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□飛行機利用「羽田－小松」約1時間（1日11～12便）※小松空港－金沢駅

90 キャンパスマップ
□JR利用「名古屋－金沢」
約2時間40分※新幹線ひかり・特急しらさぎ

連絡バスがある。

□高速バス利用
約4時間（1日10便）
91 「名古屋－金沢」
学生寮／サークル&課外活動

□JR利用「東京－金沢」約2時間30分※北陸新幹線
□高速バス利用①「新宿駅－金沢」7時間25～55分（1日4～8便）
□高速バス利用②「東京駅－金沢」8時間30分（1日1便）
※東京方面からの高速バスは東京駅や新宿駅以外に八王子駅，横浜駅からも出

入試情報

92

自家用車でのアクセス
95 アクセス
□北陸自動車道森本ICで下り，山側環状道路を利用されると便利です。

ております。
※詳細は「北陸鉄道」
または「西日本JRバス」のホームページをご覧ください。

金沢駅

大阪・京都方面からのアクセス

石川の玄関口，JR金沢駅。駅周辺整備事業に
より，総ガラス張りの巨大な「もてなしドーム」
や鼓がモチーフの「鼓門」が登場。金沢の新シ
ンボルとして存在感を醸しだしています。

□JR利用「大阪－京都－金沢」約2時間30分※特急サンダーバード
□高速バス利用①「京都－金沢」約4時間（1日5便）
□高速バス利用②「大阪－金沢」約4時間50分（1日7便）

金沢駅からキャンパスまでのアクセス（北陸鉄道バス利用の場合）
□角間キャンパス／バス停：金沢大学自然研前，
金沢大学中央又は金沢大学まで
金沢駅兼六園口
（東口）
6番乗場発／91
（平日のみ，
富本町経由）
・

ホテル金沢

93・94・97金沢大学行き
（兼六園下経由）
34～37分
□宝町・鶴間キャンパス
（医学類・保健学類）
／バス停：小立野まで
金沢駅兼六園口
（東口）
7番乗場発／ 11東部車庫・金沢学院大学行き，
12北陸大学・湯涌温泉行き
（小立野経由）
20分
金沢駅兼六園口
（東口）
6番乗場発／ 13湯谷原・医王山 14田上行き
（金商経由）
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金沢大学の源流は，1862（文久2）
年に創設された加
賀藩彦三種痘所にまで遡ることができます。150年以

向かうことのできる人材が不可欠です。

上にわたる歴史を経て，現在の日本海側にある基幹的

金沢大学では，自己の使命を国際社会で積極的に果

な総合大学へと発展し，わが国の高等教育と学術研究

たし，知識基盤社会の中核的なリーダーとなって，常に

の興隆に大きな貢献をしてきました。

恐れることなく現場の困難に立ち向かっていける
“金

このように長い歴史と伝統を誇る金沢大学は，
「地域

沢大学ブランド”人材の育成を教育上の大きな目標と

と世界に開かれた教育重視の研究大学」を大学憲章に

しており，これを実現するために次の5つの能力からな

掲げ，より柔軟な学びのシステムを導入するために，

る「金沢大学〈グローバル〉スタンダード（KUGS）」を

2008（平成20）年4月，従来の学部学科制から先進的

策定しました。

な学域学類制へと移行しました。さらに，金沢大学の強

①自己の立ち位置を知る

みを生かし時代や社会のニーズに応えるべく学類の再

②自己を知り，自己を鍛える

編を行い，
2018
（平成30）
年4月からは3学域・17学類

③考え・価値観を表現する

へと新たな舵を切りました。そこでは，最終的な専門を

④世界とつながる

入学後に決定できる経過選択制と，幅広い学習機会が

⑤未来の課題に取り組む

得られる副専攻制を活用し，個々の学生が自身の目的
に沿った自由な学びを提供します。

このKUGSに基づき，2016（平成28）年4月，従来の
共通教育科目を一新すると共に，新たな教養教育を実
施するための組織「国際基幹教育院」を創設し，学生が

期を迎えています。民族対立と移民問題など国際情勢

卒業までに5つの能力を身に付けることができるよう

は激動し，頻発する国際テロによって世界の平和が脅

に教育内容・教育体制を整備しました。

かされるさなか，ポピュリズム，大衆迎合主義がまん延

また，金沢大学では，文部科学省の公募事業採択によ

し，持続的な発展を阻害する地球規模の多くの課題に

り，様々な先進的教育プロジェクトを展開しています。

直面しています。国内では，次々に起こる日本を代表す

「大学教育再生加速プログラム（AP）」では，学生が自

る大企業群の破綻によって，モノ造り大国であった日

己を知り，自ら考える主体を形成できるように，学生の

本の国際競争力が一段と低下し，少子高齢化をはじめ

主体性を育むカリキュラムや教育方法・学修支援環境

山積する社会課題が眼前に迫っています。

の構築を目的として，アクティブラーニングの深化・
充実と，定量的な学修評価の実現に取り組んでいます。

くためには，専門分野の知識と能力に加え，国際感覚と

その一環として，附属図書館においてラーニングコモ

分野横断的な統率力を身に付け，社会における自己の

ンズを整備し，グループ学習や自発的学修を支援・推

―

我々を取り巻く世界の状況は，今，まさに大きな変革

これら困難な課題に立ち向かい新しい未来を切り拓

沿
革
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立ち位置を知り，そこにある諸課題に自ら率先し立ち

伝統と革新の融合から
新たな知の創造へ

果

進しています。
「スーパーグローバル大学創成支援
事業（SGU）」では，全ての学生が，国際コミュニケー
ション力と交渉力を磨き，あらゆる困難に立ち向か
う精神力とグローバル人材として世界に飛び立つ
力を培うことができるよう，派遣留学制度や海外留
学のための奨学金制度を充実させるなど，全学を挙
げてグローバル人材育成に向けた支援を行ってい
ま す。さ ら に，2016（平 成28）年 度 入 学 生 か ら
クォーター制を適用することにより，学生が積極的
に海外留学に挑戦できる教育環境を整えています。
金沢大学は，世界のトップレベル大学と伍して，
卓越した教育研究を推進展開する大学として，現
在，全教職員が一丸となり真のグローバル大学とな
ることを目指しています。
「世界トップレベル研究
拠 点 プ ロ グ ラ ム（WPI）」の採択を受け2017（平成
29）年10月に創設した
「ナノ生命科学研究所」が創
出を目指す新学問領域「ナノプローブ生命科学」を

う

―

よ

はじめとした，金沢大学が持つ世界的に卓越した強
み・特色のある研究を推進し，その研究成果を教育
に還元することにより，金沢大学は，
“金沢大学ブラ
ンド”の人材となり挑戦し続けるグローバル人材

。

の育成に，全力で邁進していきます。

・

。

）

）

30

2018年

（平成

（平成

）

28

2016年

（平成

）
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（平成

2008年
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学 類 の 再 編 を 行 い，3 学 域・1 7 学

類体制となる。

人 間 社 会 学 域 ／ 6 学 類（人 文 学，法

学，経 済 学，学 校 教 育 学，地 域 創 造

学，国際学）

理 工 学 域 ／ 7 学 類（数 物 科 学，物 質

化 学，機 械 工 学，フ ロ ン テ ィ ア 工 学，

電 子 情 報 通 信 学，地 球 社 会 基 盤 学，

生命理工学）

医 薬 保 健 学 域 ／ 4 学 類（医 学，薬 学，

創薬科学，保健学）

共 通 教 育 科 目 を 一 新 す る と と も に，

国際基幹教育院を創設する。

金沢大学創基150年

8学部を3学域・16学類に改組
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学域学類制と学修（習）支援

一人ひとりの成長をかな える
金沢大学では，学生一人ひとりの成長を無理なく促して，
世の中に必要とされる能力を身につけるための「新しい学びの環境」や学域学類制，
経過選択制など，柔軟な進路選択に適した教育のしくみを用意しています。

幅広い枠組みでの入学

さらに，入学後に幅広い学問分野に触れ

金沢大学では，学部学科の垣根を超え，

を選択したいとは思いませんか？ 金沢

異なる学問分野が融合した
“学域学類

大 学 で は2018年 度 入 試 か ら「一 括 入

基礎
専門
「経

制”を採っています。

試」
を始めました。一括入試で入学する

基礎

学域学類を簡単に言うと，学部学科に比

魅力は，入学後，大学の中で学びながら1

じっ

べて，より幅広い学問領域を示すもので

年間をかけて，これから自分が進む学類

でい

す。学部学科制だと特定の学問を追究す

もしくは専攻を選択できるということ

るという縦割り色が強く，学部学科単位

です。

て，体験し，理解を深めながら専門分野

の授業に固定され，他の学術分野に興味

「受験時までに学びたいことが漠然とし

があっても受講が制限されてしまいま

ていて決められない」，
「幅広く学びなが

すが，学域学類制では“境界領域を含ん

ら自分のやりたいことを見極めたい」と

だ広い分野の学問の履修”が可能です。

いう方。金沢大学では，入学後，まずは学
びの基礎を固めつつ，自分が本当にやり
たいテーマを探していくことができます。

複眼
「主

「主専

「副専

に選

いき

で，視

応用

１年生

入学
（学類単位の入試）

入学
（一括入試）

共通教育科目
✓ 導入科目
□

コース

□
✓ GS科目
□
✓ GS言語科目

専門基礎科目
学域GS科目

(* KUGSの教育目標で示された
具体的な能力を獲得するために
設定された学域の科目。
KUGSについては次ページ参照。
)

＋
協働的体験教育
プログラム

主専攻 コース
２年生から学類に所属

「入学後に学ぶ学類を
決めたい」
方は

入学時に学類に所属

「学びたい学類が
決まっている」
方は

２～３年生

後期一括入試で入学した学生は，
1年次は国際基幹教育院総合教育
部に所属し，
2年次に各学類
（保健学類では専攻）
に移行します。
1年間の大学での学びや様々な経験をもとに自分の興味や適性に
あった学類に進めるという利点がある一方で，
どうやって自分の進
路を決めればいいのか悩んでしまうこともあるかもしれません。
そ
こで，
アカデミック・アドバイザーという専任の教員が学類選択の
サポートをします。
各学類・専攻等の情報提供，
各学類の教員や先輩
学生との連絡，
履修相談，
などの様々な場面で支援を行います。
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コース

専門教育科

✓ コア・カ
□

□
✓ キャリア

副専攻
■ アドバイス教員制度
学修
（習）
・履修方法やコース選
択などについて，一人ひとりに
親身な指導，
助言を行います。

■協働的体験教育プログラム
合宿やボランティア活動をとおし「他者と共
生する態度」を涵養するプログラムを実施し
ます。一部活動には単位も付与されます。

■ コア・カ

学びの核
（
限の科目を
設け，
基本を

■ コースガ

コースに関
明を行い，
できるよう

かな える学びの環境。

分野

金沢

括入

が向い合い，カウンセリングを行います。
▶ 障がい学生支援

2015（平成27）年度に「障がい学生支援室」を設置
し，各学類や保健管理センターと連携しながら，身
体・発達・精神に関する障がいをもつ学生からの

基礎を学んでから
専門領域を決める
「経過選択制」

「自学自習」を支援
金沢大学は
「学生の個性と学
ぶ権利を尊重し，自学自習を

基礎を学びながら，ゆっくりと，

基本とする」
ことを大学憲章

ら1

じっくりと，自分のテーマを選ん

で宣言しています。学びの主

でいくことができます。

人公はあなたがた一人ひと

こと

とし

なが

い」と

は学

やり

ます。

法やコース選
一人ひとりに
行います。

プログラム

をとおし「他者と共
ログラムを実施し
付与されます。

りです。その学びを入学から

複眼で学ぶ
「主専攻・副専攻」
「主専攻」
に加えて興味関心のある
「副専攻」
を，一人ひとりが主体的
に選び，自分の学びを広げ，深めて

卒業に至るまで，年次や個々
人の状況，適性，志望などに
応じて，きめ細かにサポート
する支援システムが充実し
ています。

応用力が鍛えられます。

大学院
修士・博士前期課程
専門職学位課程

４年生

進学
専門教育科目

✓ コア・カリキュラム
□
□
✓ キャリア形成科目

卒業論文

コースに関する分かりやすい説
明を行い，的確なコース選択が
できるよう支援します。

ノートパソコンを全員が持ち，授業はもちろん，学
生生活，就職活動などに広く活用します。
▶ 英語検定試験義務化

英語能力向上のため，全ての学生が在学中複数回，
TOEIC等の英語外部検定試験を受験します。経済
的な理由で受験困難な学生への受験料補助制度や
成績優秀者奨学金制度による支援を行っています。

▶ インターンシップ

実際の職場を体験することによって，職業観・就
労観を醸成し働くうえで必要な力を学びます。

■ キャリア形成プログラム
「キャリア教育」
や
「キャリア形成
カリキュラム」によって，卒業後
の進路を描く手助けをします。

■ アクティブ・ラーニング
多くの科目にアクティブ・ラーニ
ングを取り入れて，
自ら学び行動
し，
学習成果向上をはかります。

石川県内の他大学の授業が金沢の中心市街地で受
けられ，単位の取得もできます。

▶ 進路・就職相談

各学類や就職支援室で，大学院進学や就職につい
ての相談に常日頃から応じます。
▶ キャリアカウンセラー

卒業研究

■ コースガイダンス

▶ ノートパソコン全員必携

▶ いしかわシティカレッジ

大学院
博士後期課程

学びの核
（コア）
となる必要最小
限の科目を学類・コースごとに
設け，
基本を固めます。

内容を筆記して伝える支援。

金沢大学が交流協定を結んでいる世界およそ
40ヵ国の大学へ，留学します。

で，視野が広がり柔軟な発想力や

■ コア・カリキュラム

要望に基づき，様々な支援を行っています。
（例）ノートテイク：聴覚障がいのある学生へ講義

▶ 派遣留学プログラム

い き ま す。学 際 的，横 断 的 な 学 び

卒業

制度

ボランティアが秘密厳守で対応し，
助言します。

悩みや問題を抱える学生に，専任のカウンセラー

する

学類

履修・学修（習），進路などの相談事に，教員・学生

▶ 専任カウンセラー

制，

触れ

▶ なんでも相談室

社会人
企業
公務員
教員
NPO
専門職業人

就職に関する疑問や悩みについて，専門のカウン
セラーが相談に応じます。エントリーシートの添
削や面接練習も行っています。
▶ 就職ガイダンス

主に3・4年生を対象に，就職活動にタイムリーに
対応した様々な就職ガイダンス等を実施します。
▶ 業界・企業研究会

業界や企業を理解し，自分に合った進路を選択す
るための合同企業説明会を学内で行います。
▶ 教員採用試験説明会

教員を志望する学生のために，採用試験説明会を
行っています。
▶ 公務員試験対策講座

各種の公務員試験に対応する対策講座を設け，合
格をサポートします。
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金沢大学が育成する人材像

世界に輝く
真のグローバル
人材育成

グローバル化が不可逆的に進行する現在の国際社会。
金沢大学では，
自己の使命を国際社会で積極的に果たし，
知識基盤社会の中核的なリーダーとなり，常に恐れる
ことなく現場の困難に立ち向かっていける人材を育成
します。金沢大学が育成するこの人材像を，金沢大学
〈グ ロ ー バ ル〉
スタンダード
（Kanazawa University
"Global" Standard）と し て，育 成 す る 能 力・体 力・
人間力を次の5つのスタンダードで表しています。

己の使命を主体的に把握する能力

科学的世界観
批判的思考力

冒険と心身の鍛錬を通して常に自己
の人間力を磨き高めていく能力

フィロソフィー

世界とつながる

的空間の中に立つ自己の位置，自

自己を知り，
その限界に挑戦し，
知的

考え・価値観を表現する

て，人類の歴史学的時間と地政学

自己を知り，自己を鍛える

自己の立ち位置を知る

鋭い倫理感と科学的知見をもっ

論理的構成力や言語表現力を駆使
して概念やアイデアを明確に表現
し，かつ自己の感性や価値観を的
確に他者に伝える能力

論理的構成力

アイデンティティ

物語力

健康増進

言語表現力

地政学的洞察力

心身の成長

感情表出力

規範意識

克己

創造的形象力

歴史的洞察力

すべての学域・学類の学生が，
金沢大学に入ってまず学ぶのが共通教育科目です。KUGSを実現する

GS科目
◎現代世界への歴史
学的アプローチ
◎グローバル時代の
政治経済学
◎グローバル時代の
社会学
◎ケーススタディ
による応用倫理学
◎地球生物圏と人間
◎物理の世界/
化学の世界
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金沢大学生として学ばせたい科目を体系的に厳選。すべての学生は各スタンダードから3科目以上を選択します。

◎哲学
（自我論）
◎パーソナリティ
心理学
◎グローバル時代の
文学
◎健康科学
◎細胞・分子生物学
◎エクササイズ&
スポーツ 実技

◎プレゼン・ディベー
ト論
（初学者ゼミII）
◎クリティカル・シ
ンキング
◎価値と情動の認知
科学
◎論理学から見る
世界/数学的発想法
◎芸術と自己表現
◎スポーツ科学

ために，
共

スーパーグローバル大学創成支援

導入科目
さまざまな学問に対する
基礎を身に付ける!

社会のグローバル化が急速に進む中，さまざまな場でグローバル

大学生活のスタートはとかくとまどいがちなもので

に活躍できる人材の育成が，急務となっています。

す。これをサポートし，大学生活を軌道に乗せる役割を

スーパーグローバル大学創成支援（SGU）事業とは，世界トップレ
ベルの研究を行う大学や国際化を牽引する大学を重点的に支援す

果たすのが，導入科目です。これには，大学生活の基礎
から現代的教養や将来設計までの幅広いレクチャーを
受ける「大学・社会生活論」と，自発的な学習能力の基
礎を身に付ける
「初学者ゼミI」，地域と共に生き，世界へ

る文部科学省の事業です。

羽ばたく基礎を創る「地域概論」があります。

金沢大学は，このSGU事業タイプB（グローバル化牽引型）の24校

また，金沢大学では，携帯型パソコンを全学生必携と

の1校として，採択されました。

し，eラーニングを使った授業やポータルサイトの充実
を図っています。そのために必要な情報倫理やネット
ワークセキュリティの知識，基本ソフトの操作などを
学ぶ「情報処理基礎」もあります。

他者への深い共感にもとづいて異
文化を受け入れ，各人にとっての
自国と郷土の文化に対する強い自
覚と誇りをもって世界と積極的に
つながっていく能力

未来の課題に取り組む

世界とつながる

を実現する

共通教育で学ぶこと

GS言語科目
実践で役立つ「使える英語」を
身に付ける!
GS言語科目は，
「TOEIC準備」
4科目と
「EAP
（English for
Academic Purposes）
」
4科目の計8科目及び留学生用
日本 語 科目から 構 成されています。
「TOEIC準 備」は，
TOEICなどの外部検定試験が求める英語力の向上を目
指し,「EAP」は，大学の講義や研究で必要とされる英語
科学技術の動向，自然環境変動，持

運用力を身に付けることを目指します。

続可能性などの多角的視座から，
地球と人類，国際社会と日本の未

基礎科目

来を総合的に予測し，未来の課題
に取り組んでいく能力

共感・歴史観

想像力・創造力

日本文化・金沢文化理解

情報分析力

異文化理解

総合的判断力

国際関係の理解

蓋然性

国際コミュニケーション力

持続可能性

ために，
共通教育においてKUGS教育プログラムを実施します。

します。

専門分野の学習に必要な
基礎学力を修得する!
理工学域，医薬保健学域の学生が専門の基礎的力量を
獲得し，将来における視野を拡大するために学びます。
主として数学，物理学，化学，地学の分野に関する授業
科目が開講されます。

初習言語科目
「英語」以外の
外国語を身に付ける!
開講される科目は，ドイツ語，フランス語，ロシア語，中
国語，朝鮮語，ギリシア語，ラテン語，スペイン語で，学
類毎に必修または選択が指定されます。

◎金沢・能登と世界
の地域文化

◎科学技術と
科学方法論

◎日本史・日本文化

◎統計学から
未来を見る

◎異文化間コミュニ
ケーション

◎情報の科学

◎異文化体験

◎環境学とESD

◎国際社会とボラン
ティア

◎生活と社会保障

◎グローバル社会と
地域の課題

その他の
共通教育科目

◎人権・
ジェンダー論

社会で求められる「人間力」を身に付ける「人間力強化
プログラム」
の一環として
「地域「超」体験プログラム」
が実施されます。
その他，教育職員免許状関係の科目（「日本国憲法概説」
など）
や，単位互換制度によって石川県内の諸大学が授
業科目を提供する
「いしかわシティカレッジ」，放送大
学の授業が履修できます。
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金沢大学の海外留学

世界へと開いた
制度や仕組みで
国際通用性を磨く

金沢大学では，45 をこえる国や地域からの外国人留学生
500 名以上が学んでいます。彼らが充実した留学生活を
送れるよう，英語による授業が中心の短期留学プログラム
（KUSEP）を開設したり，相互理解を深めるために異文化
交流の場を設けています。
また，派遣留学プログラムを利用して，毎年数多くの学生
が協定校へ交換留学生として派遣されています。

