。 

資料5-3-2-(4)-01 

資料タイトル「卒業要件について周知した資料（平成29年度以前入学生）」

出典「学生便覧2019 H29年度以前入学生用　P106卒業について」
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8.6 進級・卒業について 

進級の要件 

次の条件を満たしている者については、第１学年から第４学年までは、その学年の課程を修了したもの

と認定し、次学年に進級できます。 

(1)学則に定める学年の修得最低単位数を修得していること。 

(2)当該学年における欠席日数が出席すべき日数の５分の１未満であること。 

進級の特例 

進級の要件の第１号のみを満たすことのできなかった者のうち、第１学年から第３学年までは、次の第

１号及び第２号、第４学年にあっては、次の各号すべての要件を満たす者に限り、当該学年の修了した

ものと認定し、次学年に進級できます。 

(1) 別表第１に掲げる当該学年修了に必須となる授業科目の単位が認定されていること。 

(2) 修得単位数が、別表第２に掲げる進級に必須となる累積単位数を満たしていること。 

(3) 第１学年から第３学年までの必須科目の単位をすべて取得していること。 

別表第１ 当該学年修了に必須となる授業科目 

学科 
科目 

１年 ２年 ３年 ４年 

国際理工学科 

エンジニアリング

デザインⅠＡ及び

ⅠＢ 

エンジニアリン

グデザインⅡＡ

及びⅡＢ 

エンジニアリン

グデザインⅢ 

エンジニアリング

デザインⅣＡ及び

ⅣＢ 

別表第２ 進級又は卒業に必須となる累積単位数 

学年 

学科 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

国際理工学科 
26 

（38） 

72 

（76） 

104 

（108） 

133 

（140） 

167 

（167） 

注１）下段（ ）は修得最低単位合計 

同一学年再履修の制限 

同一学年の再履修は、１回を超えてはなりません。 

卒業の要件 

次の条件を満たしている者については、本校の課程を修了し卒業を認定します。卒業を認定された者に

は、準学士（工学）の称号が付与されます。 

(1) 学則に定める修得最低単位数を修得していること。 

  (2) 卒業までに特別活動に 90時間以上参加していること。 

  (3) 該当学年における欠席日数が、出席すべき日数の５分の１未満であること。 

資料5-3-2-(4)-02

資料タイトル「卒業要件について周知した資料（平成30年度以降入学生）」

出典「学生便覧2018　H30年度以降入学生用」897
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資料5-3-2-(5)-01資料タイトル「卒業認定基準に関するアンケート」

出典「2019ICT総合アンケート調査票（卒業認定基準）」
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資料タイトル「平成３０（2018年）年度学生募集要項」

出典「入試センター作成資料」900
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資料「志願者・在学者・卒業者の状況」
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R1.5.1