□国・地域別協定校（主な派遣先大学）

金沢大学の海外留学
金沢大学の海外留学には主に次の2つの種類があります。

①派遣留学
金沢大学が交流協定を結ぶ機関は，世界約 45 カ国で約 240
機関におよびます。そのうち約 170 の大学と「学生交流協定
の覚書」を結んでおり，留学先の交流協定校に授業料を支払
わずに半年間から1年間留学します。

○期

間

留学先大学の 1 学期間（約半年間）もしくは 2 学期間（約 1 年
間）です。協定校によっては 1 学期間の留学は受け入れてい
ない場合もあります。

○費

用

主な費用は以下のとおりです。
授業料：留学中も金沢大学へ授業料を納付し，派遣先大学の
授業料は免除されます。
生活費：月5万円〜15万円程度（国，地域による）
奨学金：日本学生支援機構の奨学金受給者に選ばれれば，月
6 〜 10 万円（地域による）の奨学金が給付されます。また，
金沢大学では留学のため 4 年間で卒業できなかった場合，留
学期間に応じ，半期 25 万円を奨学金として給付します（留学
許可を得て留学した場合）。
○派遣留学生になるには以下の図をご覧ください。

■韓国/釜山大学，釜慶大学，東亜大学，漢陽大学
■中国/北京師範大学，北京語言大学，蘇州大学，大連理工大学
南京大学，南開大学，東華大学
■台湾/台湾師範大学，台湾政治大学
■インド/ティラク・マハラシュトラ大学
■タイ/チェンマイ大学
■ベトナム/ハノイ貿易大学
■マレーシア/マラヤ大学
■フィンランド/ユバスキュラ大学，アールト大学
■ノルウェー/
ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学・哲学学科
■ロシア/カザン連邦大学，極東連邦大学
■ポーランド/ワルシャワ大学
■チェコ/カレル大学
■ドイツ/ジーゲン大学，レーゲンスブルク大学
デュッセルドルフ大学
■フランス/オルレアン大学，ロレーヌ大学
トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校，ジャン・ムーラン・リヨン第３大学
■スペイン/バルセロナ自治大学
サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学，サラマンカ大学
■ベルギー/ゲント大学
■イギリス/シェフィールド大学，セントラル・ランカシャー大学
■アイルランド/ダブリンシティ大学
■カナダ/モントリオール大学
■アメリカ合衆国/タフツ大学
ニューヨーク州立大学バッファロー校
ニューヨーク州立大学ニューポルツ校
イリノイカレッジ，ネヴァダ大学リノ校
リーハイ大学人文科学部
■メキシコ/モンテレイ工科大学
■オーストラリア/オーストラリア国立大学
シドニー工科大学，ニューイングランド大学
チャールズ・ダーウィン大学

□派遣留学までの流れ
留学先が韓国・オーストラリア以外の場合
1次
（秋）
募集

留学先が韓国・オーストラリアの場合
2次
（冬）
募集

韓・豪
（春）
募集

5～6月頃 講義
「大学・社会生活論」
の
「留学と国際交流」
を受講
7月頃 派遣留学説明会
10～11月頃 学内選抜試験（書類審査・面接）
12月頃 派遣留学候補者の発表
2月頃 学内選抜試験（書類審査・面接）

1～3月頃 派遣留学先への申請手続き
（受入れ大学による書類審査）

3月頃 派遣留学候補者の発表
4月頃 派遣留学先への申請手続き
（受入れ大学による書類審査）

4～5月頃 派遣留学先大学の決定
（派遣留学先からの受入れ許可）

5月頃 派遣留学先大学の決定
（派遣留学先からの受入れ許可）
8～9月頃 渡航

5月頃 学内選抜試験（書類審査・面接）
6月頃 派遣留学候補者の発表
9～10月頃 派遣留学先への申請手続き
（受入れ大学による書類審査）
11～12月頃 派遣留学先大学の決定
（派遣留学先からの受入れ許可）
2～3月頃 渡航
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○金沢大学公式海外派遣プログラム（短期研修）
1

②短期海外研修
交流協定校や企業等で，海外異文化体験実習・語学研修・海外イ

種
別

2

海外体験実習・
語学研修

海外インターンシップ・
専門的実習

・ ファーストステッププ
ログラム

（学生交流・日本紹介・
異文化体験・見学・訪問
等）
・一般的語学研修

（語学研修集中コース）
【言語】英語・中国語・フ
ランス語・ドイツ語・ロ
シア語・スペイン語
・専門的語学研修

（語学研修＋専門分野に
関する見学・訪問等）

・現地研修・施設見学・セ
ミナー・ ワークショッ
プ・施設見学・研究交流・
実践活動・調査・共同研
究
・語学研修＋海外インター
ンシップ（ 2 週間＋ 2 週
間）
・海外企業・機関等にて海
外インターンシップと
して業務活動を行う

アジア

アジア
（タイ・中国・台湾・カンボ
ジア・フィリピン・ベトナ
ム・インドネシア・モンゴ
ル・シンガポール）
ヨーロッパ
（ベルギー・チェコ・オラ

ンダ・ドイツ・スイス）
オセアニア
（オーストラリア）
北米
（アメリカ）

ンターンシップ・専門的実習に参加します。主に夏休み・春休み
中にプログラムが開催されますが，プログラムによってはクォー
ター期間中に開催される場合もあります。
授業の一環としてプログラムに参加すれば，単位修得や学内奨
学金の申請対象につながります。

○金沢大学公式海外派遣プログラム（短期研修）
○費用・奨学金

研
修
内
容
等

・参加費用は渡航費・滞在費を含めて，プログラムの期間や内容
にもよりますが，2 〜 3 週間の参加の場合，おおよそでアジア
（約 15 万円〜）
・ヨーロッパ・オセアニア・北米（約 50 万円〜）
がかかります。
・本学の公式プログラムで日本学生機構（JASSO）の支援制度の
採択を受けたプログラムでは，選考によって6〜10万円（地域
による）の奨学金がもらえることもあります。
・金沢大学独自の奨学金制度（スタディアブロード奨学金）でも
選考によって5〜9万円
（地域やプログラムによる）の奨学金が
もらえることもあります。

○どこで情報が得られるの？

こ （中国・台湾・タイ）

れ 北米
ま （アメリカ・カナダ）

で オセアニア
の （ニュージーランド）

主 ヨーロッパ
な （英国・フランス・ドイツ・
渡 ロシア・スペイン）
航
先

・主に，学内「アカンサスポータル」や各学域の掲示版で，説明会
や科目ガイダンスのお知らせをしますが，プログラム実施教
員の授業等で案内することもあります。
・また，
「国際交流・留学」Webサイトの「その他の海外留学一覧」
からプログラムの詳細を確認することが可能です。
★金沢大学「国際交流・留学」Webサイト （「金沢大学

国際交

流・留学」で検索）
http：//sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/
> その他海外留学一覧 > 黄色のバナーをクリック（PDF）

金沢大学独自の奨学金
海外留学を支援する制度として，スタディアブロード奨学金
があります。詳細は上記「国際交流・留学」Webサイト＞「奨
学金・各種支援」を参照してください。

□問い合わせ先：国際部留学企画課留学推進係

期
間

参
加
対
象

参
加
条
件

2 ～ 4 週間程度の短期,（も
しくは 6 ～ 8 週のＱ２英語
コース）

2～ 4 週間程度

全学

各学域・研究科にて分野が
絞られる場合が多い

英語：必要なし
他の言語：使用言語の語学
基準を求められる場合が
多い

使用言語の語学基準を求
められる場合が多い

※本学主催の公式プログラム以外にも，協定校のサマー
コースや個人留学等，様々な海外研修があります。

studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp
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金沢大学の教育組織

3 学域・17 学類・42 コース／専攻

人間社会学域

理工学域

医薬保健学域

学ぶことは，普段の社会生活の
なかにたくさんあります。

領域を超えることで，
可能性がさらに大きく広がります。

医療人にとって大切なすべてを，
日々，身に付けていきます。

人文学類






▪心理学コース
▪人間科学コース
▪フィールド文化学コース
▪歴史文化学コース
▪言語文化学コース

法学類




▪公共法政策コース
▪企業関係法コース
▪総合法学コース

経済学類



▪エコノミクスコース
▪グローバル・マネジメントコース

学校教育学類



▪教育科学コース
▪教科教育学コース

地域創造学類





▪福祉マネジメントコース
▪環境共生コース
▪地域プランニングコース
▪観光学・文化継承コース

国際学類






▪国際社会コース
▪日本・日本語教育コース
▪アジアコース
▪米英コース
▪ヨーロッパコース

数物科学類




医学類（6年制）
薬学類（6年制）
創薬科学類（4年制）
保健学類

▪数学コース
▪物理学コース
▪計算科学コース

物質化学類



機械工学類




▪機械創造コース
▪機械数理コース
▪エネルギー機械コース

▪看護学専攻
▪放射線技術科学専攻
▪検査技術科学専攻
▪理学療法学専攻
▪作業療法学専攻

フロンティア工学類


コース制は採用せず，4 つのコアプ
ログラムと 6 つのフロンティアプロ
グラムを設置

電子情報通信学類



▪電気電子コース
▪情報通信コース

地球社会基盤学類




▪地球惑星科学コース
▪土木防災コース
▪環境都市コース

生命理工学類




▪生命システムコース
▪海洋生物資源コース
▪バイオ工学コース

学域・学類に関するQ&A
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▪化学コース
▪応用化学コース

入学が決まってからのお金に関するQ&A

Q

従来の学部学科制と学域学類制の違いは何ですか？

Q

入学が決まったら，どれくらいお金がかかるの？

A

学部学科の垣根を越え，異なる学問分野が融合した学類により，
学びの選択の幅が広がり，入学後，基礎を学んでから専門領域を
決めることができます。詳しくは4 5ページをご覧ください。

A

入学料と授業料，その他の経費を納めてもらうことになります。

Q

入学後は希望のコースに所属できますか？

A

希望のコースに所属できるよう配慮しています。
コース分けのルールは学類によって異なり，上限定員を設ける場
合と希望配置の大きく2つのタイプがあります。上限定員を設け
る学類は，入学後，コース希望調査を数回行い，希望者数などを
事前に把握しています。おおむね，希望通りのコース選択ができ
ていますが，受入可能上限数を超える場合は，選抜を行うことが
あります。大学入学後の成績を基に選抜することが多いです。詳
細は各学類のWebサイトを参照ください。なお，副専攻等で希望
の学問分野を学ぶこともできます。

■授業料等学生納付金（予定額）
①入学料／ 282,000 円

②授業料（前期分）／ 267,900 円（年額）535,800 円

■その他に必要な経費（予定額）
学生教育研究災害傷害保険料／人間社会学域全学類・理工学域全学類・薬学類・
創薬科学類・保健学類（ 4 年分）3,300 円，医学類（ 6 年分）4,700 円

Q

奨学金について教えてください。

A

本学で取り扱っている奨学金には，日本学生支援機構奨学金，
地方公共団体及び民間育英団体の奨学金があります。いずれの場
合も，奨学生となるには，主に学業成績が優秀で，経済的理由によ
り学資支弁の困難な学生が対象となり，選考の上，決定されます。

■日本学生支援機構（貸与型奨学金）
第一種（無利子），第二種（有利子）があります。

Q

入学してから，他の学類・コースに変わることはできますか？

A

条件を満たせば，一部の学類を除いて可能です。
転学類の希望がある場合は1年の後期に申請し，受入れ側の学類
が設定する条件を満たせば，人数に制限はありますが，2 年進級
時に他の学類に変わることができる制度があります。ただし，薬
学類，創薬科学類では，薬剤師国家試験受験資格の関係から，転
学類の制度による受入れはありません。受入れ学年は2年前期と
します。また，コース・専攻制をとっているところでは，転コース，
転専攻の可能性もあります。転学類制度の実施や受入れ条件，具
体的な方法についての詳細は，学類ごとに異なります。

□種別貸与月額（平成 29 年度）
30,000円または45,000円
○第一種／自宅通学者
自宅外通学者 30,000円または51,000円のどちらかから本人が貸与月額を選択できます。
○第二種／ 30,000円，50,000円，80,000円，100,000円，120,000円のなかから，本人が貸与月額を選択で
きます。

■地方公共団体及び民間奨学団体（主に貸与型，一部給付型あり）
30 以上の団体が本学の学生に奨学金を貸与または給付しています。

Q

入学金や授業料の免除制度はありますか？

A

事情によっては納付の免除や納付期間の延長が，
申請可能です。

人間社会学域
College of Human and Social Sciences

6学類21コース
人文学類
■
■
■
■
■

経済学類
■
■

■
■
■

福祉マネジメントコース
環境共生コース
地域プランニングコース
観光学・文化継承コース

法学類
■
■
■

p22

エコノミクスコース
グローバル・マネジメント
コース

地域創造学類
■

p12

心理学コース
人間科学コース
フィールド文化学コース
歴史文化学コース
言語文化学コース

p30

学校教育学類
■
■

■
■
■
■

p26

教育科学コース
教科教育学コース

国際学類
■

p18

公共法政策コース
企業関係法コース
総合法学コース

p34

国際社会コース
日本・日本語教育コース
アジアコース
米英コース
ヨーロッパコース

学ぶことは，
普段の社会生活のなかにたくさんあります。
人間社会学域は，文学部，教育学部，法学部，経

は，人間とその社会が直面するいまの時代の激変

済学部を発展させた「人間」と「社会」を探求する

に立ち向かうため，既存の学問研究を発展させる

学域。既存の学問領域をゆるやかに包括し，人間

とともに，関連する学問領域の連携を重視してい

と社会が直面する諸問題を解決するためのさま

ます。一人ひとりが自らの｢学び｣を主体的にデ

ざまなツールを深く学ぶことのできるメニュー

ザインし，問題の解決に必要な知力と行動力を鍛

を用意しています。人文学類，法学類，経済学類，

えることができます。

学校教育学類，地域創造学類，国際学類の6学類
11

人文学類
■心理学コース
心理学

■人間科学コース

社会学／地理学／哲学・人間学

■フィールド文化学コース
フィールド文化学

■歴史文化学コース

日本史学／東洋史学／西洋史学

■言語文化学コース

日本語学日本文学／中国語学中国文学／英語学英米文学
ドイツ語学ドイツ文学／フランス語学フランス文学／言語学

特別プログラム

考古学
言語認知科学
比較文学

School of Humanities
https://jinbun.w3.kanazawa-u.ac.jp/

グローバル化，情報化が進む現代社会において，人間行動
や思考・創造の在り様を探求する人文科学の視点が重要
になっています。人文学類では，多彩なコース・分野・プ
ログラムでの学習を通じて，下記の能力を身に付けます。
・豊かな教養と課題発見能力
・社会的応用性を備えた専門性
・情報収集能力と自己表現能力
・柔軟なコミュニケーション能力
人間社会環境研究科
【博士前期課程】人文学専攻
大学院との接続
【博士後期課程】人間社会環境学専攻
（84ページ参照）

人間の営みを探求する知のフィールドは，限りなく深く広い。
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人文学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は ２ 年次Ｑ 1 ，上限定員有り）
学年

1

2

3

4

38単位以上。内訳は，導入科目 4 科目（大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，情報処理基礎，地域概論）計 4 単位，GS科目（ 5 群）で各群から 3 単
共通教育科目

位計15単位（ただしプレゼン・ディベート論（初学者ゼミⅡ）は必修）。GS言語科目計 8 単位，自由履修科目 3 単位以上，初習言語科目 1 言語 8
単位以上。第 1 学年から第 2 学年を中心に履修します。（第 4 学年まで履修可能です）
専門基礎科目（必修）

専門科目（必修／選択）

専門科目（必修／選択）

卒業論文演習A

人 文 学 序 説A・B・C・Dを 履 修

コース・主履修分野ごとに用意

講義系科目に加え，演習・実習

卒業論文演習B

し，人文学類の学問分野の広が

される概論・概説・講義系の科

系の科目群へと学習の比重が高

卒業論文

りと各分野における研究手法の

目によって各分野の基礎を学び

まります。主履修分野以外の専

イメージをつかみます。

ながら，講義科目や演習・実習

門教育科目も学び，学際性を高

科目を履修することで専門性を

めます。

専門教育科目

深めていきます。
コース共通科目（必修／選択）
コースごとに第 1 学年から第 2

第 2 学年からはそれぞれ研究室

第 3 学年から，コースによって

第 4 学年では，人文学類での学

学年にかけて用意される入門・

に所属し，コース・主履修分野

特別プログラムを選択すること

習の総仕上げとして指導教員の

概説系の科目を履修します。

の科目を中心に学習します。

ができます。

もとで卒業研究に取り組みます。

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

人間の行動と思想・歴史・文化・言語・

・人間の行動や知的営みの産物として

省における審査の結果，予定している教職課程

文学に関する人文諸学の成果を学ぶこ

の思想，歴史，文化，言語，文学に深

とを通じて，豊かな人間性と社会に対

い関心を持つ人

の開設時期が変更となる可能性があります。

大学院進学（当該学類卒業生の 7 ％）

する幅広い視野を持った人材の養成を

・調査，実験，文献読解などの幅広い人

目指します。少人数による演習や実習

文学の方法を学び，現代社会の諸課

東京大学大学院，金沢大学大学院，福井

を中心に，原典講読やフィールドワー

題の解決に活かす意欲のある人

大学大学院，名古屋大学大学院，京都大

クにも取り組み，自発的に課題を発見
し解決の方法を探る実践的能力を養い

・国内外の多様な価値観や文化を積極

学大学院

的に理解したいと考えている人
主な就職先

ます。

中部電力，日本食研ホールディングス，

学類共通科目
人文学類の特徴

人文学序説Ａ

人文学序説Ｂ

日本政策金融公庫，東日本旅客鉄道，北

コース，主履修分野，特別プログラム…

人文学序説Ｃ

人文学序説Ｄ

陸銀行，北國銀行，良品計画，教員（中・

選択の幅の広いカリキュラム

学類共通英語Ａ

学類共通英語Ｂ

高・特別支援学校），国立大学法人，国家・

総合的・学際的視野を持つ人材を養成

卒業論文演習Ａ

卒業論文演習Ｂ

地方公務員

するために， 5 つのコースと14の主履

卒業論文

修分野を設けています。特定の分野を

等

その他 3%

掘り下げて勉強するだけではなく，幅

主な取得可能資格

広い視野を身に付けるために多くの副

全コース：社会教育主事，学校図書館

専攻を用意しています。コース・主履

司書，中学校教諭一種免許状，高等学校

修分野は 2 年進級時に決定します。 3

教諭一種免許状，学芸員

年からは特別プログラム（考古学，言語

人間科学コース・フィールド文化学コー

認知科学，比較文学）を選択することも

ス：社会調査士（一般社団法人社会調査

できます。選択の幅を広げ，学生の研

協会）

究志望や人生設計に対応した教育が受

特別プログラム考古学： 2 級考古調査

けられるよう配慮しています。

士（考古調査士資格認定機構）
※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に
係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

医療・福祉 2%

金融・保険業
5%
建設業
5%
製造業
9%
情報通信・
運輸業
11%

公務
24%

産業別
就職状況

教育・
学習支援業
14%

卸売・小売業 サービス業
13%
14%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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心理学コース

心を科学し，心の問題に向き合える人材を
育てます。
心理学は，人間の行動から心にアプローチする科学です。
心理学の基礎理論や研究手法，さらに関連領域について専
門的に学ぶことによって，心の仕組みや行動の特徴を理解
し，社会的問題を解決できる，実践的な能力を養います。

な柱があります。
○現 代社会が抱える心の問題に向き合
える人材育成
心理学分野の幅広い知識と研究方法を
学ぶことによって，人間の心と行動の
様々な特徴を理解し，現代社会が抱え
る諸問題を実証的な方法で解明できる
人材の育成をめざします。
教育内容
心理学コースでは，実験や調査，統計法
などの技術を学ぶともに，心理学諸領
域の基礎知識や最新トピックなどを講
義や演習から学びます。 3 年次には，
自分の関心に基づいて実験や調査に挑
戦し， 4 年次には自分の研究を卒業論

コースの理念・教育目標
社会学，地理学，哲学・人間学の 3 つの
主履修分野から構成
社会調査やフィールドワーク，テクス
トの読解など，それぞれの主履修分野
の特徴をふまえた教育プログラムが組
まれており，自分の興味関心にあった

文としてまとめます。

○知識・技術・実践の融合による教育

カリキュラムは，人間社会学域の「公認

講義や演習を通して心理学の知識を学

心理師養成プログラム（仮称）」と合わせ

び（知識の修得），実験や調査の手法を

ることで，国家資格「公認心理師」受験

身に付け（技術の修得），学んだ知識や

資格のための大学段階での科目基準に

研究方法を活かして課題を研究する（知

適合するよう，準備を進めています。

識と技術の実践適用）という 3 つの大き

人間科学
コース

Course in Psychology

コースの理念・教育目標

Course in Human Sciences

人 間 と 社 会 に 行 動・
思想・環境からアプ
ローチします。

分野を中心に学ぶことができます。
■社 会学

人間の意識や行動や社会シ

ステムを学ぶことによって，今日の
社会の要請に応えられる感性と，分
析能力に優れた人材を育成します。
■地 理学

都市や農村など，様々な地

域でのフィールドワークを通じて，

人間と社会を行動・思想・環境の面から科学的・総合的に捉える「人間科
学コース」。講義やフィールドワークを通じて幅広く学ぶことによって，現
代の社会と人間をめぐる様々な問題について適切に対処できる総合的な力
を培います。

人間と環境との関係を総合的に理解
する能力を養います。
■哲
 学・人間学

他人の考えや常識に

■社会学

社会学調査法，社会統計学，

習を通じてフィールドワークの能力

とらわれず，物事の本質や筋道につ

社会調査や理論社会学の演習等を通

いて論理的に把握する考察力を培い

じて，社会学の基礎理論と実証的な

ます。

調査分析方法を修得し，グローバル

クストの正確な読解を基礎として，論理的な

に変動する現代社会を解明します。

思考法を身に付けます。さらに狭義の哲学

と論文作成能力を養成します。
■哲学・人間学

哲学者の思想の理解とテ

講義や演習を通じて自然地

の問題にとどまらず，現代の環境問題，生命

理学と人文地理学の総合的な知識と

倫理等を根源から考える能力を養成します。

■地 理学
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スキルを学ぶとともに，地域調査実

教育内容

フィールド
文化学コース

Course in Field Study of Cultures
日本唯一の
フィールド文化学コースで
異文化への理解を深めます。
フィールド文化学コースは，フィールドに出て，自分自身の五感を大切に
しながら，課題発見と解決のための知識を身に付ける，金沢大学にしかな
いユニークなコースです。その対象は，宗教・社会・技術・芸術・生活な
どのあらゆる文化現象にわたります。
○フィールドに出て五感で課題を発見

フィードバックさせていきます。

まずはフィールドに出て，自分の足で

1 年後期〜 2 年前期：概説科目を中心

歩き，自分の目で見，自分の肌で感じる

にフィールド文化学の全体像を理解し

ところから始めます。与えられたテー

ます。

マをマニュアルに沿ってこなしていく

2 年後期：専門講義科目の比重が高ま

コースの理念・教育目標

のではなく，自ら課題を探し出し，解決

ります。

○ 4 つの領域を統合した学際的なコース

方法を考え，地道な資料収集を通じて

3 年次：講義・演習・実習をバランス

比較文化学・文化人類学・文化遺産学・

説得力のある結論を導き出す実践的能

よく履修し，卒業論文へ向けて研究テー

考古学の 4 つのフィールド系研究領域

力を養うことを目標としています。

マを選定します。

を統合したこのコースでは，世界各地の

4 年次：総決算として卒業論文に取り
教育内容

たる総合的な理解をめざします。異文

講義や演習で得た知識をフィールド

化を多角的に理解することで，自分をと

ワークに生かし，そこから芽生えた新

りまく世界への考察を深めていきます。

たな問題関心を文献研究や実験研究に

組みます。

歴史文化学
コース

さまざまな文化の精神・物質両面にわ

コースの理念・教育目標
本コースは，日本史学・東洋史学・西
洋史学の 3 つの主履修分野で構成され，
文献史料・出土文字資料等を読み解き，
社会の歴史や文化を明らかにすること
をめざします。
学生は自分の関心に基づいて収集した
史料を分析し，第三者に対して説得力
のある発表を行う力を身に付けます。
大学での研究だけでなく，社会人とし
て活躍する際にも強く求められる資質
を培います。
教育内容
授業は，講義・演習・実習の 3 形式で
行 わ れ ま す。 講 義 は 基 礎 的 諸 問 題 を

Course in
History and Culture

日本と世界，古代から現代までを
広く学び未来を展望します。
過去・現在の資料を分析して時代を読み解き，未来を展望すること―これ
が「歴史文化学コース」の特色です。これまでの学説や常識を検証し，史資
料から読み取れる事実を精密に解釈し，多様な価値観への深い理解と洞察
力を涵養することをめざしています。

学ぶ概説と，個別テーマを学ぶ特殊講
義からなります。演習・実習は，学生

■日本史学：演習では，史料読解，研究

が主体的に参加する授業で，主履修分

史整理，聞き取り調査など，研究の手

野ごとに特色あるカリキュラムが組

法を学びます。実習では古文書等の

まれています。 4 年次には，卒業論文

読解力を養います。

で独自の歴史観を提示することをめ
ざします。

■東 洋史学：演習・実習を通じて外国
語史料の扱い方・歴史を描く方法を学

び，アジアの歴史に関する学生個々の
関心に基づき卒業論文を執筆します。
■西洋史学：演習では，外国語の文献の
読解を通じて研究の視点や史料の解釈
について学びます。実習では，基礎的
な研究手法を実践を通じて修得します。
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言語文化学コース

世界のコトバや文化への理解を深め，
運用能力を鍛えます。

底した少人数教育によって，中国語，英
語，ドイツ語，フランス語の聞く・話す・

人間社会そして精神そのものを構成している重要な要素，
コトバ及び文学，言語文化について深く学ぶ「言語文化学
コース」。能動的な学習を通じて基礎知識と個々の言語の運
用能力を身に付け，円滑なコミュニケーションができる人
材の育成をめざしています。

読む・書くなどのさまざまな運用能力
を身に付けることもめざします。知識
と運用能力を基盤として自分の意見を
構築し，説得的に他人に伝達できる人
材の養成が最終的な目標です。
教育内容
○コトバそのものの根源を問う
日本語を含めた世界中の言語を視野に
入れて，個々の言語，またそれを超えた
コトバそのもののあり方についての理
解を深めるための教育を行います。
○言 語の背景にある文化・思想への関
心を育む

コースの理念・教育目標

野からなっています。

各言語の文学作品の正確・精密な読解

○言 語・文学，言語学の 6 つの主履修

○コ トバの多面的な学習による知識と

を進めるとともに，その背後にある文

分野から構成

化，思想などへの幅広い関心を育む教

運用能力の体得

本コースは，日本語，中国語，英語，ド

第一の目標は，コトバと文学の科学的

イツ語，フランス語の言語とその文学

な研究にとって必要な基礎知識と方法

を研究する 5 つの主履修分野と，言語

論を修得することです。同時に，個々

のみを研究する言語学の計 6 主履修分

の言語を研究する主履修分野では，徹

Students' Voice 1

育を行います。

法学類

Course in Linguistics and
Literature

公共法政策コース

中西 加帆

主に国家公務員や地方公務員を目指す
法学類生に有益なコースです。
人文学類

心理学コース

私は公務員を志し，公共法政策コースを選択しました。

大黒 駿

心理学の対象範囲は幅広く，
多様な視野が開ける楽しい学問です。

このコースでは，社会の公的枠組みを形づくる法律や，



心理学といえば
人間のこころを
学ぶように思わ
れているかもし
れませんが，そ
の範囲はかなり
広く，動物を扱
う実験も行って
います。僕はスクールカウンセラーをめざしこのコースに
入ったのですが，いろいろ勉強を重ねていくうちに，他の
分野にも興味がわいてくるようになりました。幅広い考え
方を身につけるという意味でも，心理学は楽しい学問だと
思っています。ぜひ門を叩いてみてください。
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自治体における政策形成の過程，統計的データを活用す
る方法など，多角的に学ぶことができます。法律や政策
がうまく機能することによって，私たちの生活は成り立
つのだと実感でき，公務員の仕事に対する理解も深まり
ます。さらには，憲法や行政法などの基本科目で学ん
だことが，公
務員試験の勉
強において役
立つので，公
務員志望の方
におすすめの
コースです。

数物科学類

数学コース

吉川 健人

数学と登山はとてもよく似ています。

物質化学類

山を登っている間はきついけれど山頂に辿り着いた時，綺

化学コース

髙田 修平

からないときはきついけれど理解出来た時，俯瞰して物事

化学の奥深さ，そして驚きは
日々僕に充実を与えてくれます。

を見ることができるようになります。また，山頂まではつ

化学の魅力とい

麗な景色を見ることが出来ます。数学も，勉強していてわ

らいだけではありません。登山中少し周りに目を向けた

えば，実験を通し

とき，花が咲いていたり動物がいたりすると楽しいですよ

て様々な未知の

ね？数学も実は同じで，勉強の過程でも大小様々な発見が

反応や現象を解

沢山ありとて

明することだと

も楽しいです。

思 い ま す。 化 学

数学が大好き

コースではコー

という方，ぜひ

ス分けされた2年

僕たちと一緒

次から有機，無機，分析，生物などの様々な分野の化学につ

に楽しく数学

いての講義や実験があり，講義で学んだ知識を活かして様々

しましょう！

な実験課題に取り組みます。私は現在，遺伝子操作技術を用
いて,銅含有酵素の機能を向上させる研究に取り組んでいま
す。実験は自分の思い通りにいかないことも多いですが，自
分でその理由を考え，壁を乗り越えられたときの喜びはとて
も大きく，化学の楽しさを実感することができます。

医学類

鍛治 稔

MRTプログラムに参加
して医学研究の大切さ
に気付きました。
僕は2年次の夏からMRTプログ
ラムに参加して，現在自閉症
の発生メカニズムに関する研
究の手伝いをしています。医学研究は現代医療ではどうすることもでき
ない病気に対する対抗手段であり，そうした研究に参加することはこれ
からの医療や将来の自分のあり方を考えるいい機会になります。まだま

学校教育学類

五十嵐 綾

だ未熟ですが，これからもっと知識や経験を身につけて，いずれは自分
でテーマを見つけ研究をできるようになりたいと思っています。

経済学類

エコノミクスコース

嶋田 貴之

教育科学コース

仲間と切磋琢磨しながら学ぶ
ことのできる素晴らしい環境。
私が学校教育学類を目指したきっかけは，

世界に羽ばたくための環境がここにあります。

学校教育学類に通う2つ上の姉からよく話

経済学類には①ビジネスを体系的かつ実践的に学べる環境，②充実した留

た話の通り，熱心に指導して下さる教授や，

学支援という強みがあります。経済学，経営学等を幅広く履修でき，加えて，

講義に来て実際の現場の話を教えて下さる

英語での講義やインターンシップ制度等を通して，実践的に学ぶことがで

先生方に恵まれた大学だと実感しています。

きます。さらに，経済学類には海外交流室という留学相談・指導をしてく

また大学生活を送ってみて，教員をより強

れる施設があり，留学をより身

く志望するきっかけとなったのが教育実習

近なものにしてくれています。

です。附属学校での実習ということもあり，

実際に，私は１年間の交換留学

先生方の指導が非常に手厚く，仲間と切磋

を経て，外資系企業で働くとい

琢磨しながら充実した時間を過ごすことが

う夢を実現させました。グロー

できました。このコースだからこそ，教科

バル人材に必要な要素は，全て

の知識に限らず教育の歴史や発達心理につ

ここで学べます。ようこそ経済

いても学べ，将来教員になる上で大事な経

学類へ！

験ができました。

を聞いていたからでした。姉から聞いてい
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法学類

School of Law

https://law.w3.kanazawa-u.ac.jp

■公共法政策コース
行政・公共部門の人材を育成

■企業関係法コース
企業法務を担う人材を育成

■総合法学コース
法学関連の高度な専門的職業人や研究者を育成

よりよい社会の実現のために，法的・政策的な観点から
複雑な問題の解決をはかり，社会に貢献できる人材育成
をめざします。
高度に専門化・多様化した現代社会。複雑に絡み合った
問題の解決のためには，社会に対する幅広い関心をベー
スに自発的・意欲的に課題発見に挑み，その解決に必要
な知識と能力を身に付けることが不可欠です。
人間社会環境研究科
【博士前期課程】法学・政治学専攻
大学院との接続
法務研究科（法科大学院）
（84ページ参照）

現実社会のダイナミズムの中で生かせる法的思考を鍛えます。
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法学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 3 年次Q 1 ，総合法学コースのみ上限定員有り）
学年

1

GS科目

3

4

法学類生の受講する初学者ゼミは法学類の専任教員が担当します。
専門基礎科目（ 4 単位必修）

専門科目

2

卒業までに，初学者ゼミⅠ・Ⅱを含めた所定の科目を修得。

基本科目（選択必修）

応用科目（選択必修）

法学概論（ 2 単位）

憲法第二部，行政法第一部，

公共法政策コース：刑事訴訟法，地方自治法など

民事法入門（ 4 単位）

刑法，民法，会社法第一部，

企業関係法コース：手形法・小切手法，国際経済法など

政治学（ 2 単位）

公共政策論，政治思想史など

基本科目（選択必修）
憲法第一部，
演習科目（選択）
基礎演習

演習科目（選択）

総合法学コース：法理学，日本法制史など
演習科目

基礎演習

基礎演習（選択）

外国書講読

外国書講読（選択）

海外語学研修

専門演習（通年 4 単位科目。卒業には 4 単位必修）など

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の 4 ％）

よりよい社会の実現のために，法的思考

・社会問題に関心を持ち，よりよい社

千葉大学大学院，一橋大学大学院，金沢

によって問題の解決策を導き出せる人

会の実現のために貢献したいと願っ

大学大学院，名古屋大学大学院，京都大

材の育成をめざします。そのため，法

ている人

学大学院，神戸大学大学院

学や政治学，関連領域科目を体系的に学

・論理的思考や情報分析を通じて，ま

べるようカリキュラムを編成しています。

た，過去の歴史的経緯をふまえつつ，

主な就職先

講義に加えて，少人数ゼミでの教員・

社会現象の本質を探究したいという

アフラック生命保険，日本政策金融公

学生相互の自由・活発な議論を通じて，

意欲のある人

庫，日本郵便，北陸銀行，北陸電力，三

法学，政治・政策学の専門的知識を深

井住友海上火災保険，三井住友信託銀

め，現代社会のルールとその適用，公共

学類共通科目

行，むかい税理士法人，明治安田生命保

的課題に取り組むための総合的判断力

専門基礎科目：法学概論，民事法入門，

険相互会社，国家・地方公務員

を養います。

政治学

等

基本科目：憲法，行政法第一部，刑法，
法学類の特徴

民法，会社法第一部，公共政策論，政治

知識の体系的習得と，

思想史など

小集団教育による思考の深化

演習科目：基礎演習，専門演習など

とりわけ法学的知識の習得には体系的
な講義履修が求められますが， 2 年次

主な取得可能資格

に選択（配属は 3 年次）するコースによ

全コース：中学校教諭一種免許状（社

り，各自が考える進路希望に応じて異

会），高等学校教諭一種免許状（公民）

なる要卒単位を設定し，履修すべき科

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

目体系をわかりやすくしています。

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

初年次の「初学者ゼミ」を皮切りに，小

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

集団教育のクラスが 4 年間，切れ目な

省における審査の結果，予定している教職課程

く用意されており，小集団での議論を

の開設時期が変更となる可能性があります。

通じて知識を定着させ，思考を深化で
きるよう設計しています。

その他 3%
製造業 3%

医療・福祉 1%

卸売・
小売業
7%
サービス業
9%
情報通信・
運輸業
9%

産業別
就職状況

公務
58%

金融・保険業
11%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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公共法政策コース

行政・公共部門で活躍できる
人材育成をめざします。

の背後にある価値対立に対する洞察も
深めます。

行政活動において重要な法律や制度，政策形成のプロセス
を体系的に学ぶことによって，法律・行政と社会の関係に
ついて理解し，高度に専門化した行政・公共部門の政策過
程に参画できる実践的な力を育てます。

教育内容
【法学と政治・政策学の体系的・有機的
な学習】
憲法や行政法など社会の公的枠組みを
形成している法分野と，政策形成プロ
セスを扱う公共政策論や政策過程論に
加え，経済学・財政学など隣接分野の
理解も深めます。
【基本科目からコア科目への発展】
基本科目：2 年次までに，憲法や行政法，
政策過程論などの基本科目を履修した
上で，法的・政策的思考を前提に，行政
活動に伴って生じる様々な問題を取り
扱うコア科目を中心に学びます。

コースの理念・教育目標
【政策過程に参画できる人材育成】
国や地方自治体，NPO等における政策

問題解決に向けた思考力を養うことを

コア科目：社会保障法，税財政法，地方

めざしています。

自治法，政治社会学など

【バランスのよい基礎知識の修得】
法律や政治・政策学に関する基礎的な

養成を理念とし，高度に専門化した行

知識の修得に加え，
「公共性」についての

政現象を的確に把握・分析する能力と，

理解を深めることによって，行政現象

コースの理念・教育目標
【企業活動にともなう法的問題について
総合的に学ぶ】
企業の活動の多様化にともなって生じ
る問題も複雑化しています。本コース
では，問題を法的な視点から分析する
知識と，その解決方法を自ら考え，提示
できるための能力の育成をめざしてい
ます。

企業関係法
コース

過程に参画できる能力を備えた人材の

Course in Public Law and
Policy Studies

Course in Business
Law Studies

【問題発見・解決能力の養成】
企業法務の現場で活躍する人材に求め
られる問題発見・解決能力を向上させ
るために，未解決の問題を自ら法的に
考え，解決能力を鍛えていきます。
教育内容
【基本科目からコア科目への発展】
2 年次までに履修した基本科目（民法

企業の法務部門や国際分野で活躍できる人材へ。
企業の経済活動の基本ルールや，現代の企業活動の最前線で生じる法的問
題についての理解を深め，企業法務を担う人材の育成をめざします。企業
活動のグローバル化にともない，国際的視野で活躍できる人材が求められ
ています。

など）の理解を前提に，企業活動にとも
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なって生じるさまざまな問題に対処す

②企業とそこで働く人の関係の法（雇用

事訴訟法など）があります。また，企業

るコア科目を中心に学びます。

関係法など），③企業の国際的取引の法

活動という枠を超えて他の法分野とも

コア科目：①企業組織，取引活動の法

（国際取引法，国際私法など），④企業活

関連が深い科目もあります
（税財政法，

（会社法，手形・小切手法，経済法など），

動にともなって生じる紛争解決の法（民

社会保障法，知的財産法など）。

総合法学
コース

法的素養を身に付け，さらに高度な
専門的能力の修得へ。
学士課程で法学などの法的素養を幅広く身に付けた
後，さらに高度な専門的知識と問題解決能力を修得す
るために，大学院への進学を希望する学生のニーズに
こたえるコースです。高度な専門的職業人や研究者
育成のためのカリキュラムを提供します。

を経て法曹または研究者になることを

コース（ 3 年コース）の初年次に学ぶ内

めざす学生や，法学系大学院に進学し

容をしっかりと身に付け，法科大学院

ス】

て法学や政治学の専攻を予定している

既習者コース（ 2 年コース）への入学を

本コースは，金沢大学をはじめ全国の

学生を対象とします。そのため，法律

めざします。

法科大学院または法学系大学院への進

学の基本科目に重点を置き，大学院で

法学系大学院進学希望者：外国語文献

学をめざす学生のためのコースです。

の発展科目の学習・専門研究への接続

の読解能力を向上させるプログラムに

学士課程の 4 年間で法学の基礎を学び，

を重視した教育を行います。

参加するとともに，基礎的な研究能力

コースの理念・教育目標
【さらに専門的に法学を学ぶためのコー

大学院でのさらなる勉学のための基礎

を身に付けるために教員の個別指導の

的能力も修得するようなカリキュラム

教育内容

を提供します。

法科大学院進学希望者：判例の読解・

【大学院への接続を重視した基本カリ

下で卒業論文を執筆します。

分析能力を向上させるための「判例研

キュラム】

究」で教員の個別指導を受けるととも

法科大学院へ進学し，その後司法試験

に，
「総合法学演習」で法科大学院未修者

Course in Advanced
Legal Studies

Students' Voice 2
国際学類
地域創造学類

福祉マネジメントコース

花里 亜津美

国際社会コース

德吉 莉奈

自分の知りたい分野や問題について
追求することができます。



このコースでは，国際社会について色々な角度から広く

誰かの幸せな生活を実現するため，
そして自分の生活を考えるために。

学ぶことができます。そして，その中から自分の研究し

私の家族や友人を一つとっても，高齢の祖父母，

なった興味関心を持った人たちが多く集まっているの

持病のある人，発達障害のある人など，一人ひと

で，様々な考え方を知ることができ，互いに良い刺激と

りの生活を取り巻く状況は多様です。何かしら問

なっています。また，先

題を抱えながらも大切な人たちと豊かに暮らして

輩後輩の関わりも多く，

いくにはどうすればいいか，そんな思いから私は

いろんな体験を共有で

福祉マネジメントコースを選びました。コース内

き る こ と も 利 点 で す。

は和やかな雰囲気で，気さくな先生方や関心を同

国際社会コースでは，国

じくする仲間と共に私たちの生活保障に関わる社

際的な広い視野を持っ

会福祉制度やその問題点，困難を抱える人への援

て物事を考える力をつ

助方法などについて日々学びを深めています。

けられると思います。

たい問題や課題について自分で探し出し，それらを深く
学ぶ機会が与えられています。他のコースに比べて，異
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経済学類
■エコノミクスコース
マクロ経済学，ミクロ経済学，政治経済学，都市経済学，
実験経済学，計量経済学，財政学，公共政策論，地方財政論，