4. 志願者・在学者・卒業者の状況

4.1 志願者・入学者の状況 

令和元年度の志願者状況、入学者状況を表４‐１に示します。編入学生及び社会人学生の志願・受験はあ

りませんでした。過去の入学者数は、平成 28年度が 112名、平成 29年度が 73名、平成 30年度が 12名でした。 

表４‐１ 令和元年度入学試験結果 

学 科 国際理工学科 

区 分 入学定員※ 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

推薦試験 

90 

12（4） 11（4） 6（2） 6（2） 

一般試験 18（3） 18（3） 9（1） 7（1） 

帰国生入試 1 0 0 0 

合 計 31（7） 29（7） 15（3） 13（3） 

 単位：人 

 （ ）は女子数 

※令和２年度より、入学定員を 45名に変更します。 

4.2 在学者の状況 

令和元年度の在学者数(令和元年５月１日現在)を表４‐２に示します。留学生は、国際理工学科に１名在

籍しています。編入学生及び社会人学生の在籍はありません。また、令和元年度の収容定員充足率は 54.2％

です。なお、平成 30年度の退学者数は 20 名で、同年５月１日時点の在学生数 293名で除した中退率は 6.8％

でした。また、留年者数は９名でした。 

表４‐２ 在学者数 

学科名 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 合計 

国際理工学科 13（3） 12（3） - - - 25（6） 

電気電子工学科 - - 28 21 25 74 

機械工学科 - - 24（1） 29（1） 35（2） 88（4） 

グローバル情報学科 - - 25（6） 42（6） 39（7） 106（19） 

合 計 13（3） 12（3） 77（7） 92（7） 99（9） 293（29） 

  単位：人 

（ ）は女子数 

4.3 進路状況 

平成 30年度の学科別進路状況を表４‐３に示します。なお、卒業者には準学士（工学）の称号が与えられ

ます。平成 31 年３月 31日時での卒業生総数は、6,276人です。 

卒業生の進路の詳細は、https://www.ict-kanazawa.ac.jp/after-graduation/で紹介しています。 

表４‐３ 学科別進路状況（平成 31年３月卒業生） 

学 科 
卒業者数 

(人) 
進学者数 

(人) 
就職希望者数 

(人) 
就職者数 

(人) 
就職率 
（％） 

自営・その他 
（人） 

電気電子工学科 31 12 19 19 100 - 

機械工学科 26（1） 7 19（1） 19（1） 100 - 

グローバル情報工学科 24（5） 6（1） 17（4） 17（4） 100 1 

合 計 81（6） 25（1） 55（5） 55（5） 100 1 

資料6-1-1-(1)-07

出典「ICT公式ウェブサイト　教育情報４．志願者・在学者・卒業者の状況」
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入試センター

アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れ
に関する検証・改善フロー図

校長及び指名された者

・ 検証のための成績追跡
データの作成

・ 検証のための性格・行動
の記録提出 提出

教務主事

校長を中心とした検証・改善

・データの検証
・改善案の作成

依頼

改善案の実施を依頼

資料6-1-2-(1)-01  資料タイトル「学生の受け入れに関する検証・改善フロー図」

出典「実際の業務体制をもとに作成」911
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第３章 組織及び定員 

第６条 本校に次の学科を置く。 

国際理工学科 

２ 学科は、教育上有益と認められるときには、適切なコースの学級を編成することができる。 

３ 前項に規定するコースの取り扱いについては、別に定める。 

第６条の２ 国際理工学科は、グローバルに活躍するイノベーターの素養を身につけた創造的・実践的技

術者の養成を目的とする。 

２ コースの人材養成目的は、別に定める。 

第７条 国際理工学科の学級数及び収容定員は、次のとおりとする。 

学  科 学級数 入学定員 収容定員 

国際理工学科 ２ 90 人 450 人 

第４章 教育課程等 

第８条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 

第８条の２ 本校の授業科目は、その内容により、一般科目及び専門科目に分ける。 

２ 前項に定める授業科目のほか特別活動を実施する。 

第９条 本校は、本校及び学科の教育目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程

を編成する。 

２ 教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成する。 

３ 各授業科目の単位数と学年別配当は、別表第１のとおりとする。 

４ 各授業科目の単位数は、30単位時間(１単位時間は標準 50分とする。次項及び第８項において同じ。)

の履修を１単位として計算するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、授業科目のうち別表第１に定める学修科目については、１単位の授業科目

を 45単位時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授

業時間外に必要な学修等を考慮して、１単位を 15単位時間の授業をもって計算する。 

６ 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計は、60 単位を超えないものとする。 

７ 前３項の規定にかかわらず、インターンシップ及び課題学修については、その学修の成果を評価して

単位の修得を認定することとし、その単位数については、別表第１による。 

８ 特別活動を、卒業までに 90単位時間以上実施するものとする。 

第 10 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の高等専門学校において履修した授業科目につい

て修得した単位を、30単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

第 11 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定

める学修を、本校における授業科目の履修とみなし、単位の修得を認定することができる。 

２ 前項により、認定することができる単位数は、前条により本校において修得したものとみなす単位数

資料6-1-3-(1)-01

資料タイトル「国際高等専門学校学則 第7条」

出典「web学生便覧2018　H30年度以降入学生用」
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企画部 

入試事務室 
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高専担当 

高専担当 

高専 

入試センター 

高専入試事務室 

入学者選考委員会 

高専学生募
集委員会 

法人直轄 

【常設】 

校長直轄の企画・運営による検証・改善 

校長直轄の 
企画・運営 

改善意見 
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出典「実際の業務体制をもとに作成」923



平均入学定員充足率計算表【国際高等専門学校】 別紙２－２

課程 学科・専攻名 項目 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度
入学定員に対する

各平均比率

準学士 入学者数 12 13
国際理工学科 入学定員 90 90

入学定員充足率 0.13 0.14
入学者数 39 32 24

機械工学科 入学定員 40 40 40
入学定員充足率 0.97 0.80 0.60
入学者数 30 33 21

電気電子工学科 入学定員 40 40 40
入学定員充足率 0.75 0.82 0.52
入学者数 47 28

グローバル情報学科 入学定員 40 40
入学定員充足率 1.17 0.70
入学者数 45

グローバル情報工学科 入学定員 40
入学定員充足率 1.12

専攻科 入学者数
入学定員
入学定員充足率

入学者数
入学定員
入学定員充足率

入学者数
入学定員
入学定員充足率

入学者数
入学定員
入学定員充足率

平　均　入　学　定　員　充　足　率　計　算　表

0.13

0.79

0.69

1.12

0.93

資料6-1-3-(3)-01
資料タイトル「平均入学定員充足率計算表【国際高等専門学校】」

出典「平均入学定員充足率計算表【国際高等専門学校】」
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平成29年度及び平成30年度の国際高専における生徒（保護者）参加型募集イベント