School of Economics

http://econ.w3.kanazawa-u.ac.jp/

柔軟かつ体系的なコースで複雑化する世界を解読します。
地域から国，国際社会に至るまで細分化・複雑化した様々

地方財政分析論，地域経済学，生活経済論，消費生活経済論，

な問題について，①経済理論と経済政策

情報科学概論，環境経済論，環境経済政策論，農業経済論，

報科学という 2 つの側面から捉え，対処できる専門的な

農業政策論，社会政策論，社会保障論，金融論

知識と現実社会の経済や経営の場で活躍できる人材を育

■グローバル・マネジメントコース
人的資源管理論，経営管理論，経営情報論，経営戦略論，

②経営学と情

成します。

マーケティング論，生産システム論，経営工学，情報分析論，
簿記会計論，現代会計論，財務会計論，財務分析論，
管理会計論，国際会計論，証券市場論，証券論，国際経営論，
コーポレートファイナンス，パーソナルファイナンス，
地域マネジメント論

人間社会環境研究科
【博士前期課程】経済学専攻
大学院との接続
【博士後期課程】人間社会環境学専攻
（84ページ参照）

人々が豊かに暮らしていくためのあり方を考え，行動する－
それが「経済学類」の基本理念です。
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経済学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 3 年次Q 1 ，上限定員有り）
学年

理論・政策系科目群

クォータ

グローバル系科目群

エコノミクスコース

Q2
Q1
Q4

2

Q3
Q2
Q1
Q4

1

Q3
Q2

国際経済学2E
国際貿易論1E
国際貿易論2E
国際マーケティング論
社会言語学
対照社会言語学

人的資源管理論
経営管理論
経営情報論
経営戦略論
マーケティング論
生産システム論
経営工学
情報分析論
簿記会計論
現代会計論
財務会計論
財務分析論
管理会計論
国際会計論

証券市場論
証券論
国際経営論
コーポレートファイナンス
パーソナルファイナンス
地域マネジメント論

海外語学研修ABC

Q3

日本経済史
アジア経済史AⅠ
アジア経済史AⅡ
アジア経済史BⅠ
アジア経済史BⅡ
アジア経済論
国際金融論
国際金融史
世界経済論
グローバル・エコノミー
国際政治経済論
国際公共政策論
比較地域経済論
国際経済学1E

インターンシップ

3

学域ＧＳ科目

Q4

環境経済論Ⅰ
環境経済論Ⅱ
環境経済政策論Ⅰ
環境経済政策論Ⅱ
農業経済論Ⅰ
農業経済論Ⅱ
農業政策論Ⅰ
農業政策論Ⅱ
社会政策論Ⅰ
社会政策論Ⅱ
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
金融論

専 門 演 習

Q1

マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅱ
政治経済学
都市経済学
実験経済学
計量経済学
財政学
公共政策論
地方財政論
地方財政分析論
地域経済学
生活経済論
消費生活経済論
情報科学概論

演習・実習的科目
卒業
論文

Q2

学域ＧＳ言語科目

4

Q3

企画開講科目：経済学特別講義AB／経済学特別講義ⅠⅡⅢⅣ

Q4

マネジメント系科目群

グローバル・マネジメントコース

専門共通科目群：基礎統計学 マクロ経済学Ⅰ ミクロ経済学Ⅰ 経済学史 日本経済論 経営学概論
入門科目群：経済学入門

経営学入門

情報処理

Q1

学類の理念・教育目標

あります。

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

経済学類では
「エコノミクスコース」
「
，グ

・学類設定科目には入門科目群，専門

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

ローバル・マネジメントコース」の 2

共通科目群，理論・政策系科目群，グ

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

コースを設置し，専門知識を政策運営

ローバル系科目群，マネジメント系

省における審査の結果，予定している教職課程

や企業経営で活かせる人材を育てます。

科目群，演習・実習的科目，企画開講

の開設時期が変更となる可能性があります。

グローバル化とは語学力を磨くだけで

科目の 7 カテゴリーがあります。

はなく，国や地域によって異なる経済環

・専 門 性 を 深 め る た め エ コ ノ ミ ク ス

境，歴史や社会構造を理解すること，各

コースとグローバル・マネジメント

国間に環境や安全性，公平性等に関する

コースに所属します。

大学院進学（当該学類卒業生の 1 ％）
金沢大学大学院
主な就職先

共通ルールを構築する意義を考える力
を養うことです。両コースでは国際感覚

こんな学生の入学を期待します

あいおいニッセイ同和損害保険，NTTド

を磨くための科目群を共通して学びま

・経済理論を基礎としながら，現代社会

コモ，損害保険ジャパン日本興亜，東京

す。また，学生の関心や進路希望等に応

の諸問題の分析と解決に挑みたい人

海上日動火災保険，西日本旅客鉄道，北

じて，専門分野を深く学ぶ演習・実習的

・国や地域社会の仕事に携わるために

陸銀行，北國銀行，三菱電機，三菱UFJ

科目と関連付けて学習します。

必要な専門知識を身に付けたい人
・即戦力として，あるいは起業家とし

経済学類の特徴
【少人数教育で専門性を磨く】
・ 1 年次の初学者ゼミ， 2 年次Q 4 以

てビジネスの世界で活躍したい人
・日々の国際的な出来事や企業の動き
に鋭敏にアンテナを張り巡らせたい人

降の 8 クォータ分の専門演習等を必
修としています。
・コミュニケーション，プレゼンテー

専門基礎科目
【専門共通科目群】：基礎統計学，マク

ション，資料収集，レポート作成を身

ロ経済学Ⅰ，ミクロ経済学Ⅰ，経済学史，

に付けます。

日本経済論，経営学概論

銀行，LIXIL，国立大学法人，国家・地
方公務員

等

その他 2%
建設業 2%
教育・
学習支援業
3%
卸売・
小売業
サービス業
6%
10%
情報通信・
運輸業
10%
製造業
11%

医療・福祉 1%

公務
34%

産業別
就職状況

金融・保険業
21%

【特徴的なカリキュラム】
・専門演習では，実践的な調査研究能力

主な取得可能資格

や情報処理能力を高める指導を行い，

中学校教諭一種免許状（社会），高等学

論文執筆や研究発表の機会もあります。

校教諭一種免許状（公民），学校図書館

・学類独自の海外インターンシップも

司書教諭，学芸員，日本語教育副専攻

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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エコノミクスコース

理論と政策を同時に学び，
政策立案・評価能力を養います。

実際の政策の現場で経済理論がどのよ
うな形で役立つかを学びます。双方向

経済理論・現状分析・政策立案にわたる問題関心と広い知
識を涵養します。ミクロ・マクロという経済学の基礎的理
論を前提とした上でその他の応用的理論や計量的手法を学
ぶとともに，政策の具体的諸分野に関して政策の枠組み，現
状分析，政策課題等を学びます。

のフィードバック教育を通じて，理論
的基礎と政策に関してバランス感覚を
持った人を育てます。
教育内容
1 年次より入門科目群を履修します。
2 年次以降は専門共通科目群を履修し
つつ， 2 年次Q 4 からの演習配属およ
びコース配属に向けた関心を養います。
本コースでは理論・政策系科目群とグ
ローバル系科目群を重点的に履修しま
す。演習では，各自の関心に則して専
門分野をより深く探求し，調査研究活
動や論文執筆等に取り組みます。海外

コースの理念・教育目標
【実践的な経済政策の立案・運営・評価
の能力を修得】
現在，公共政策の多くの分野で専門的

語学研修やインターンシップも単位化

生じる問題を通じて，経済理論の妥当

されています。演習配属後は，少人数

性を検証します。

教育が行われ，専門知識を一層深める

【経済理論と政策の双方向フィードバッ

と同時にプレゼンテーション，フィー

知識を持つ人材の必要性が叫ばれてい

クによる教育】

ルドワーク，ディスカッション能力を

ます。経済理論を基礎に具体的かつ実

経済理論の基礎を学ぶと同時に，経済

鍛えます。

践的な経済政策の策定と適用の方法を

政策・社会政策など様々な政策を学び，

【経営学・情報科学を通じて企業経営の
専門知識を修得】
経済や経営の知識と実践力を備えたグ
ローバル化に対応した人材の育成を目
指します。経営学や情報科学に関する
幅広い科目群を学び，企業・組織経営
に関する専門知識を身に付けます。経
営学，会計学，情報・財務分析等の企業
経営の基礎知識を修得し，経営戦略や
マーケティングなど，実際の経営で必
要となる実践的な知識を学びます。
【多彩で実践的な少人数教育で即戦力を
鍛える】
少人数のゼミでは，企業経営や実際の生
産現場にて，調査研究を実施し，企業と
のディスカッションを通して，専門知識
と実践力を備えた人材を育成します。

Course in Economics

グローバル・
マネジメント
コース

コースの理念・教育目標
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学びます。また，現実の経済政策から

Course in
Global Economy
and Management

経営・情報の
専門知識の修得で
「グローバルなビジネス力」
を高めます。

主体的に組織経営に参画できるような職業人としての基礎的能力の涵養を
目指します。マネジメント系科目群の履修を通じて，営利・非営利の企業
活動におけるPlan→Do→Check→Actionのマネジメントサイクルの全体像
および各局面について学習します。
びコース配属に向けた関心を養います。

外語学研修やインターンシップも単位

本コースではマネジメント系科目群と

化されています。演習配属後は，少人

教育内容

グローバル系科目群を重点的に履修し

数教育が行われ，専門知識を一層深め

1 年次より入門科目群を履修します。

ます。演習では，各自の関心に則して

ると同時にプレゼンテーション，フィー

2 年次以降は専門共通科目群を履修し

専門分野をより深く探求し，調査研究

ルドワーク，ディスカッション能力を

つつ， 2 年次Q 4 からの演習配属およ

活動や論文執筆等に取り組みます。海

鍛えます。

Students' Voice 3
機械工学類

機械創造コース

最先端の分野を，
自分の力で切り拓いてみませんか。



私は大学で幅広い範囲の数学や物理学，専門的な技術に

小林 正弥

多岐に渡る分野を学び物事に対し
広い視点を持てるコースです。

山口 佳寿

フロンティア工学類

ついて学んだほか，工作機械を使った実技にも取り組ん



できました。現在はこれまで学んだ内容を活用し，航空
宇宙システム研究室で研究を行っています。航空機や宇
宙に関する学習は難しいですし，他の研究室や外部の機

本コースは機械工

関と大きなプロジェクトに取り組むこともあり，責任も

学類の中でも様々

伴いますが充

な分野に関われる

実感もその分

コースと言えると

大 き い で す。

思います。

高校生の皆さ

ロボット工学や製

んの興味を引

造技術等，実際の機

く分野もきっ

械製品に関わる分

と見つかりま

野から医療技術や生物関連の分野につながる研究もあります。

すよ。

授業では基礎的な力学はもちろん，機械加工の実習や機械の分
解や組立など実践的なモノづくりも学ぶことができます。私
たちの生活を支える機械工学を共に学びましょう。

薬学類

野崎 香於利

研究能力を兼ね備えた

薬剤師を目指すことができる。
薬学類では金沢大学附属病院や薬局で
の実務実習を通して，薬剤師に必要な幅
広い知識や技術を学ぶことができます。
また，創薬科学類の学生と同様に研究室
に配属されるため，自身で考え未知の事象について追究する能力を磨くこ
ともできます。実際医療の現場でも薬学研究によって問題点が解決された
例も多くあり，薬剤師にも研究能力が求められています。本学は薬剤師と
しての基礎スキルと研究能力の両方を学べる充実した環境だと思います。

人文学類

人間科学コース

高木 健太郎

あなたの抱く「なぜ？」が
全て哲学の道へとつながります。

法学類



皆さんは「哲学」にどのようなイメージを持っていま
すか。一見，自分には関係ないと思うかもしれません。
しかし哲学は，日々皆さんが「なぜ？」と問う，まさに
その時に始まろうとしています。哲学・人間学主履
修分野では，自ら設定した問いを多角的に考え，話し
合いながら答えを探求していきます。大変な部分も
ありますが，新たな視点で物事を捉える力がつき，新
しい発見の毎日です。哲学はあらゆる学問の基礎で
す。研究内容も把握しきれないほど多くありますが，
だからこそ自由に取り組むことができ，そして非常に
やりごたえのある学問です。皆さんもぜひ哲学の世
界に踏み込んでみてください。

企業関係法コース

村田 光

国内はもちろん，国際的な企業においても
有益な知識を身につけることができます。
今日，企業の活動は多様化しています。企業関係法コースでは，
複雑な企業の取引に対応するためのプログラムが提供されて
います。民法，会社法，国際取引法，独占禁止法といった私法
関連科目を重点的に学び，企業をはじめとした社会の体制を多
角的な視点で捉える
ことができます。移
り変わりの早い現代
社会で活躍するため
の，幅広い知識を獲
得することができる
ことが，企業関係法
コースの強みです。
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学校教育学類
■教育科学コース
教育基礎専修／特別支援教育専修

■教科教育学コース
教科に基づく9専修（国語，社会科，数学，理科，
音楽，美術，家政，英語教育および保健体育）
からなります

School of Teacher
Education

http://www.ed.kanazawa-u.ac.jp/gr/

小学校，中学校および特別支援学校など各種学校の教師
を組織的，計画的に養成するところです。学校現場で生
じているさまざまな課題に的確に対応できる教員の養成
をめざします。子どもたちに学ぶことの意味と喜びを伝
え，彼らの豊かな世界観を育てていきませんか。そのた
めの専門的な知識や技能とともに，子どもを理解して子ども
の成長を支援する能力を身に付けることができます。実践
的指導力を持った教師を育成するため，実習的な授業科目
や現場での教育実習などに重きをおいた教育を行います。
人間社会環境研究科
【博士前期課程】地域創造学専攻（教育支援開発学コース）
大学院との接続
教職実践研究科（教職大学院）
（84ページ参照）

専門的な知識，技能，教える能力を養いながら，子どもたちの
内面に寄り添い，生きる希望と勇気を与える教師を育てます。
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学校教育学類の 4 年間のカリキュラム概要（専修配属は 2 年次Q 1 ，上限定員有り）
学年
共通教育科目

専門教育科目

1

2

3

4

共通教育科目（導入科目，GS科目，GS言語科目，自由履修科目等）
小学校の教科に関する科目

専修基礎科目

専門科目

・教育実習

・国語基礎

・教育哲学

・教育実習

・卒業研究

・社会科基礎

・特別支援教育の理念と歴史

・教育言論特殊講義

・教職実践演習A

・算数科基礎

・国語学概論

・聴覚検査法

・教育実践研究Ⅱ

・理科専門研究

・日本史

・国語学演習A

・生活科専門研究

・代数学基礎A

・西洋近・現代史概説

・ピアノ基礎

・理科内容学A

・幾何学演習

・ソルフェージュ基礎

・ソルフェージュ

・理科内容演習A 1

・絵画・彫刻

・絵画基礎

・歌唱法Ⅱ

・デザイン・工作

・家政学言論

・美術史

・家政教育専門研究

・体操・機械運動

・被服科学Ⅱ

・体育専門研究A

・英語学概論A

・バイオメカニクス演習Ⅰ

等

・英語学演習A

・体育専門研究B
・スクールサポーティング

等

・教育実践研究Ⅰ

等

等

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

一種免許状（要 別途単位の取得），幼稚

今日，学校や家庭で様々なトラブルを

・専門職としての教師への熱意が旺盛な人

園教諭一種免許状（要 別途単位の取得）

抱えた子どもたちと向き合うためには，

・社会，自然，人間，文化，教育につい

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

子どもたちに共感する感性や，彼らを
支援する能力が大切です。そこで，教
科等に関する専門的な知識や技能だけ
ではなく，子どもとコミュニケーショ
ンする能力，子どもたちの間での討議・

て深い関心を持っている人
・自分の見解を表明できると同時に，
他者の見解や感情を理解できる人
・人類的課題に地域や学校で取り組ん

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい
ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学
省における審査の結果，予定している教職課程
の開設時期が変更となる可能性があります。

でみたい人

討論，自主的・自治的活動を援助する

大学院進学（当該学類卒業生の 4 ％）
上越教育大学大学院

能力の育成を重視し，実践的指導力を

学類共通科目

持った教師の養成をめざします。

教師論，教育の理念と歴史，発達と学習の心

また，今後ますます激動する世界で生

理，教育の制度と経営，教育課程論，教育方

主な就職先

きる子どもたちの教育を担う教師には，

法学，道徳教育論，特別活動論，生徒の生活

一般財団法人大阪青少年活動協会，近畿

教科を教える能力に加え，グローバル

と進路の指導論，教育相談論，教育実習，初

日本ツーリスト，小松製作所，津田駒工業，

な視野に立って考え行動する市民的教

等国語科教育法，初等社会科教育法，算数科

PFU，北國銀行，村田製作所，YKK，教員（小・

養と行動能力も求められます。このよう

教育法，初等理科教育法，初等音楽科教育法，

中・高・特別支援学校），地方公務員 等

な広い視野をふまえて，教師としての使

図画工作科教育法，体育科教育法，初等家庭

命感や教育的愛情にあふれ，専門的な諸

科教育法，生活科教育法，国語基礎，社会科

能力を備えた教師を育成していきます。

基礎，算数科基礎，理科専門研究，生活科専
門研究，ピアノ基礎，ソルフェージュ基礎，絵

学校教育学類の特徴

画・彫刻，デザイン・工作，家政教育専門研

独自の指導・評価システムによるきめ

究，体育教育専門研究，幼児の音楽・身体表

細かな教育実習を行うとともに，実践

現指導法，教育実践総合演習，卒業論文など。

的指導力を育てるための演習形式の授
業科目を全専修において開設していま

主な取得可能資格

す。授業以外の自主学習を支援する参

小学校教諭一種免許状，中学校教諭一

考図書やビデオを用意し，自主的活動

種免許状，特別支援学校教諭一種免許

の取り組み方を紹介しています。

状（特別支援教育専修），高等学校教諭

金融・保険業 1%
卸売・小売業 1%
情報通信・
公務
運輸業 2%
5%
医療・
福祉 5% 製造業
7%
サービス業
8%

その他 1%

産業別
就職状況

教育・学習支援業
69%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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教育科学コース

子どもとともに〈教え〉
〈育てる〉
営みの本質を探究します。
教育とは何か，子どもとは何かをたえず問い続ける教員の
養成― それが「教育科学コース」の目標です。教師の使命感
や責任感を養うとともに，子どもの苦悩に寄り添い，子ども
の声を聴き取る力，現代社会が投げかける問いを子どもと
ともに探求する力を身に付けることをめざします。

観と子ども観を備えた教師を育成しま
す。本コースには 2 つの専修がありま
す。「教育基礎専修」では，教員に必要
な教育の理念，子どもの発達，学校経営，
教育方法を学びます。「特別支援教育専
修」では，特別支援学校の教員になるた
めに，特別支援教育の理念，現代的課題，
各種障害の理解，障害に応じた教育や
支援の方法を学びます。
教育内容
教育基礎専修：
〈専修基礎科目〉で基礎
的な知識を深め，
〈 専修専門科目〉では，
ゼミナール科目を中心に学生自身が研
究課題を設定して学習します。
特別支援教育専修：
〈専修基礎科目〉で
特別支援学校の免許状取得のために必
要な専門科目を学習します。〈専修専門
科目〉では，ゼミナール科目を中心に実

教師は〈もの知り〉であることや，
〈 教え

業づくりの力，教師の仕事に対する使

践的なスキルを学んだり自ら設定した

方の上手さ〉だけが求められているわけ

命感や責任感を身に付けるとともに，

研究課題に即して学習します。

ではありません。「教えるとは希望を語

集団指導や対話のできる力，グローバ

ること，学ぶとは誠実を胸に刻むこと」

ルな視野に立って考え行動できる教育

コースの理念・教育目標
本コースは国語，社会科，数学，理科，
音楽，美術，保健体育，家政，英語教育
の 9 専修で構成され，専修ごとに教科
の専門知識や研究方法を学び，またこ
れらの学問的・芸術的探求の成果が学
校教育の現場でどう扱われているかも

教科教育
学コース

（ルイ・アラゴン）です。学習指導・授

コースの理念・教育目標

Course in Educational Science

Course in Curriculum Studies

学びます。理論と実践の積み重ねによ
り，教科を指導する能力だけではなく，
教科書や教育プログラムについても深
く考察する力を磨きます。
これからの教育に求められているのは，
幅広い視野に立って考え行動する市民
としての教養と社会的行動力です。そ
こで本コースでは，教科の専門知識は
もちろんのこと，それらを教える能力，
子どもと対話する能力，子どもの議論
や自主的活動を支援する能力の育成に
も力を入れています。
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教科を通じて教育全体を見渡せる眼をもつ教師を育てます。
近年，子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。また生涯学習社会
の実現に向けて，教育が果たす役割にも大きな期待が寄せられています。
そこで「教科教育学コース」では，特定の教科を教える専門能力はもちろん，
学校教育を取りまく様々な問題に対処できる高い見識と実践的能力を備え
た教師の育成をめざします。
ます。一般の講義形式による概論や特