平成29年度
開始日 終了日 日数 名称 場所 実施内容 参加者数

2017/8/19 2017/8/19 1 第1回オープンキャンパス 金沢キャンパス 模擬授業・学校紹介 79

2017/8/21 2017/8/23 3 サマースクール 白山麓周辺 ワークショップ・学校紹介・自然体験 10

2017/9/16 2017/9/16 1 第2回オープンキャンパス 金沢キャンパス 模擬授業・学校紹介 13

2017/10/14 2017/10/14 1 第3回オープンキャンパス 金沢キャンパス 模擬授業・学校紹介 8

2017/11/4 2017/11/4 1 第4回オープンキャンパス 金沢キャンパス 模擬授業・学校紹介 10

2017/11/25 2017/11/25 1 第5回オープンキャンパス 金沢キャンパス 模擬授業・学校紹介 37

参加者合計 157

平成30年度
開始日 終了日 日数 場所 参加者数

2018/6/10 2018/6/10 1 第1回オープンキャンパス 白山麓キャンパス 模擬授業・学校紹介 25

2018/7/20 2018/7/25 6 ベトナム人中学生の短期白山研修 白山麓キャンパス ワークショップ・学校紹介・観光 26

2018/7/22 2018/7/25 4 白山麓サマーワークショップ（JOESとのコラボ企画） 白山麓キャンパス ワークショップ・学校紹介・自然体験 32

2018/8/18 2018/8/18 1 サマースクール 白山麓・扇が丘・金沢キャンパス ワークショップ・学校紹介・自然体験 26

2018/8/20 2018/8/22 3 第2回オープンキャンパス 白山麓キャンパス 模擬授業・学校紹介 31

2018/8/19 2018/8/19 1 第3回オープンキャンパス 白山麓キャンパス 模擬授業・学校紹介 34

2018/11/11 2018/11/11 1 第4回オープンキャンパス 白山麓キャンパス 模擬授業・学校紹介 44

参加者合計 218

資料6-1-3-(4)-01
資料タイトル「平成29年度・30年度学校説明会等開催日程・来場者人数」

出典「国際高専募集活動のデータを集計」
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成績評価・卒業認定フロー図 

教員会議 （把握） 

教務委員会 （把握） 

学務会議 （評価） 

卒業判定会議 

卒業要件 
１ 進級または卒業の要件となるすべての授業科目 

 の単位が認定されている。 
２ 当該学年の特別活動の単位が認定されている。 
３ 当該学年における欠席日数が、出席すべき日数 
  の５分の１未満である。 

資料タイトル「成績評価・卒業認定フロー図」

資料7-1-1-(1)-01

出典「実際の業務体制をもとに作成」935



1 

平成 31年３月８日 

平成 30年度 第 13回 教務委員会 議事録 

日 時 ： 平成 31年３月７日（木）13時 00分～14時 10分 

場 所 ： 金沢 C会議室 

出席者 ： 宮野純光, 藤島悟志, 井上恵介，宇都宮隆子, 上田清史， 

坂井仁美，伊藤 周，山岸 徹，藤 圭佑 

欠席者 ：  

資 料  ： ① 平成 30年度 第 12回教務委員会議事録【資料①】

② 平成 30年度卒業判定資料（閲覧資料①）

③ 成績一覧表（閲覧資料②）

④ 平成 30年度卒業判定結果〔５年〕（案）【資料②】

⑤ 卒業判定結果集計（案）【資料③】

⑥ 国際高等専門学校特別奨学金給付規定【資料④】

⑦ 平成 30年度国際理工学科１年生 GPA【資料⑤】

⑧ 2019年度オリエンテーション実施計画（案）【資料⑥】

⑨ 入寮～オリエンテーションのスケジュール（案）【資料⑦】 

⑩ 公共交通機関遅延・運休等に伴う公欠処置（案）【資料⑧】 

⑪ 貸与パソコンの取扱いについて（学生用）（案）【資料⑨】

⑫ 貸与パソコンの取扱いについて（教員用）（案）【資料⑩】

⑬ 金沢 C 学級担任・副担任業務（案）【資料⑪】

⑭ 白山麓 C 学級担任・副担任業務（案）【資料⑫】

⑮ 2019年度白山麓 C未修得科目所持学生の指導方法（案）

【資料⑬】 

⑯ 2019年度入学式実施要領（案）【資料⑭】

⑰ 2019年度対面式・始業式要領（案）【資料⑮】

Ⅰ．確認事項 

 １．前回の議事録の確認 【資料①】 

 宮野教務主事より各委員に向け内容の確認依頼がなされた。Ⅱ.協

議案件の４．2019 年度時間割について、３月 11 日（月）開催予定の

常任理事会で来年度の教員人事が固まることから、未確定だった時

資料7-1-1-(2)-02

資料タイトル「卒業認定について確認する会議の資料」

出典「平成３０年度第１３回教務委員会議事録」938



2 

 