ゼンテーション能力やディベート力を

論，学生の発表と討論が中心の演習ま

養います。教科内容の配列，教材の解

教育内容

で多様な形態があります。これらを通

釈，教材作り，教科教育法に関わる実践

専修ごとに，小学校，中学校，高等学校

じて，教科の基礎知識を確実に修得す

スキルも向上させていきます。

の教諭免許取得に必要な科目を学習し

るとともに，教師として不可欠なプレ

電気電子コース

吉本 智貴

最先端の科学技術を支える「電気」について
幅広く体系的に学ぶことができます。



電子情報通信学類

電気電子コースでは，あらゆる産業で欠かすことのできない学問である電気電
子工学について，基礎から応用まで学ぶことができます。電気電子工学と一言

Students'
Voice 4

で言ってもその裾野は非常に広く，このコースでも電子デバイスやプラズマな
ど様々な分野で世界レベルの研究が
進められています。私は究極の半導

地球社会基盤学類 地球惑星科学コース

松宮 春奈

体材料として注目されるダイヤモン
ドに関する研究をおこなっている研
ら日々楽しく研究をおこなっていま

身近なものを科学的視点で 
学問する地球惑星科学。

す。みなさんが魅力に感じる分野も

地球惑星科学コースでは大気，水質，地

ここでなら見つかると思いますよ。

震，火山，化石，惑星などの一度は耳に

究室に入り，メンバーと議論しなが

したことがある，地球や惑星に関する幅
広い分野を学ぶことができます。地球惑

看護学専攻

星科学の魅力は研究対象が身近なもの

山形 日向子

であることと，知れば知るほど面白い所

保健学類

です。座学だけでなく実験やフィールド

看護に必要な

知識・技術を学べる4年間。

に行って実際に見て，体験することで理

看護学専攻では，各分野の講義の中

はぜひ来てください！

解が深まるのでとても充実しています。
少しでも気になった人，好奇心旺盛な人

で先生方の臨床経験に基づいた知
識を学び，演習では講義で得た知識
をもとに実際に看護技術を行います。この講義，演習で身に付いた知識・技
術を活かし，実習では患者さんにケアを行います。また，４年次にはこれまで
の実習や講義の学びの中で疑問を抱いたことについてテーマとし，卒業研究
を行います。この大学生活の中で実習を通して看護実践能力が身に付き，研
究を通してエビデンスに基づいた看護を展開する能力を養うことができます。
ぜひこの金沢大学で看護職に必要な知識・技術を学んでみませんか？

経済学類

グローバル・マネジメントコース

桃山 雅史
学んだ経済学を利用し，
自力でお金を得た方法。



学校教育学類

教科教育学コース

渡邊 健太朗

人間性と専門性に磨きをかける。

経済学は，定義付け等が明確な理論系もあれば，答えが

私は金沢大学学校教

曖昧な内容も含んでいたりします。また比較的履修に

育学類の実践的な講

制約がないため，嗜好に合わせて自由に学ぶこともで

義で専門知識を身

きました。その中で学んだマーケティング・ブランディ

につけ，TAや教育実

ングの知識は，１年次から続けている衣料品の製作活

習で多くの子どもた

動に貢献しています。学校では必要以上にインプット

ちと過ごしてきまし

することも多

た。そして心から「子

い が， 真 の

どもが好きだ」
「この

意 味 で アウ

子たちのために本気で頑張りたい」と強く思うようになりまし

トプット出来

た。学校や子どもを取り巻く環境は常に変化し続け，教師には

るのは学業

高い専門性や指導力が求められます。しかしその根底にあるべ

以外の場面

きものはやはり，子どもへの愛情と熱意だと考えます。そんな

だったりす

何よりも大切な人間性に磨きをかけながら夢を追い，教科の専

るものです。

門性を高めることのできる環境と仲間がここにはあります。
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地域創造学類
■福祉マネジメントコース
■環境共生コース
■地域プランニングコース
■観光学・文化継承コース

School of Regional
Development Studies

http://chisou.w3.kanazawa-u.ac.jp/

地域創造学は地域に暮らす一人ひとりが幸福を探求する
最先端の研究分野です。それぞれの地域が持っている自
然的・社会的な資源を活かし，すべての人の尊厳と人権
が保障され，住んでも訪れても安心で魅力的な地域づく
りに貢献する人材を育成します。
そのために，調査実習，体験実習などフィールドとしての
地域への実践的な関わりを重視する，他に類を見ないユ
ニークなプログラムを充実させてきました。少人数教育
によるきめ細かな学習支援により，現場での実践力が確
実に身に付きます。
人間社会環境研究科
【博士前期課程】地域創造学専攻
大学院との接続 自然科学研究科
【博士前期課程】自然システム学専攻
（84ページ参照）

時代のニーズに対応できる，しなやかで折れない地域をつくる。
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地域創造学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年次Q 1 から，上限定員有り）
学年
特徴

共通教育科目

3

4

大学での学びを理解し，地域創

1

地域創造学の地域を蓄え，地域

2

地域創造学の専門理論を学び，

修得した知識と技術を活かして，

造学への関心を高めます。

課題への関心を高めます。

地域調査分析技術を修得します。

地域課題に向かい合います。

導入科目（大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，情報処理基礎，地域概論，各 1 単位必修），GS科目（ 5 群から各 3 単位），
GS言語科目（TOEIC準備コース 4 単位，EAPコース 4 単位），自由履修科目（ 3 単位以上）から30単位以上，初習言語科目から 1 言語 8 単位を履修。
学域GS科目
（ 2 科目 2 単位選択）
地域創造学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
（ 4 科目 4 単位必修）

学域GS言語科目
（ 2 科目 2 単位選択）

学類コア科目（必修／選択）

コース専門科目（必修／選択）

コース専門科目（必修／選択）

卒業演習・卒業研究

各コースの専門的な講義科目

学類コア科目

い合い，卒業研究に取り組みま

地域の価値・規範
専門教育科目

地域に出向き，地域資源や地

す。また，主体的で挑戦的な地

域住民と直接向き合い，体験的

域でのインターンシップ等を通

に学習します。

じて，主体的に学習します。

地域の構造を知る
地域のメカニズム・ダイナミ
ズムを知る

自ら発見した地域課題に向か

各コースの演習科目・実習科目

（ 4 群から各 4 単位選択必修）

地域政策を考える
コース専門科目（必修／選択）
各コースの基礎的な講義科目

学類の理念・教育目標
【誰もが生き生きと安心して暮らせる地
域づくりのために】
地域創造学類は，環境に配慮した持続
可能な社会，不安定で不確実な状況で

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の 4 ％）

・地域の歴史・文化・環境・産業・経済・

東北大学大学院，東京大学大学院，大阪

生活・福祉に強い関心を持っている人。

大学大学院

・個性ある地域を創造していくことに
強い意欲を持っている人。

主な就職先

もしなやかで折れない地域，そして多

・地域創造力を修得するために，本を

伊藤園，KDDI，社会福祉法人松原愛育

文化を柔軟に受け入れるグローバルな

読み，文章を書き，地域に出かけ，能

会，日本海コンサルタント，日本たばこ

共生社会の実現に貢献できる人材を養

動的に学修する努力を惜しまない人。

産業，日本メナード化粧品，福井赤十字

成します。

病院，北陸銀行，北國新聞社，三菱UFJ
学類コア科目

銀行，教員（中学校），国家・地方公務

る能力を持った人材の養成】

地域学原論，人権論，環境思想，自然環

員

住民の健康・福祉・環境・産業・文化・

境基礎論，地域文化論，社会保障論，地

観光を発展させるとともに，地域の資

域情報学，環境経済学，農業経済学，地

源と特徴を活かしつつ地域を再生し活

域福祉論，地域計画論，農村計画論，保

性化する能力を育成します。

健医療論，地域経営論，コミュニティ・

【地域づくりのリーダーとして活躍でき

デザイン論，地域居住論，地域スポー
地域創造学類の特徴

ツ論

【日本の「地域系分野」のさきがけ】
今やいくつもの大学に「地域」を名称に

主な取得可能資格

掲げる学部・学科がありますが，多く

福祉マネジメントコース：社会福祉士

が既存組織を衣替えしたものです。

国家試験受験資格

これに対して「地域創造学類」は，これ
までの学問領域や学部の壁を越え，地
域を専門的・総合的に研究・教育する
ための新しい分野を立ち上げ，10年間
の実績があります。

等

建設業 2%
教育・学習支援業
3%
サービス業
3%
医療・福祉
9%
金融・
保険業 9%
情報通信・
運輸業
9%

その他 2%

産業別
就職状況

公務
47%

製造業
16%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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福祉マネジメントコース

誰もが安心して暮らせる地域の
マネジメント能力を育てます。
高齢者，子ども，障がいのある人などすべての人々が地域で
生き生きと暮らせる社会をめざして，福祉の理論・歴史・
制度・政策について体系的に学びます。また，こうした福
祉の理念を地域で具体化していくための方法を実践的に学
んでいきます。

ント能力も養成し，福祉に関連する企
業・NPO・自治体・研究機関などにお
いても，福祉の専門職として，また地域
づくりの専門家として活躍できる人材
の育成をめざします。
教育内容
社会福祉学のみならず，法学や経済学，
社会学など，さまざまな学問分野の視
点を学び，社会福祉士国家試験の受験
資格を得られるカリキュラムを組んで
います。福祉社会のシステムや制度を
設計し，マネジメントする能力を身に
付けるために必要な知識を，社会調査
の基礎や，社会福祉の制度，政策に関す
る専門科目によって学ぶことができま

コースの理念・教育目標
【福祉の専門職としての知識・技術の修
得】

系的に学び，福祉の専門職（社会福祉士）

す。また，社会福祉援助技術現場実習

として必要な資質を身に付けます。

や地域社会調査実習などに取り組むこ

【多方面で地域づくりに活躍できる人材
の育成】

べての人々が地域で生き生きと暮らす

福祉現場で専門職としての役割を果た

ために，
「住民主体の福祉」を基本にしな

すだけでなく，地域を調査・分析し，政

がら，理論から歴史，現代の課題まで体

策立案や事業計画の策定などマネジメ

使えるようにしていきます。

Course in Welfare Management

環境共生
コース

高齢者，子ども，障がいのある人などす

とで，知識として学んだことを実際に

コースの理念・教育目標
「環境」とは人間と自然の関係性のこと。
「環境共生」とは社会と自然の持続可能
な関係と，その中での人と人の公正で
協働的な関係のことです。本コースで
は地域社会における環境共生の実現に
貢献する人材育成を目指し，自然と社
会の両分野にわたる幅広い知識と，両
者の関係を深く総合的に理解する能力，
地域の課題を発見・分析し解決策を提
案する実践的能力を養います。
教育内容
地域の環境的な課題は，地球温暖化問
題や野生生物保護，里山保全，資源保全，
国土保全など様々です。これらを地域
課題と結びつけて総合的に解決するた
めに，社会と自然の両者に関する幅広

人間と自然，人間と人間。
共に生き，共に暮らせる社会を。

Course in
Environmental
Coexistence

地域が豊かになるということは，人口増と経済活動の活性化だけではあり
ません。本コースでは持続可能な社会を目指し，自然と人間が共に豊かに
なる道を考えます。自然科学と人文社会科学にまたがる講義や地域での実
習を通じ総合的・実践的に学びます。

い知識と総合的な理解力が必要となり
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ます。「環境共生」の実現に貢献できる

学の両者にまたがる分野横断型の科目

るために，地域というフィールドを意

人材を育成するため，総合性と実践性

群を履修することで，自然と社会を総

識した演習・実習を充実させています。

を重視したカリキュラムを用意してい

合的に理解することができるよう工夫

ます。講義は，人文社会科学と自然科

されています。また，実践性を育成す

地域
プランニング
コース

伝統と資産を
融合させた地域づくりのリーダーを育てます。
地域には，独自の歴史や伝統や環境が受け継がれています。そ
の価値を再評価するとともに，地域が抱える様々な現代的課題
の調査分析手法修得を通じて，地方行政での政策立案，NPO，民
間シンクタンク等での地域プランニングを主導できる人材を養
成します。

作り出す方策を考えるプラン

つつ，地域の歴史・社会・文化につい

ニング能力を培っていきます。

て実態を把握する方法を修得するため

【地域の課題を発見・解決する能力の養成】

の科目と，把握した実態の分析方法，分

インターンシップや調査実習など地域

析結果を基に地域活性化の計画立案を

の現場での実践的学習を重視した教育

考究するための科目とからなっていま

できる人材の育成】

を通じて，地域が抱える課題を探り出

す。特に， 2 年次に開講されるまちづく

私たちが暮らす地域は，長い歴史の中

す問題発見能力を鍛えるとともに，そ

りインターンシップでは，地域の現場の

で人間が作り上げてきた大切な財産で

の背景を明らかにする調査技術，さら

課題と取り組みを現地での長期滞在を通

す。環境問題や少子高齢化などの現代

にそれらへの対応策を案出する対策立

じて体験的に深く学びます。地域での直

的問題も，直接には暮らしの現場で私

案能力を養っていきます。

接的学修経験を活かして，地域課題に向

コースの理念・教育目標
【地域の個性を生かしたプランニングが

たちの身に迫ってきます。それらの諸

かい合い，卒業論文としてまとめます。
教育内容

分析に基づいて，よりよい生活基盤を

専門科目は，学類共通科目を基礎とし

Course in Regional Planning

コースの理念・教育目標
観光形態が多様化するなかで，それを
統合的に捉え，観光を通じた豊かな社
会を実現するための研究と教育を行い
ます。文化資源に関わる知識や技術を
修得し，地域に継承される豊かな文化
伝統の価値を発見・評価し，観光やそ
の他の人的交流を通じて観光計画や地
域活性化への提言として表現し，より
よい地域の創造に貢献できる人材を育
てることを目標としています。
教育内容
「地域文化論」や「地域経営論」，
「 コミュ
ニティ・デザイン論」の 3 つの専門領域
における体系的な科目とともに，観光

Course in Tourism and Cultural Development

文化伝統が息づく金沢が舞台。
観光や交流の視点で地域を考える。
地域における観光振興や観光地の環境づくりが求められる中，
地域的課題に対する調査・分析から社会の将来を見据えた持
続可能な観光を構想できる人材養成や，世界と地域の両者への
まなざしをもちながら，地域の観光と住民の実生活の両立への
貢献を目指します。

に関連する幅広い領域にわたる講義科
目を用意しています。また，より実践

観光を通じた地域の文化的価値の維持

様な人が交流する観光現

的に観光の現場を学ぶため，文化や伝

発展・活性化に寄与できる人材として，

象を幅広い視点から理解

統，観光資源が豊富な金沢など周辺地

多彩な分野にわたる専門知識を有し，

し，社会の様々な人と共

域での実践的な実習を重ね，理論と実

多様化・複雑化している観光の全体を

生できる感受性，対話力，

践をバランスよく学べるカリキュラム

捉え，地域の問題を解決できる能力を

洞察力を備えた人材の育

を構成しています。

身に付けた人材を育てます。また，多

成を目指します。

観光学・文化継承コース

課題を実地調査によって把握し，その
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国際学類

School of International Studies

http://sis.w3.kanazawa-u.ac.jp/

■国際社会コース

世界レベルの人･モノ・情報の交流が飛躍的に増大し，グ

■日本・日本語教育コース

ローバル化がますます進む今日。国際社会への深い洞察

■アジアコース

力を持ち，異文化との〈しなやかな共生〉を実現できる真

■米英コース

の国際人が強く求められています。「国際学類」は異文化

■ヨーロッパコース

理解・共生という課題に応えるために創設された学類で
す。多彩な五つのコースでの教育を通じて培われる，国際
社会への深い洞察力と豊かなコミュニケーション力を武器
に，グローバルな世界で活躍できる真の国際人を育てます。
人間社会環境研究科
【博士前期課程】国際学専攻及び他専攻
大学院との接続
【博士前期課程】法務研究科（法科大学院）
（84ページ参照）

異文化としなやかに共生する国際感覚を養うために，
日本と世界について広く深く学びます。
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国際学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年次Q 1 ，上限定員有り）
1

2

卒業論文

国際社会系科目・日本文化系科目

国際社会コース
2 年次進級時に

コースを選択します。

専 門 科 目

4

学類共通科目

共通教育科目

専門基礎科目

3

日本・日本語教育コース
アジアコース
米英コース
ヨーロッパコース

言語科目

専門言語科目
英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語・朝鮮語・ロシア語コミュニケーション科目

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

日本と国際社会を多面的・総合的に学

・国際社会の諸問題や異文化，日本の

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

ぶために，
「 国際社会コース」
「 日本･日

アイデンティティなどについての関

省における審査の結果，予定している教職課程

本語教育コース」
「 アジアコース」
「 米英

心と探究心を持つ人。

の開設時期が変更となる可能性があります。

コース」
「ヨーロッパコース」の 5 コース

・外国語の運用能力を高め，将来国際

が設けられています。国際社会の諸問

的業務について，外国人との相互理

大学院進学（当該学類卒業生の 8 ％）

題と日本のアイデンティティについて

解･交渉妥結をめざす人。

金沢大学大学院，名古屋大学大学院，大
阪大学大学院

歴史，文化，言語，政治，経済等を総合
的に学び洞察力･判断力を培います。外

学類共通科目

国語の実践的運用能力，対話･交渉能力

■国際学入門，国際経済学，国際貿易論，

も重視し，国内外で外国人と関わる業

国際協力論，異文化理解，国際公共政

インテック，EIZO，日本通運，野村證券，

務に適した人材を育成します。日本語

策論，国際機構論，国際関係論

東日本旅客鉄道，日立システムズ，三井

教師の育成もその一目標です。

■日本文化，日本の思想と宗教，日本史
概説，日本経済論，日本政治･外交論，

国際学類の特徴

日本語学概論A，日本語教育学基礎，

国際学類は21世紀を生きる有為な人材と

日本の文学，日本の近代文学，日本の

して，国際社会への豊かな洞察力を持ち，

現代文学

異文化との＜しなやかな共生＞を実現でき
る真の国際人を育成することを目的として

主な取得可能資格

います。そのために，国際社会の諸問題や

（全コース）中学校教諭一種免許状，高

異文化への強い関心と探究心と高いコミュ

等学校教諭一種免許状，日本語教育副

ニケーション能力，英語など諸外国語の高

専攻資格，学芸員

い学習意欲を有し，将来，国際的業務に就
きたい人の入学を期待しています。また，
本学類では海外体験を強く推奨していま

（日本・日本語教育コース）日本語教育
主専攻資格
（国際社会・アジア・米英・ヨーロッパ

す。毎年40名を超える人が海外の協定校

の各コース）通訳ガイド

に10か月前後の派遣留学をしています。

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

主な就職先

住友海上火災保険，三井住友信託銀行，
教員
（高等学校）
，国家・地方公務員 等

教育・学習支援業
4%
その他 5%
金融・
保険業
7%
公務
11%
卸売・小売業
14%

建設業 2%

情報通信・
運輸業
21%

産業別
就職状況

製造業
18%

サービス業
18%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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国際社会コース

国際社会をマクロな視点から理解し，
活躍できる能力を鍛えます。
グローバル化する世界をマクロな視点から理解し，そこで
活躍する人材をつくる ―それが国際社会コースです。国際
政治・経済・法律・歴史・文化の学習により現代社会に関
する理解力や国際的視野を養い，国際舞台で活躍する人材
を育てます。

を深くかつ多面的に学びます。これら
の総合的・多面的な学習を通じ国際的
視野を広げ，国際コミュニケーション
能力を必要とする職業分野で活躍でき
る人材を輩出しています。
教育内容
1 年次：学域GS科目と学類共通科目の
履修を通して，
「国際学類」としてのもっ
とも基礎的な素養を身に付けます。
2 年次：学類共通科目の履修を通して，
「国際社会コース」としての素養を積み，
国際社会の理解を広げていきます。
3 ・ 4 年次：コア科目・展開科目を深
く，かつ集中的に学ぶことによって，国
際社会への自主的な探求心を養います。
さ ら に 演 習 と 卒 業 論 文 で，
「国際社会

いう課題を担うもので，その存在意義

各地域研究と連携しグローバル化する

は今後ますます高まっていくと思われ

世界を巨視的に理解し，そこで活躍す

ます。国際社会を的確に理解する基礎

る人材を育成することが本コースの目

知識の修得後，英語等のコミュニケー

標です。この目標は，国際社会に対し

ション能力を向上させつつ，国際政治・

私たちがいかなる貢献をするべきかと

経済・法律・歴史・文化などの諸科目

コース」の学習を完結します。

Course in Global Studies
Course in
Japanese
Studies

コースの理念・教育目標
世界における日本語や日本文化への関
心の高まりの一方，日本の文化や社会
を海外に向け発信する環境は，我が国
においていまだ十分に整っているとは
言えません。本コースでは充実したカ
リキュラムの提供に基づく日本語教師
育成を軸に，現代の日本社会や日本の
伝統文化に対する深い知識と，幅広い
国際常識や高度な外国語運用能力を兼
ね備えた，国の内外で日本を世界にプ
ロデュースできる日本型国際人の育成
を目指しています。
教育内容
1 年次：共通教育科目を中心に学域GS
科目と学類共通科目を学びます。
2 年次：学類共通科目を学ぶと共に，
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日本と日本語について深く学び，
質の高い日本語教師をめざします。
世界で日本文化への関心が高まり，深い知識と教授力をも
つ日本語教師が求められています。日本・日本語教育コー
スは，日本語教師を中心に国際的に活躍する人材を養成す
るコース。本格的な日本語教師養成課程があるのは，日本
海域の国立大では金沢大学だけです。