 間割を確定したうえで、宮野教務主事より改めてメール配信する予定で

 ある。また、Ⅲ.報告事項の３.学籍異動で退学予定の１名が進路先を変

 更した旨の報告があった。 

  加修正等がある場合は、宮野教務主事へ申し出ることとした。 

 

２．卒業に関わる成績等の確認について（閲覧資料①②）【資料②③】 

 宮野教務主事より、閲覧資料を基に説明がなされ、各学生の単位修得   

状況や特別活動出席状況について相違がないか、確認依頼がなされ、各  

委員は学生便覧の教育課程表をもとに各学生の状況を確認した。結果、

電気電子工学科 31 名、機械工学科 26 名、グローバル情報工学科 24 名

の合計 81名が卒業要件を満たしていることを確認した。 

 本件は、本日 15時 00分より開催予定の学務会議へ上程することとした。 

 

３．１年生リーダーシップアワード ＧＰＡの確認【資料④⑤】 

 宮野教務主事より、1年生対象に「リーダーシップアワード Gold奨学

金」「リーダーシップアワード Silver 奨学金」を給付するため、1 年生

の GPAについて確認依頼がなされた。引き続き、現状の GPA一覧が資料

を基に説明がなされた。Gold 奨学金給付候補者は４名、Silver 奨学金

給付候補者は Goldの４名のほかに１名が加わり、合計５名である。 

 本件は、GPA に相違がないことを委員間で確認した。この後、国際高

等専門学校特別奨学生選考委員会で審議の上、給付者を決定することと

なっている。 

 

Ⅱ．協議事項 

       

  １．2019年度オリエンテーション実施計画について【資料⑥⑦】 

  宮野教務主事より、金沢 Cと白山麓 Cの実施計画について資料を基に

 案が説明された。加えて、白山麓 Cは入寮式からオリエンテーションま

 でのスケジュール案を記載した資料も提示された。白山麓 Cの安全教育

 については、１年生はエンジニアリングデザインⅠＡで実施する。伊藤

 委員によると、当日は「安全の手引」に記載されている案内図を白山麓

 C向けに変更し、新入生へ配付する予定である。 

  山岸委員より、オリエンテーション時に全学生へ３つのポリシーなど

 を周知するよう要望があり、それらを示したペーパーを担任より全学生

 へ配付の上、周知することとした。 

本件は、３月 11日開催の学務会議へ上程し、３月 27日（水）開催予

定の 2019年度 第１回教員会議で周知することとした。 
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卒業生の成績分布図 

出典「平成３０年度成績一覧表より作成」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            資料7-1-1-(2)-03
資料タイトル「平成３０年度卒業生５年次学科別成績分布図」
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学科別入学生数に対する卒業生数の割合

卒業年度 項目
電気電子
工学科

機械工学科
グローバル
情報工学科

計

卒業者数（名） 31 25 22 78

入学者数（名） 39 41 31 111

割合（％） 79.4 60.9 70.9 70.2

卒業者数（名） 24 35 38 97

入学者数（名） 31 44 45 120

割合（％） 77.4 79.5 84.4 80.8

卒業者数（名） 28 30 40 98

入学者数（名） 36 42 51 129

割合（％） 77.8 71.4 78.4 76.0

・卒業者数は、入学年度が異なる学生（在学中に原級留置がある学生）を除いている。

平成３０年度
（平成２６年度入学）

平成２９年度
（平成２５年度入学）

平成２８年度
（平成２４年度入学）

資料7-1-1-(2)-04
資料「学科別入学生数に対する卒業生数の割合」

出典「入学者数・卒業者数から作成」
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法人本部

企画部ＣＳ室

高専

ＩＣＴ教育評価委員会

学習・教育の成果を把握・評価する体制フロー図

報告

学務会議

校 長

調
査
依
頼

調
査
結
果

点検

評価

改
善
の
指
示

各委員会等

改善案
作成依頼

アンケート対象者

・卒業時の学生
・卒業後５年程度経った者
・進路先関係者

資料7-1-2-(1)-01資料タイトル「学習・教育の成果を把握・評価する体制フロー図」

出典「「自己点検・評価に関する高専組織機構図」に基づいて作成」942



出典「卒業生（修了）者進路実績票」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料7-1-3-(1)-01
資料タイトル「卒業者進路実績表」
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