日本・日本語教育
コース

コースの理念・教育目標

コース専門科目により日本語学や日本

的に学びます。日本語教授法，日本語

アとして現場体験ができ， 4 年次には

語教育学についての基礎的な知識を身

教育実習等の演習・実習科目の履修に

海外日本語教育実習の機会もあります。

に付けます。

より，より高度な実践能力を養います。

日本語教育能力検定試験受験の支援も

3 ・ 4 年次：日本語教師養成に必要と

希望者は国際機構の留学生向け日本語

受けられます。

される内容を軸とした専門科目を集中

授業のアシスタントや地域ボランティ

アジア
コース

Course in Asian Studies

多様なアジアを学び，
相互理解に基づく国際交流を深めます。
社会の諸分野で日本とアジア諸国との関係は深まり，
多様なアジアについて学び，理解することが大切な時
代になっています。アジアコースでは英語，中国語，
朝鮮語等の修得によりコミュニケーション能力を高
め，国際交流や民間外交に役立つ人材を育成します。

認識し，世界に通用する人材育成をめ

異文化理解などの科目を 3 年次までに

ざします。この理念の実現のため，英

修得します。多くの学生が 2 年次か 3

語だけでなく中国語や朝鮮語の十分な

年次にアジア諸国等の協定校への派遣

コミュニケーション力を有し，これを

留学を目指しています。

コースの理念・教育目標

使って国際業務を遂行することにより，

3 ・ 4 年次：留学から帰国後東アジア

多文化・多民族社会を核とするアジア

近隣諸国との友好関係を発展させてい

国際交流史や東南アジア研究などの専

の多様性を理解することが第 1 の目標

く能力を育てます。

門科目を履修し，同時に学類共通専門
科目としての多文化主義論や比較経済

です。さらに，グローバル化が進展す
教育内容

体制論などを修得します。また卒業論

である日本の役割について考えていく

1 ・ 2 年次：共通教育科目として英語，

文等にも取り組み，英語とアジアの言

必要があります。本コースでは，東ア

中国語，朝鮮語などを選択し，その他

語を駆使する国際人となる能力を磨き

ジア近隣諸国との国際理解や国際交流

の共通科目を修得します。また，専門

ます。

において日本が果たす役割の重要性を

基礎科目として国際学入門や日本文化，

米英コース

る現代世界において，東アジアの一国

コースの理念・教育目標
米英をはじめとする英語圏の社会や文
化に関する広範かつ深い知識を備え，
諸外国や地域との関係性を多角的かつ
クリティカルに考察することのできる
国際人を育成します。真のコミュニケー
ションが成り立つためには，その言語
を作り上げた社会についての深い理解
が欠かせません。本コースでは，米英
をはじめとする英語圏の社会・文化・
思想の検証と，実践的な英語運用能力
の育成を両輪とし，国際社会で通用す
る英語コミュニケーション力を養成し
ます。
教育内容
1 ・ 2 年次：国際学および日本文化に

Course in American-British Studies

米英社会を丸ごとダイナミックに学び，
活躍の場を広げます。
「国際社会」
「 日本文化」についての理解，
「 英語の運用能力」の向上の 3 本柱
に支えられた教育を通じて，米英社会を丸ごと学び，今後の異文化間コミュ
ニケーションに必要な知識と能力を磨き，国際的な分野で活躍できる人材
の育成をめざします。

ついての基礎的な学習を通じて，自己
のアイデンティティを確認・強化して

ら米国のアイデンティティを問う「米英

会構造を問う「米英メディア文化論」な

いきます。また，短期の語学研修など

政治・外交論」，環境思想という立場か

ど，多岐にわたる専門科目を学習し，考

を通じて，英語圏文化への理解をさら

ら心的な背景についての深い理解を育

察を深めていくなかで，自らの進路を

に深めていきます。

てる「米英環境思想論」，映画・テレビ

主体的に決めていきます。

2 〜 4 年次：政治・外交という観点か

などさまざまなメディアから文化・社
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ヨーロッパコース

多様なヨーロッパを多面的に学び，
真の国際感覚を養います。

期留学，留学生との交流など）を通じて
国際感覚を磨いていきます。

様々な価値観が共存し複雑化する現代社会。多民族で構成
され社会や文化のあり方も多様なヨーロッパの理解が豊か
な示唆を与えてくれます。本コースはヨーロッパの言語・
文化・政治・経済・歴史などを多面的に学び，国際社会で
活躍する国際人の養成を目指しています。

教育内容
共通教育科目に加え学類共通の実践的
な英語科目を履修するとともに，国際
社会系と日本文化系の基礎的な科目を
選択履修します。基礎的理解を深める
科目を履修後，各コースの専門科目と
専門外国語（フランス語，ドイツ語，ス
ペイン語）を選択履修します。専門科目
では「西洋近・現代史概説」
「 現代ヨー
ロッパ社会論」
「ヨーロッパの宗教」等の
基礎的科目を履修後，より専門的な関
連科目を学び，ヨーロッパ社会につい
ての理解を深めます。また，現実のヨー

コースの理念・教育目標

際的感覚にあふれた人材を育てていき

ロッパ社会の実感のために，語学研修

本コースでは，ヨーロッパへの関心を軸

ます。外国語のコミュニケーション能

や短期留学制度を整えています。最終

に，純粋な外国語の運用能力だけではな

力，国際社会を理解するための基本的な

にこれらの学習や体験の成果をまとめ，

く，相手を理解し，状況に応じて対話し，

知識と方法，そして日本の歴史・社会・

卒業論文に仕上げます。

共に創造していく能力，自分で課題を見

文化についての理解を深めた上で，ヨー

つけ解決していく能力，世界情勢を複眼

ロッパについてさらに専門的に学びま

的に見る能力を持った人，つまり真に国

す。また，さまざまな機会
（語学研修，短

Students'
Voice 5

生命理工学類

Course in European Studies

生命システムコース

山﨑 真奈美

分子・細胞から生態系，幅広い生物分野に関する 
実験が出来ます！
私は生物の不思議などについて
解明したいと思っていたので
生命システムコースを選びま
した。本コースでは2年次の実
験で植物や動物のスケッチを行
い，実際に自分の目で生物の体
構造を観察し，仕組みについて
理解を深めます。さらに3年次には午後からほぼ毎日のように実験があり
ます。3年次の実験は扱う分野が幅広いので，実験を通して自分がどんな
ことに興味があるのかを知ることができ，４年次からの研究室を選ぶ手掛
かりとなります。他にも実習を通してフィールドワークなどがあり，本コー
スの実験や実習は非常に楽しく有意義なものがたくさんあります。

医学類

達川 知美

金大の魅力は，人との関わりによって自主性を引き出してくれるところです。
「私はどんな医療人を目指そうかな」これが私の学生生活のテーマです。どこまでも広く深い医学の世界を勉強す
るうえで大切なのは，それに負けないくらい大きな好奇心なのだと思います。私は友人・先輩の誘いで，英語版の
医学書の抄読会や，医学展での基礎医学の実験に参加し，毎日わくわくして勉強を重ねられています。将来の夢はま
だまだ模索中ですが，今後も仲間との高め合いの中で自分の好奇心を伸ばし，広い知織を身につけていきたいです。
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数物科学類

物理学コース

柴田 海輝

物理学という世界は
想像以上に奥深い。
それを実感してみよう。

地域創造学類




山田 大稀

環境共生コース

文理の枠を超えた，文系と理系の繋ぎ役。
「環境」と聞いたと
き，関連する学問

数物科学類に入学すると，２年次にコース選択をします。
そして，物理学コースに配属されると４年次に研究室（低

分野として理系分
野を連想する方が
多いのではないで

温，ナノ，プラズマ，分子，生物，宇宙，非線形，素粒子）で

し ょ う か？ で は，

研究をします。一見すると狭い世界へどんどんと入り込

「環境問題」につい

んで行くようですが，そんなことはありません。自分が選

て考えたときはど

んだ道の先には今まで知らなかったことが山ほどあり，と

うでしょう？例えば温室効果ガスの排出量を削減する方法を

ても広い世界

考えると，新技術の開発といった理系分野での方法が挙げら

であることに

れるでしょう。しかし，その新技術を取り込んで社会システム

気づくでしょ

を改善するという方法もあります。このように理系と文系の枠

う。 物 理 学 と

にとらわれずに，両者の視点をふまえて学ぶのが「環境」です。

いう世界の奥

そんな理系と文系の枠を超えた勉強を一緒にしてみませんか？

深さを実感し
てみましょう。

国際学類

日本・日本語教育コース

村田 美南

みなさんは日本や日本語について

どれだけ自信を持って外国人に紹介できますか？
日本・日本語教育コースでは，日本を世界の中の一か国として客観的
に見ながら，日本語や日本の文化について勉強しています。また，それ
らに加えて，日本語教育に関する専門的な知識や教授法なども，模擬授業などの実践的な授業を通して身につけ
ることができます。私は，このコースに入り，コース内の先輩や後輩との繋がりをとても強く感じました。日本
語教師を目指している私にとって先輩方のお話は，貴重で勉強になることばかりで，とても充実した毎日を送っ
ています。世界に興味があるからこそ，一緒に日本について深く勉強してみませんか。

物質化学類

応用化学コース

宮島 亮介

講義と実験，発表を通して
化学がもっと好きになれます。



応用化学コース
ではバラエティ
に富んだ化学の
講義が開講され
ており，基礎か
ら発展的な事象
まで学ぶことが
できます。得ら
れた知識を実際に実験で活用し，自ら考察することができ
る環境が整っているため，知識がより定着し実践力が養わ
れます。さらにプレゼンテーションなどを通して発表する
ことで，他者に自分の考えを伝える力が身につきます。仲
間達と議論し互いを高めあう時間はとても有意義で，化学
がもっと好きになれると感じています。

保健学類

放射線技術科学専攻

五十嵐 洸太

医療にとって必要不可欠な
放射線技術を一緒に学びましょう。



診療放射線技師は，X線撮影やCT・MRI，核医学検査，放射
線治療など幅広い役割を担い，現代の医療を支えている職
業です。当専攻は，その放射線技術を学ぶにあたって素晴
らしい環境が整っています。実際の医療機器を使った実験
や附属病院での臨床実習を通して，幅広い知識を習得でき
ます。また在学中に，関連する資格取得や学会での研究発
表に挑戦することで自分を高めることもできます。クラス
の仲間と一緒に充実した医療人への道を歩みませんか？
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機械工学類

機械数理コース

米田 慎之介

内容が幅広くさまざまな分野を

学習できることが機械工学の醍醐味です。
機械工学類では，どのコースでも多岐にわたる分野に関
して学習します。もちろんたくさんの内容を勉強するた
め大変なこともありますが，ある教科で学んだことが別の
教科で活かされることが多々あり，私はそこに面白さを感
じます。研究室配属においても，内容が多岐にわたる機
械工学類らしく，様々な分野の研究室があります。4年次
での配属ま
で に 色々な
テーマで学
習し，ぜひ自
分 の 研 究し
たい分野を
見 つ けてみ
てください。

法学類

総合法学コース

人文学類

好きなときに好きな場所で学んでください。
世界には，ひとが膨大な
時間をかけて築いてきた
無数の文化が様々なかた
ちで存在しています。当
然， 研 究 の 方 法 もそ れ
ぞれです。このコースの
学生は，
「フィールドに飛
び出す」ことを軸として，
自分なりのやり方で自らが設定した課題に取り組んでいきます。
2013年の夏，私は教授の調査に参加させてもらい，ヨルダンに
行ってきました。同時期にイタリアでの調査をおこなった仲間も
います。現場の環境に身をおくことで，理解は一層深まります。

山本 幸輔

総合法学コースは，自由な履修選択が
可能な理想のコースです。
総合法学コースの特長は，他のコースとは異なり，自由な
履修選択が可能なことにあります。そのため，自分の興味
のある科目を重点的に選択したり，進路に合わせて必要
な科目を選択したりと，好みや目的に応じて自由に学ぶこ
とができます。法科大学院や研究大学院への進学を考え
ている方はもちろ
ん，その他の進路
を考えている方に
とっても，自分の
学びたいことを十
分に学ぶことので
きるという点で，と
ても理想的なコー
スと言えます。

保健学類

検査技術科学専攻

脇坂 真穂

私たちの体の中で起きていることを学んでみませんか？
当専攻では臨床検査
を行う上で必要な知
識を学び，それを実
習 の 中で 行 います。
講義では検査の方法
だけでなく，どうして
その方法で結果が出
るのか，その結果が
何を示すのかなど，私たちの体の中で起きていることを学びま
す。実習ではグループワークも多く，臨床の現場で必要となる
協調性も身につけることができます。様々な角度から“医療”に
ついて学べるため，講義や実習で得られたことを基に臨床検査
というジャンルを飛び越えた研究を行うことができます。
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佐々木 香菜

フィールド文化学コース

電子情報通信学類

情報通信コース

冨澤 京介

あなたの周辺の機械に目を向けてみませんか？
情 報 通 信 器 は 様々
な 分 野 で 必 要とさ
れています。本コー
スでは，その情報技
術の基礎からハード
ウェアとソフトウェア
の両方の面を学べ
ます。理論はもちろ
ん簡単な回路設計やプログラミング演習など実践的な授業も行
うので，より深く理解できます。PCや車，通信衛星など多くのこ
とに使用されている技術を学ぶことができ，プログラミングでは
自作したプログラムが正常に動いたとき大きな達成感を得まし
た。普段何気なく使っている周辺の機械や最近話題の機械学習
に興味のある方にお勧めするコースです。

地域創造学類

地域プランニングコース

岡本 莉生
地域について学ぶのに，
大学の中だけじゃもったいない！



「地域」の範囲は様々で，身近な範囲も地域なら，外国だっ
て地域です。そして，地域には必ずそこに暮らす人々がい
ます。地域プランニングコースでは教室での講義に加えて，
大学を飛び出して行政やまちづくり団体に入ったり，ときに
は海外に行ったりして，その地域についてより深く学ぶこと
ができます。そうすることで社会・経済，伝統・文化，環
境など多様な視点から，地域の魅力や課題などを発見・実
感し，その地域
の未来につい
て総 合 的 に 考
えることができ
ます。私たちと
共 に， 地 域 に
つ い て 学 んで
いきましょう。

理工学域
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■
■
■

機械工学類
■
■
■

■

物質化学類
■
■

p50

機械創造コース
機械数理コース
エネルギー機械コース

電子情報通信学類
■

p42

数学コース
物理学コース
計算科学コース

フロンティア工学類

p58

地球社会基盤学類
■
■
■

■
■
■

p54

コース制は採用せず，
4 つのコアプログラムと
6 つのフロンティアプログラムを
設置

電気電子コース
情報通信コース

生命理工学類

p46

化学コース
応用化学コース

p62

地球惑星科学コース
土木防災コース
環境都市コース

p66

生命システムコース
海洋生物資源コース
バイオ工学コース

領域を超えることで，
可能性がさらに大きく広がります。
理工学域は，学問の領域が深化し，国際化する理

スやプログラムを選択できるので，自分にあった

学と工学の分野を融合して再編一体化した学域。

進路設計が可能になります。さらに専門以外に

従来の，基礎は理学部，応用は工学部といった学

も，異なる分野の理解が可能なように副専攻も提

部の垣根にとらわれることなく，幅広い自然科学

供します。卒業後，さらに学問研究を続けたい人

と技術の専門メニューのなかから進路を選択で

には，すべての分野に大学院が整備されていま

きます。理工学域の7つの学類では，入学してか

す。将来に向けて，広い分野での進路設計が自由

ら共通の基礎を修めた後に，専門分野であるコー

に行えます。
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数物科学類
■数学コース
代数学／微分幾何学／複素解析学／数理解析学／確率解析学

■物理学コース
低温物理学／ナノ物理学／プラズマ物理学／分子物理学／

School of Mathematics and Physics
http://mathphys.w3.kanazawa-u.ac.jp/

数学と物理学は自然科学の基礎をなす学問であり，計算
科学は，数学や物理学の原理・法則に基づいた計算機シ
ミュレーションを駆使して，数学や物理学の枠を超えた

生物物理学／宇宙物理学／非線形物理学／

あらゆる事象を対象とする新しい学問分野です。近年の

素粒子・宇宙・理論物理学

急激なコンピュータの進歩は，従来あまりにも複雑で扱

■計算科学コース
計算数理プログラム
基礎計算数理／応用計算数理
計算実験プログラム
シミュレーション科学／マルチメディア科学

えなかった現象の解明や理論の検証を可能とし，数学や
物理学にも恩恵を与え，発展に寄与しています。数物科
学類ではこの新たな時代に対応すべく，これら 3 つの学
問を有機的に総合した教育と研究を行っています。
自然科学研究科
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】数物科学専攻
（84ページ参照）

自分で根本から考え，数学・物理学・計算科学の確かな基礎力
を活かして，この世界のあらゆる問題に果敢に挑戦しよう。
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数物科学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年前期，定員枠無し）
学年

1

2

3

4

数学系と物理学系で推奨履修モデル

定員枠がないため，希望するコース・プログラムに制限なく

条件を満たせば，所属コース以

が異なるが，どの科目も受講可能。

全員が配属されます。

外のグループで課題研究が可能。

導入科目 4 単位＋GS科目（ 3 単位× 5 群＝15単位）＋GS言語科目（ 4 単位× 2 コース＝ 8 単位）＋自由履修科目（ 3 単位以上）で30単位以上。基
共通教育科目

礎科目（必修（各 2 単位）：微分積分学第一・第二，線形代数学第一・第二，物理学Ⅰ・Ⅱ，選択（各 2 単位）：化学Ⅰ・Ⅱ，地学Ⅰ・Ⅱ，物理学実験（物
理学コースと計算実験プログラムは必修），化学実験，あわせて＝14単位以上）。合計44単位以上。

専門教育科目

専門科目

専門基礎科目（必修／選択）

専門基礎科目

専門基礎科目＋専門科目

数学物理学演習A・B他

線形空間，基礎解析，数理論理，

計算実験基盤，数理解析概論，計

必修科目

各コースで推奨履修モデルを公

数値解析序論，計算実験序論，力

算機言語，計算実験，熱統計力学・

・数学課題研究

開しており，それを参考に履修

学・演習，電磁気学・演習，物理

演習，量子力学・演習，物理実験

・計算数理課題研究

科目を選択する。

数学，熱統計力学序論，数学通論，

＋ 代数学，幾何学，解析学，数値

・計算実験課題研究

主に，数学系と物理学系のどち

離散数学入門，数理統計，計算実

解析，離散数学，計算分子科学，

・物理学課題研究

らに興味があるかで判断するこ

験序論，量子力学序論，物理実験

計算物性論，相対論と幾何学 …

から一つを履修（12単位）

とになる。計算科学コースの，

学，計算物理学 …
必修／選択等の指定は各コース，

その他

目，計算実験プログラムは物理

必修／選択等の指定は各コース，

プログラムで異なるが，全ての

各コース，プログラム毎に専門

系科目が必修／選択必修となる

プログラムで異なるが，全ての

科目が履修可能（選択科目）。

的な内容の選択および選択必修

場合が多い。

科目が履修可能（選択科目）。

計算数理プログラムは数学系科

科目が複数開講される。

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の65％）

数物科学類では，自然科学の本質的な

・数学や物理学が好きで，基礎からじっ

筑波大学大学院，富山大学大学院，桐朋

理解を目指して互いに発展してきた，

くりと学ぶ熱意と探究心にあふれ，

学園大学院大学，金沢大学大学院，名古

あらゆる現代科学の基礎である数学と

それを社会の発展に活かしたいと考

屋大学大学院，京都大学大学院，奈良先

物理学に，計算機の進歩により誕生し

えている人。

端科学技術大学院大学

た計算科学という新しい学問を加えた
3 つの分野を有機的に学習します。数

・計算機シミュレーションに興味があ
る人。

主な就職先

学や物理学にとどまらず，最先端の生

・数学・物理学・計算科学の関連分野

アートテクノロジー，インテック，コス

物学，地球科学，化学，情報科学，さら

の科学研究や教育に携わりたい人。

モサミット，テクノプロ テクノプロ・

には工学やその周辺分野さえ視野に入

デザイン社，日立ソリューションズ・

れた問題発見力・解決力を養い，未知

学類共通科目

クリエイト，富士通北陸システムズ，北

の問題に対しても常に根本から考え挑

数学物理学演習A・B（ 1 年選択必修 4 ）他。

銀ソフトウエア，菱機工業，教員（中・

戦できる人材の育成を目指します。

各コース・プログラムで必修／選択必

高等学校），国家・地方公務員

等

修の科目は異なりますが，全ての開講
数物科学類の特徴

科目はコースに関係なく履修すること

自分の興味と能力・適正をじっくりと

が可能です。大まかに数学系と物理学

見極め，進路を選択・修正することが

系で推奨履修モデルが分かれますが，

できます。数物科学類の学生は，入学

途中で変更することも十分可能です。

後，先ずは数学，物理学，計算科学の基
本をしっかりと学びます。そして 2 年

主な取得可能資格

次のコース配属では，全員が希望する

中学校教諭一種免許状（数学・理科）

コースに進むことができます。さらに，

高等学校教諭一種免許状（数学・理科・

4 年次に行う課題研究（卒業研究）にお

情報）

いては，所属するコースに依らず，数物

金融・保険業 4%

建設業 4%
公務
8%
サービス業
13%

産業別
就職状況

情報通信・
運輸業
46%

教育・学習支援業
25%

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

科学類の全ての研究グループの中から，

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

個別指導を受けたいグループへの配属

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

を希望することが可能です。

省における審査の結果，予定している教職課程
の開設時期が変更となる可能性があります。

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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数学コース

数理的な見方を多角的に追求し，抽象的思考力を身に付けます。
数学は古くて新しい学問です。紀元前から今日に至るまで，人々は生活や自然の中に数理の美しさ
を見出してきました。数学を学ぶことは人間の知恵と精神を学ぶことでもあり，論理的・抽象的思
考力を磨くことで社会の諸分野で活躍できる人材の育成を目指します。

力を身に付けることで物事を根底から
とらえて解決できる力を養い，幅広い分
野で活躍できる人材を育てます。
教育内容
【理論から応用まで幅広いカリキュラム】
1 年次で学ぶ線形代数と微分積分およ
び集合・論理を出発点として，群・環・
体などの代数構造や整数論，数列や級
数の収束概念と位相構造，ベクトル解
用の可能性が生まれます。本コースで

析や微分方程式，複素解析，曲線と曲面，

は，数・図形・量に対する素朴な直感か

微分幾何・位相幾何，確率論，関数解析，

抜き解決できる人材の育成】

ら発展した代数学・幾何学・解析学を

さらに離散数学，数理統計，計算数学，

数学は自然や社会の諸問題に数理的な

講義や演習，少人数セミナーを通じて学

数値解析など，理論から応用まで幅広

枠組を与えることで科学全体に多大な

び，各自が関心をもつ分野を社会への応

く学ぶことができます。

貢献をしてきました。数学の理論や概

用も意識しながら自由に深く探求して

念は抽象的ですが，それにより幅広い応

いきます。数理的な見方や論理的思考

コースの理念・教育目標
【数理的直感と思考力で問題の本質を見

Course in Mathematics

【基礎力の徹底的な習得と最先端への対
応力の養成】
教員との密着度の高い教育環境の下，
講義や演習・実験および課題研究を通
して主体的に学習する態度と能力を育
成していきます。自然科学や現代科学
技術の根幹である物理学を深く学ぶこ
とは，最先端の研究にも対応できる力，
論理的考察に基づき問題解決へと向か
う道筋を自ら切り開き実行していく力
の養成にもつながります。教育や研究
の分野に限らず，幅広い領域でその基
礎力を活かし，多様で複雑な問題に対
して柔軟かつ独創的に対応して活躍で
きる人材を育てます。
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物理学コース

Course in Physics

コースの理念・教育目標

この宇宙のあらゆる物理現象を支配する
原理・法則を探究しよう。
物理学は，さまざまな自然現象について実験と論理的考察を繰り
返し，その背後に潜む普遍的法則を探る学問です。論理的考察
に基づいて課題を発見し解決をめざす思考能力を鍛え，独創的な
発想力を磨き，幅広く社会に貢献できる人材の育成をめざします。

教育内容

ていきます。また ３ 年次には １ 年間

研究方法を初歩から学び，新しい理論・

先ずは高校で馴染みのある力学・電磁

の実験により，講義で学んだ現象や法

解析方法の確立，極限状態を実現して

気学・熱力学などを，必要な数学的手

則の理解を深めるとともに測定技術や

未知の現象を観測する実験手法や超高

法とともに講義と演習を通じてじっく

データ処理の基礎を習得します。 ４ 年

精度・超高感度測定装置の開発に，日

りと深く学び，その後，量子力学・相

次の卒業課題研究では，理論または実

夜挑戦していくことになります。

対論などの現代物理学へと学習を進め

験系の研究グループの一つに所属し，

計算科学
コース

Course in Computational Science

計算科学が拓く新しい世界で，
理論と応用の両面を学びます。
計算科学は，コンピュータを駆使したシミュレーショ
ンを通じて，自然現象を探求する学問で，企業にその
成果を提供する応用技術の側面をもっています。数
学・物理学の基礎理論とコンピュータ実習を通じ，計
算科学を様々な分野に応用できる人材を育てます。

【バランスよく数学・物理学・計算科学

が身に付くカリキュラム構成となって

が履修できるカリキュラム】

います。 1 年次：計算科学の基礎を学

本コースでは，数学，物理学，計算機シ

びます。 2 年次：
「計算数理教育プログ

ミュレーションの 3 分野をバランスよ

ラム」か「計算実験教育プログラム」の

く学べるカリキュラムを通じて，計算

いずれかを選択します。いずれにおい

知識の修得】

科学による問題解決能力を養い，将来，

ても，実習等を通じ，計算機シミュレー

実験･理論に次ぐ「第三の科学」として誕

企業人や教育者として，社会に貢献で

ションの知識を身に付け，応用能力を

生した計算科学は，基礎科学としての

きる人材を育成します。

育てます。
「計算数理教育プログラム」：

コースの理念・教育目標
【「第三の科学」としての計算科学の基礎

役割だけではなく，実際に企業の製品

計算科学の数理的基礎となる数学を重

開発に応用されています。実習を含む

教育内容

点的に学びます。「計算実験教育プログ

授業により，計算科学をさまざまな分

4 年間を通し，数学・物理・計算機シ

ラム」：自然現象を理解するための学問

野に応用できる人材を育成します。

ミュレーションの基礎知識や実践能力

である物理学を重点的に学びます。

国際学類
創薬科学類

湯浅 慧大

幅広い選択肢を
与えてくれる場所。



金沢大学では３年前期まで共通のカリキュラ
ムで基礎薬学を学習し，その後，学業成績等に
基づいて希望する学類，研究室へと配属され
ます。探求心を持って仲間と切磋琢磨しなが
ら大学生活を送り，自分に合った研究テーマ
を化学・物理学・生物学の幅広い選択肢の中
から決定することができます。英語で自分の
知らない専門分野のことを「閉じられた本」と
言います。私は
やっとその本を
手に取ったとこ
ろ。将来同じ本
を持つ仲間とし
て皆さんに会え
るのを楽しみに
しています。

アジアコース

小室 舞夏

アジアを多様な方面から学べる
楽しいコースです!



アジアコースでは，身近な
中国・韓国だけではなく東
南アジア地域など多様な
アジアについて，歴史・経
済・政治などいろいろな方
面から学ぶことができ，英
語の他にも中国語・韓国語
なども身につけられるの
で，より国際社会で活躍できる機会を増やせると思いま
す。またアジアコースはほかのコースより人数も少なく
アットホームな雰囲気で，飲み会など皆で集まるイベン
トも多いので，他の学年の人とも交流できます。先生方
も親切で面白く，学生たちの自主性を尊重してくださる
ので，とても楽しく思い切り勉学に励めます。アジア圏
に少しでも興味のある方はぜひともアジアコースへ。

Students' Voice 6
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物質化学類
■化学コース
無機化学／錯体化学／理論化学／有機化学／生物化学／
分析化学／放射化学

■応用化学コース

School of Chemistry

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/chemistry/

化学の基本原理の探求と応用技術の創造に挑戦する。
創造力と技術力を身に付けた科学人をめざす。
化学は自然界で起こる様々な現象の原子・分子レベルで

物理化学／分析･環境化学／高分子合成／精密有機合成化学／

の理解から，環境に適した新しい機能性物質の創製，さら

高分子化学／電気化学／分子機能解析化学

に生活を支える化学製品の開発から製造に至るまでの幅
広い領域を含んでいます。「物質化学類」では，化学を通
じて自然と共生しながら持続的かつ豊かに暮らすための
優れた研究者・技術者を養成するとともに，様々な分野
でリーダーとして活躍できる人材を育成します。
自然科学研究科
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】物質化学専攻
（84ページ参照）

原子・分子から環境まで物質化学の探求を通じて科学的探究心
と創造的能力を育みます。
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物質化学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年前期，上限定員有り）
学年
共通教育科目

1
導入科目（ 4 単位

2
必修），GS科目（15単位

必修／選択），自由履修科目（ 3 単位以上

3

必修／選択），GS言語科目（ 8 単位

4

必修），基礎科目（16単位

選択）

専門基礎科目（必修）

学域GS科目（必修／選択）

専門基礎科目（必修）

専門科目（必修）

物理化学基礎

物質化学序論，理工系英語

物質化学実験B・C，応用化学実

化学文献指導

有機化学基礎
情報処理演習

験，応用化学演習，課題探究ゼミ

専門基礎科目（必修）
無機化学基礎，分析化学基礎，有機
化学Ⅰ，理論化学Ⅰ，放射化学Ⅰ，化学

専門教育科目

安全工学，専門英語

礎実験，課題探究ゼミナールⅠ等

専門科目（選択）

Ⅱ，応用物理化学Ⅰ，無機材料化学，
高分子化学Ⅰ，化学工学量論 等
コースごと必修科目，選択必修
科目が用意されている。

用まで学ぶ】

分子化学，分光分析化学，地球化
学，磁気共鳴，有機材料化学，高
分子有機化学，有機構造解析，機
器分析化学，電気化学 等
コースごと必修科目，選択必修

れぞれの研究室に所属し，指導
教員のもとで卒業研究に取り組
む。

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の80％）

・自然現象の観察と実験に強い興味を

北海道大学大学院，東北大学大学院，東

持ち創造的に自然に関わりたい人
・独自に考える力と自然に対する好奇

において，物質の根源を探求する化学

心を持ち発見の感動を味わいたい人

への期待と要求は高まっています。こ

・研究を通して得た成果を社会や自然
界へ応用することに意欲がある人

の探求」から「化学技術の創造」までを理
解・応用できる人材育成をめざします。

第 4 学年からは両コースともそ

科目が用意されている。

急速に進展する科学技術の様々な領域

の要請に応えるべく「化学の基本原理

応用化学課題研究

合成無機化学，構造無機化学，超

無機化学Ⅱ，分析化学Ⅱ，生物化学

【宇宙から原子までの化学を基礎から応

化学課題研究

専門科目（必修）

熱力学，物質化学実験A，応用化学基

専門基礎科目
（選択）

学類の理念・教育目標

ナールⅡ，Ⅲ

京工業大学大学院，金沢大学大学院，大
阪大学大学院
主な就職先
ENEOSグローブエナジー，佐々木化学
薬品，ジャパンディスプレイ，第一薬
品工業，ブルボン，北陸電力，丸井織

学類共通科目
初学者ゼミI･II

物質化学序論A･B

物，森永乳業，山崎製パン，教員（高等

専門教育】

化学I･II

物理化学基礎

学校） 等

自然科学，医学，薬学，工学などと密接

有機化学基礎

無機化学基礎

に関わる化学を，原子・分子次元から

化学実験

理工系英語

最先端領域まで，幅広く専門的な知識

情報処理演習

化学文献指導

【広範な隣接諸科学とリンクした幅広い

と技術を修得します。
主な取得可能資格
物質化学類の特徴

中学校教諭一種免許状（理科），高等学

受験生の皆様が『迷わず受験できる』の

校教諭一種免許状（理科，工業*），毒物

が金沢大学の物質化学類です。入学後

劇物取扱責任者，甲種危険物取扱者

に理学系の化学コ一スと工学系の応用

*…応用化学コースのみ

化学コ一スを目的や適性に応じて選ぶ

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

ことができます。取得できる資格やス

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

キルなどに違いがありますが幅広い研

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

究分野を網羅した物質化学類では，自

省における審査の結果，予定している教職課程

分の期待と目標に合わせた将来設計を

の開設時期が変更となる可能性があります。

大学に入ってからじっくり考える余裕
があります。

その他
教育・学習支援業 6%
6%
サービス業
13%

産業別
就職状況

製造業
56%

卸売・小売業
19%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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化学コース

化学的知識を極め，社会に貢献する
研究者や技術者を育てます。

教育内容
【化学的研究能力を身に付けた人材育成】
科学に携わる研究者•技術者や教育者の

物質の化学的性質・構造・反応などに関する基礎的原理や実
験技術と合わせて広範な自然科学の素養を修得し，独自に考
える力と自然に対する好奇心を持ち，発見の感動を味わうこ
とができる人材を育成します。

素養として，数学，物理学，化学を中心

学現象を解明することに

し，化学の専門的な知識と化学的研究

よって社会に貢献する人

能力を身に付け問題解決能力を養い

材の育成をめざします。

ます。

【化学的探求精神に富む

とした自然科学の幅広い基礎知識を身
に付けます。その後「化学コース」向け
の分野を網羅したカリキュラムを履修

【全化学分野を網羅するカリキュラム】

人材の育成】

化学の専門的職業人のために必要な自

物質の性質・構造・反応

然科学の素養として
「基礎学力」を養う

などを原子・分子レベル

基礎科目群とともに，現代化学全般を

で解明するために，それらの基本原理

体系的に修得する中で「化学的な研究

【最先端の化学知識と研究手法の修得】

の探求に挑戦する意欲を培っていきま

能力と問題解決力」を養う専門科目群を

最先端の講義や実験を通じて化学の基

す。それによって優れた研究者を養成

修得します。また，
「 情報発信型人材育

礎知識を理解し，同時に研究に必要な方

するとともに，広範な自然科学の素養

成」のためのゼミナールや課題研究を中

法論・手法を修得します。独自に考え

をもち，社会のさまざまな分野でリー

心にプレゼンテーション能力や国際コ

る力を備え，化学物質の取り扱いに必要

ダーとして活躍できる人材の育成をめ

ミュニケーション能力を養成する科目

な基礎知識と実験技術を身に付け，化

ざします。

群を学びます。

コースの理念・教育目標

コースの理念・教育目標
【人間・科学技術・自然の共生をめざす
新たな化学へ】
人類・科学技術・自然が共存する新し
い文明への革新が求められる現在，化
学で基礎から解明し，新技術を創造で
きる人材が不可欠です。なぜなら，社

応用化学
コース

Course in Chemistry

Course in Applied Chemistry

会と自然に調和した化学技術の創成こ

化学的思考を生かして活躍する
リーダーシップを育てます。

そが，その答えとなるからです。
【化学的素養を備えた即戦力の育成】
化学に関わる講義・実験を通し，化学
的思考・創造力，応用・遂行能力を身
に付けます。また，プレゼン・国際コミュ

応用化学の研究者や技術者として必要な知識と技術，化学的な思考力・創
造力，実際問題への応用能力を修得するとともに，工学倫理や環境に対す
る責任を自覚し，社会でリーダーシップを発揮できる人材を育成します。

ニケーション力を鍛えると共に，工学
倫理や安全・環境問題の理解により，
使命感と責任能力を兼ね備えた人材を

した健全な研究者・技術者の養成をめ

た，
「創造的思考力と行動力」を養う課題

育成します。

ざします。

探究型実験や，プレゼン・国際コミュ

【基礎化学から応用化学まで幅広いカリ
教育内容
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キュラム】

【化学を熟知した研究者・技術者の養成】

研究・技術者に必要な「基礎学力と社会

導入科目，化学系科目，人格形成科目，

的倫理観」を基礎科目群より，専門的職

語学系科目から成る「応用化学コース」

業人としての「化学的スキルと工学的セ

向けのカリキュラムより，化学を熟知

ンス」を専門科目群より修得します。ま

ニケーション力養成のための科目群よ
り学びます。

Students' Voice 7

生命理工学類

小坂 優斗

海洋生物資源コース

恵まれた環境で“海”と向き合う。
僕たちが普段当たり前のように海水浴や釣りを楽しんでいる

地球社会基盤学類

土木防災コース

森崎 裕磨

“海”，けれども海には現在でも未解明な部分がたくさんありま

理論と実験，そして現場体験を含めた知識と技術，
地域の社会基盤づくりの能力を身につけます。
このコースの
魅力は，社会
基盤施設の建
設に関わる一
連のプロセス
に必要な知識
や技術を，徹
底的に学べる
という点に尽きると思います。力学をはじめとした様々
な専門科目に加え，実験や製図，模型作り，測量等の実習
も行います。さらに，橋梁・ダム・新幹線駅の見学会も
あります。就職面が非常に強く，地域の課題，住民の意
見をくみ上げてまちづくりを進める公務員，計画や設計の
エキスパートとしてのコンサルタント，そして橋やトンネル，

す。僕はそこに惹かれ，海洋生物から未知の分子を探索し，そ
の構造や作用機序を明らかとする研究を行っています。特に魚
類の感染防御システムについて興味を持ち，新しい抗菌物質の
発見を目指していま
す。海洋資源コース
は 能 登 半 島 にも研
究施設があるので，
僕はそこで大自然に
囲まれながら最高の
環境の中，知的好奇
心・探究心を満たし
ています。

数物科学類

行田 菜穂子

計算科学コース

コンピュータの利用により
数学的な考え方の幅がひろがります。



道路を建設する現場監督としてのエンジニアなど，その多

数物科学類の利点は，1年次に数学，物理学と計算科学の基礎

様なキャリアパスが眼前に広がることを実感できます。

を学んだ上で，2年次にそれぞれが学びたい分野のコースやプ
ログラムを選択できる点です。私は，1年後期の計算科学の授
業でコンピュータに興味を持ちました。現在は，計算数理教育
プログラムで，計算科学
や数学を学んでいます。
プログラミング言語の学
習やコンピュータを用い
た数値解析は易しいもの
ばかりではありません
が，奥が深くて大変おも
しろいです。

人文学類 歴史文化学コース

堀内 風佳
保健学類

理学療法学専攻

岡﨑 龍慈

過去を見つめることは，

客観的に今の私たちを

見つめることに繋がっています。

一緒に理学療法士を目指しましょう！

日本史学を学ぶアプローチの仕方は様々ですが，

痺れ，力が出せない，バランスが悪い，持久力が低下したなど，いろんな変化が現れた

ゼミでは史料や論文をもとに研究発表を行い，先

りします。理学療法士は，そのような身体の不調によって障害される基本的な動作（座

生方や受講生とその内容について意見や質問を出

る，立つ，歩くなど）を再びできるようにお手伝いする職業です。大学では学問の幅広い

けがや病気になると，健康な時と比べて，身体の姿勢や動きに変化が現れます。痛み，

しあってじっくりと議論をします。新たな気づき

知識を学ぶのはもちろん，実際に身体を動かす実習も多くあり，楽しんで学ぶことができ

と理解の深化の中で，私なりの歴史像が少しずつ

ます。また，病院や施設で実習を

形作られていくのを実感しています。また，古文

することにより，現場での知識を深

書の読解をする実習では，歴史史料を自ら読み解

め，技術を磨くことができます。金

く力を身につけることができます。歴史遺産が豊

沢大学の理学療法学専攻は少人数

富で，それだけに歴史を身近に感じながら学ぶこ

なので，学生同士の仲がよく，助け

とのできる金沢という地は，日本史を学ぶ上でと

合いながら充実した学生生活を送

ても有意義なところであり，研究室構成員と互い

ることができます。みなさんも一緒

に切磋琢磨する充実した日々を送っています。

に理学療法士を目指しませんか？
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機械工学類
■機械創造コース
材料工学／生産加工システム／知的材料システム／
人間・機械創造／バイオニックデザイン／マンマシン

■機械数理コース
機能設計／機械物理／システム基礎数理／熱流体解析

■エネルギー機械コース

School of Mechanical
Engineering

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/mechanic/

機械工学は，より高度化，複雑化，知能化，学際化する産
業全体の基盤技術を担うことが求められています。その
上，持続的発展が可能な社会の実現のため，材料やエネル
ギー消費，環境との適合を考えた工学技術の展開が必要
となっています。これらの要求に対応すべく，最先端の

環境科学／サステナブルエネルギー／

ナノテクノロジーからエコテクノロジーまでを応用し，

熱科学／流体科学

機械が関わる幅広い分野について，確かな基礎学力を修
得した上でより専門的に教育し，様々な産業で活躍でき
る機械技術者・研究開発者を育成します。
自然科学研究科
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】機械科学専攻
（84ページ参照）

自然や人間・社会との調和を図りながら，モノづくり工学で
人類に貢献する機械技術者・研究者の育成！
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機械工学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年後期，上限定員有り）
2

1

基礎科目

共通

物理学実験
化学実験

後期

4

数学物理基礎リテラシー
ベクトル解析及び演習
フーリエ解析及び演習
工業力学

材料力学Ⅱ
流れ学Ⅰ及び演習
熱力学Ⅰ及び演習
制御工学Ⅰ
材料工学
基礎加工学
機構運動学
複素解析及び演習

等

材料力学Ⅰ及び演習

学類の理念・教育目標

エネルギー機械コース

電気回路A,B

振動工学Ⅰ及び演習

機械工学基礎実験
機械工作実習
機械工学設計製図演習
振動工学Ⅱ
流れ学Ⅱ
熱力学Ⅱ
制御工学Ⅱ
機械設計学
生産工学
機械材料学Ⅰ
計算機プログラミング演習
数値解析 等

機械工学総合実験
機械工学特別演習
企業開放講義
生産システム工学
レーザー工学
機械材料学Ⅱ
計測工学
トライボロジー 等

機械設計学
航空宇宙工学
メカトロニクス
ロボット工学
電子回路概論 等

応用数理解析
応用プログラミング技術
電気回路C,D
画像処理
パターン認識 等

創造デザイン実習
伝熱学
材料設計学
人体科学 等

物質循環工学
応用伝熱学
エネルギー・環境工学
構造解析学
知的生産システム 等

ン能力の育成

卒業研究

理工系英語

機械工学設計製図基礎
機械創造コース 機械数理コース

微分方程式及び演習

前期
機械工学類

専門教育科目

専門教育科目

専門教育科目

先端テクノロジー概論

後期

コース配属（上限定員あり）

共通教育科目

共通教育科目

3 学類共通
導入科目
大学・社会生活論
初学者ゼミⅠ
情報処理基礎
地域概論
GS科目
GS言語科目
TOEIC準備コース
EAPコース
基礎科目
微分積分学
線形代数学
物理学
化学

3

前期

大学院進学（当該学類卒業生の72％）

機械が関わる幅広い分野について，確

・基礎学力をベースに機械工学の実践

北海道大学大学院，東北大学大学院，東

かな基礎学力を修得した上で，
「 機械創

応用に必要なスキルと最新の工学

京工業大学大学院，金沢大学大学院，名

造コース」，
「 機械数理コース」，
「 エネル

ツールを使う能力の育成

古屋大学大学院，名古屋工業大学大学

ギー機械コース」の 3 つのコースに分

院，大阪大学大学院，コロラド大学ボル

かれてより専門的に教育し，様々な産

こんな学生の入学を期待します

業で活躍できる機械技術者・研究開発

・機械工学（モノづくり）への興味と地

者を育成します。機械創造コースでは，
従来の概念を超えた革新的な機械を創
造できる人材の育成，機械数理コース
では，新工学分野の開拓に挑戦し斬新
なアイディアを創成する人材の育成，

球環境に対する高い志を持つ人
・グ ロ ー バ ル な 視 野 と コ ミ ュ ニ ケ ー
ション能力の向上に意欲を持つ人
・独創性と創造性が豊かで自ら問題を
解決する意欲を持つ人

ダー校大学院
主な就職先
キヤノン，小松製作所，澁谷工業，トヨ
タ車体，日産自動車，NISSHA，日本電
産，不二越，富士電機，国家・地方公務
員

等

エネルギー機械コースでは，安全で低
環境負荷なエネルギーシステムを実現

学類共通科目

する人材の育成を目標としています。

微分積分学第一

線形代数学第一

物理学Ⅰ

化学Ⅰ

機械工学類の特徴

微分積分学第二

線形代数学第二

・教養教育の重視による広い視野と豊

物理学Ⅱ

化学Ⅱ

物理学実験

化学実験

かな心をもつ人間性の育成
・工学や科学の基礎となる数学・物理
学などを重視した基礎教育の実践
・設計，計測・制御，材料・加工，熱・
流体など機械工学の基幹分野の教育
の徹底
・課題探求・実践教育を通した，自主性，

主な取得可能資格

情報通信・運輸業
3%
建設業 3%

金融・保険業 3%

公務
5%

サービス業
18%

産業別
就職状況

製造業
70%

高等学校教諭一種免許状（工業）
※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に
係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい
ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

創造性および協調性の向上と，発表・

省における審査の結果，予定している教職課程

報告能力と国際的コミュニケーショ

の開設時期が変更となる可能性があります。

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は2018年 3 月卒業生実績
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機械創造コース

従来の概念を超えた革新的な機械を創造
できる人材を育成します。
レーザー，光，素材特性などを利用した加工や 3 次元造形
技術の開発，マイクロマシン，ロボットを応用した生産シス
テム，などの設計に携わり，革新的な機械を創造できる人材
を育成します。機械工学の基盤分野，次世代加工法や機能
性材料などの教育を行います。

教育内容
【機械工学の基礎を幅広く修得】
数学，物理学を基盤として，機械工学の
根幹をなす材料力学，振動工学，流体力
学，熱力学，制御工学，材料加工学，材
料科学などの基礎知識。
【エンジニアとしての普遍的な能力】
実践学習を通して自主性，創造性，協調
性，発表・報告能力及び国際的コミュ
ニケーション能力を，また，技術倫理に
ついての自覚と，地球的観点から工学
の発展を考えることができる素養。
【革新的な機械を創造できる能力】
先端的加工技術や生産システム，材料
に関して学習し，次世代加工法や機能
性材料など，機械の新たな創造に関連
する分野に関して進んだ専門知識とス

コースの理念・教育目標
【機械の高機能化に必要な知識と実践】

【機械創造技術の開発に挑戦】
デジタル化，高度自動化，知能化などによ
る 機械生産システムの生産性の向上，低

生産システムなどの設計・開発ならび

環境負荷などの実現や，新材料の開発に

に，機械材料の高機能化・高信頼性化

よる機械の高機能化など，機械創造技術

に必要な知識と実践スキル。

の開発に挑戦し貢献する意欲と創造性。

【数学，物理学から積み上げる開発・設
計能力】
機械の設計，開発に必要な能力を基礎
的な数学，物理学から修得。さらに，数
値解析，シミュレーション技術を応用
する知識と実践スキルを伸ばし，最新

機械数理
コース

高度化した工作機械を駆使した加工・

コースの理念・教育目標

キルを修得するための能力。

Course in Mechanical
Engineering

Course in Mechanical Sciences

のツールを使う能力。
【機械の高機能化に必要な知識と実践】
機械の設計や製造に寄与する高度な数
理解析の能力を伸ばし，また，知能化技
術の開発に挑戦し，機械工学のイノベー
ションを牽引する基盤技術の開発に貢
献する意欲と創造性。
教育内容

新工学分野の開拓に挑戦し
斬新なアイディアを創成する人材を育成。
計算機援用技法，先進計測，人工知能応用技術など，新しい工学分野の開拓
に挑戦して意欲的に創成する人材を育成します。数学，物理学など自然科
学から積み上げて機械工学基幹分野を修得し，さらに先端工学分野を理解
するための知識の教育を行います。

【機械工学の基礎を幅広く修得】
工学への応用を重視した数学，物理学
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【エンジニアとしての普遍的な能力】

【機械の高度な設計・解析やそれらを応

を基盤として，機械工学の学問体系の

実践学習を通して自主性，創造性，協調

用できる能力】

根幹をなす材料力学，振動工学，流体力

性，発表・報告能力及び国際的コミュ

基礎的なエレクトロニクス，ロボットなど

学，熱力学，制御工学，材料加工学，材

ニケーション能力を，また，技術倫理に

に関する知識を修得して，機械の高度な

料科学などの基礎知識。

ついての自覚と，地球的観点から工学

設計，解析や，知能化に関して進んだ専

の発展を考えることができる素養。

門知識とスキルを修得するための能力。

エネルギー
機械コース

Course in Energy and
Mechanical Systems Engineering

安全で低環境負荷なエネルギー
システムを実現する人材を育成します。
安全で低環境負荷なエネルギーシステムを実現し，
持続可能社会の構築と発展に貢献する人材を育成し
ます。機械工学の基礎科目を体系的に学び，さらに，
エネルギー機械や環境工学などを理解し，専門的能
力を身に付けるための教育を行います。

コースの理念・教育目標
【機械工学を環境や社会の調和と発展に

の工学ツールを使う能力。

ニケーション能力を，また，技術倫理に
ついての自覚と，地球的観点から工学

応用】
設計，計測・制御，材料・加工，熱流体
など機械工学の基幹分野の能力と，エ

の発展を考えることができる素養。

教育内容
【機械工学の基礎を幅広く修得】

【持続可能社会の構築と発展をささえる

ネルギーやエコテクノロジーに関わる

数学，物理学，化学を基盤として，機械

機械を開発する能力】

工学を理解し，機械工学を環境や社会

工学の学問体系の根幹をなす材料力学，

エネルギー機械や環境に関する工学，

の調和と発展に応用していく能力。

振動工学，流体力学，熱力学，制御工学，

科学などを理解することで，技術の高

【エネルギーの効率的な生産と利用】

材料加工学，材料科学などの基礎知識。

度化や人間・自然・社会との調和に対

エネルギーの生産利用技術への機械工

【エンジニアとしての普遍的な能力】

応でき，持続可能社会の構築と発展を

学応用の幅広い専門知識と実践的なス

実践学習を通して自主性，創造性，協調

ささえる機械の開発に貢献する意欲と

キル。さらにそれを発展させて，最新

性，発表・報告能力及び国際的コミュ

創造性。

Students' Voice 8
養護教諭特別別科

古川 薫

仲間と共に追いかける夢。
観光学・文化継承コース

別科には，
「 養護教諭になりたい」という思いを

茶谷 佳則

持った仲間が集まります。年齢も経験してきた

身近な観光を専門的に学び，まちを訪れる
喜びを与え，共有できる地域づくり。

年は，本当に充実した日々になります。学びた

私達が普段の生活の中で楽しんでいる観光は，専門的に学ぶ

成長することができると思います。１年という

とそのテーマの広さや奥深さに気づかされます。新幹線開

短い期間の中で

業後の金沢では，観光客が増加し町は賑わうようになりまし

学ぶことも多く

た。観光開発は，地域活性化の起爆剤になりえます。また何

忙 し い で す が，

もないと思っていた地域がいつしか観光地になるという可

乗り越えること

能性が観光にはあります。ゼミでの議論や講義のほか，実際

ができれば多く

にまちに出て学ぶことで，地域の観光と住民の実生活の充実

のものを得られ

との両立を目指します。

ると思います。

地域創造学類

ことも違う様々な価値観を持った仲間と学ぶ１
いという意欲を持って臨めば，養護教諭として
の専門的な知識や技術だけでなく，人としても
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フロンティア工学類

School of Frontier
Engineering

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/frontier/

技術革新が急速に進む現代社会では，さまざまな工学の
知識や技を組み合わせて，未来社会を切り拓いていく能
■フロンティアプログラム②
「バイオメカトロニクス」 力が求められています。「フロンティア工学類」では，こ
れらの能力を身に付けるために，コース制を採用せず，新
人体科学／生体計測／人間工学／生体材料工学
たに「プログラム」を設置しています。学生は，従来の工
■フロンティアプログラム③「マテリアルデザイン」
学の専門分野（電子機械，機械，化学工学，電子情報）に対
結晶化工学／高分子材料物性／微粒子工学／反応工学
応するコアプログラムを学んだのち， 6 つのフロンティ
■フロンティアプログラム④
「計測制御システムデザイン」
アプログラム，
「知能ロボティクス」
「バイオメカトロニク
電気電子計測／システム制御／信号処理／画像処理
ス」
「 マテリアルデザイン」
「 計測制御システムデザイン」
■フロンティアプログラム⑤
「ヒューマン・エコシステム」 「ヒューマン・エコシステム」
「ナノセンシング」で異分野
環境安全工学／生物工学／物質循環工学／
間の融合により，従来の工学の枠を超えた未踏領域（＝フ
バイオテクノロジー
ロンティア）を開拓する素養を身に付けます。
■フロンティアプログラム⑥「ナノセンシング」
■フロンティアプログラム①「知能ロボティクス」

メカトロニクス／ロボット工学／航空宇宙工学／制御工学

センサ工学／ナノ粒子工学／マイクロスコピー／
スペクトロスコピー

自然科学研究科
【博士前期課程・博士後期課程】機械科学専攻
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】電子情報科学専攻
【博士前期課程・博士後期課程】
自然システム学専攻
（84ページ参照）

近未来社会を支える先端テクノロジーを，工学の融合で切り拓こう！

54

フロンティア工学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース制は採用せず，4 つのコアプログラムと 6 つのフロンティアプログラムを組み合わせて履修）
1

2

3

3 学類共通

4

フロンティア工学類
専門基礎科目

フロンティアプログラム 1
②バイオメカトロニクス

工学の基礎となる科目群など

③マテリアルデザイン

境界領域

①知能ロボティクス
学域共通科目，学域GS科目，

④計測制御システムデザイン
コアプログラム

フロンティアプログラム 2
⑤ヒューマン・エコシステム

機械

⑥ナノセンシング

化学工学

統合領域

電子機械

電子情報
総合科目
フロンティアプロジェクト

卒業プロジェクト

学類の理念・教育目標

ラムを履修することで複数の分野にわ

ロセス工学，プログラミングなどの工

近未来社会が必要とする技術革新（イノ

たる専門的な知識を身に付けることが

学基礎科目群。フロンティアプロジェ

ベーション）を，工学系異分野境界の融

できます。さらに卒業プロジェクトにおい

クト，卒業プロジェクトなどの総合科

合や統合によって開拓・実現すること

て，それらの知識を融合させ，問題発見能

目群。また，各プログラム科目群は基

を「工学のフロンティア」と位置付け，

力，問題解決能力，創造力を育成します。

本的に全て学類生に解放されている。

絶えず進化する先端技術をいち早く身

これからの新しい技術社会で活躍したい

に付けて，リーディングエッジ（最先端）

という意欲ある方の入学を待っています。

になる人材を養成することを目的とし

主な取得可能資格
高等学校教諭一種免許状（工業）

て，学生が大学初等学年から自主的・

こんな学生の入学を期待します

所定の科目を修得すると甲種危険物取

能動的に自身の専門を開拓・構築して

・さまざまな工学の「技」を組み合わせ

扱者の受験資格が得られる

いくことが可能となる「フロンティア工

た先端テクノロジーに興味と関心を

学類」を新設しました。

持つ人
・技術革新（イノベーション）を通じて
社会に貢献したい人

フロンティア工学類の特徴
フロンティア工学類では，ナノテクノロ

・工学の未踏領域を開拓するスピリッ

ジーからロボット・航空宇宙までの幅広

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に
係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい
ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学
省における審査の結果，予定している教職課程
の開設時期が変更となる可能性があります。

ツを持った人

い分野にまたがる新しい技術を開発で

※想定される大学院進学先と主な就職先は，機械

きる人材を育てます。学生は，コアプロ

学類共通科目

工学類と電子情報通信学類のページを参照くだ

グラムと興味のあるフロンティアプログ

工業数学科目，電気回路，材料力学，プ

さい。

，

，
，
，

，

，

募集人員
（予定）
については，

93ページを参照ください。
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知能ロボティクス

Intelligent Robotics Program

ロボティクスの最先端を学ぶ
機械工学から電子情報分野にわたる知識・スキルを駆使し，
ロボットなど自律化が望まれる機械の高度知能化に取り組
む能力を持つ人材を育成します。

械などの知能化を図り，未知未踏の技
術革新へのブレークスルーを実現する
柔軟かつ挑戦的な思考力を育成します。

プログラムの理念・教育目標

Biomechatronics Program

プログラムの理念・教育目標
人間との調和に配慮した機械を創造す
るために必要な，機械工学，生体工学に
関する幅広い知見を学び，人間支援に重

ロボットをはじめとする自動化が必要

教育内容

な機械システムの解析や設計が行え，さ

ロボティクスに関する知識と技術を身

らに，それらの制御，計測系の開発が行

に付けるために，ハードウェア，ソフト

える，機械工学から電気，電子，情報分

ウェア，知能化に関する科目群を学び

野に渡る幅広い知識とスキルを身に付

ます。また航空宇宙工学など，ロボティ

けます。ロボットやモビリティ関連機

クスの応用系の科目群も学びます。

バイオメカトロニクス
人間支援に重点をおいた機械工学を学ぶ
安心・安全・快適・便利な生活を支える様々な人間支援技術とその社
会実装プロセスを学び，人間に密着した機械工学分野に活用する応用
力を持つ人材を育成します。

点を置いた知識を習得します。さらに，

教育内容

医療福祉機器や生活支援機器などの人

人間支援技術と社会実装を学ぶために，

間に密着した技術の社会実装に向けた

制御工学，振動工学などの計測制御科

応用力や人間との調和に配慮した機械

目群，人体科学，人間工学などの医用生

を創造するために必要な幅広い知見お

体工学に関する科目群及び，それらの

よび課題解決型思考力を育成します。

社会実装に関する科目群を学びます。

マテリアルデザイン

Material Design Program

究極のマテリアルを創るプロセスを学ぶ
新素材やナノテクノロジー分野において，物質（マテリアル）の持つ
様々な性質やそれらの工業的応用等について学び，マテリアルの性
質を極限まで引き出すための技術を身に付けます。

子，高分子，電子材料，構造材料，エネ
ルギー環境材料，食品など，多岐にわた
ります。

プログラムの理念・教育目標
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人間の暮らしを支える新素材や化成品

教育内容

をつくり出す「化学のものづくり」に関

マテリアルが有する機能とそのモノづ

する学習を通じて，様々な用途に用い

くり（＝プロセス）
を学ぶために，マテリ

られるマテリアルをデザインできる斬

アルの性質とプロセスに関する科目で

新なアイデアを持つ人材育成をめざし

ある，プラスチック成形加工，反応工学，

ています。その対象は，化学製品，微粒

分離工学，微粒子工学などを学びます。

プログラムの理念・教育目標
人間や機械，システムの状態を高感度，
高精度に計測し，それらを制御するシ
ステムをデザインできる応用力，開発
力を持つ人材育成を目指しています。
また近年急速に進展する情報ネット
ワークを組み込んだ新たなシステムの
構築や最適化を学びます。

計測制御システムデザイン
Measurement & Control System Design Program

様々な計測制御システムを
設計する
計測制御の原理や応用に関する知識を有
し，それらを種々の装置と組み合わせた
システムを設計し，工業的応用や研究開発
に取り組む能力を持つ人材を育成します。

教育内容
電気電子計測，アルゴリズムなどの計

テム構築・設計を学ぶ科目群，および

測の原理や理論を学ぶ科目群，信号処

それらの応用や情報ネットワークに関

理やシステム制御・最適化などのシス

する科目群を学びます。

ヒューマン・エコシステム
Human Eco-System Program

境やエネルギー問題とモノづくりの両
立を可能とする学問を学びます。モノ
づくりを学ぶ科目群，人間と生物と物質
の機能を学ぶ科目群，エネルギーと環

未来社会を支えるエコシステムを学ぶ

境と安全を学ぶ科目群で構成されます。

人間や生物の機能，エネルギー，環境，安全などを学び，人間や環境
にやさしいモノづくり，システムづくりを実現する多面的な視野と
総合的な思考力を育みます

教育内容
人や環境にやさしいモノづくり，シス
テムづくりを学ぶために，人間工学，生
体計測，バイオテクノロジーなどの人
間（ヒューマン）に関する科目，電気化

プログラムの理念・教育目標

学，物質循環工学，エネルギー変換工学

人間の機能や生活の向上，環境の保全

などのエコシステムに関する科目を学

に関する知識を身に付けるために，環

びます。

ナノセンシング
Nano-sensing Program

プログラムの理念・教育目標
生体の認識や装置に組み込まれるセン
サなど，センサ技術は我々の生活や先
端技術に不可欠なテクノロジーです。

人間や技術を支える最先端のセンシング技術を学ぶ
超スマート社会を実現するための「センサ工学」および「ナノ計測技術」に
ついて学び，生体計測や材料計測などの最先端の知識を身に付けます。

本プログラムでは，センサ工学やナノ
計測技術などの学習を通じて，高感度，
高精度の新しい計測技術を提供できる

教育内容

人材育成をめざしています。その対象

計測技術やナノテクノロジーに関連す

は，機械の制御システムの開発，生体バ

るスペクトロスコピー（分光分析），マ

イオ計測，材料計測など，幅広い分野に

イクロスコピー（顕微鏡分析），計測標

及びます。

準，センサ工学などを中心に学びます。
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電子情報通信学類
■電気電子コース
電気工学／電子工学／電気エネルギー工学／半導体工学／
電子物性／光電子工学／電磁気学／プラズマ工学／
熱・統計力学

■情報通信コース

School of Electrical Information
and Communication Engineering

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/information/

IoT，人工知能，サイバーセキュリティ，通信，省・新エネ
ルギー，高機能電子・光デバイスなどの新たな技術によ
り社会構造が大きく変革しています。それに伴い，電気
電子技術（EET）と情報通信技術（ICT）の重要性が増してい

情報工学／通信工学／計算機科学／

ます。

オペレーティングシステム／

ナノスケールから宇宙までをカバーする最先端EETとICT

情報通信ネットワーク／情報セキュリティ／
機械学習／分散システム／データベース

を駆使して高度に情報化された未来社会を創造できる人
材を育成します。
自然科学研究科
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】電子情報科学専攻
（84ページ参照）

最先端の電気電子技術（EET）と情報通信技術（ICT）で
未来を拓く！
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電子情報通信学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年後期，上限定員有り）
2

1

電子情報通信学類

電気電子コース

Cプログラミング演習
情報理論

情報通信方式，電磁波工学
信号処理，集積回路工学
ディジタル通信，無線通信システム
音声音響工学

電気電子工学実験第 1
電気回路
電子回路
電気磁気学
半導体工学
電気エネルギー変換工学
システム制御基礎

電気電子工学実験第 2 ，第 3
電子回路，電気エネルギー伝送工学
電気機器学，量子力学，電子デバイス
電気電子計測，システム制御，伝送回路
光エレクトロニクス，パワーエレクトロニクス
高電圧プラズマ工学，電子物性，電気電子材料
熱・統計力学，電気エネルギー発生工学
工学における倫理と法

情報通信工学実験第 1
情報基礎
形式言語論とオートマトン
電気・電子回路
電気磁気学

卒業研究

電子情報通信工学序論
理工系英語
計算機リテラシー
フーリエ解析
ベクトル解析
複素解析
確率・統計
アルゴリズムとデータ構造
Cプログラミング序論
電気回路
電気磁気学
論理回路
情報ネットワーク

情報通信コース

基礎科目
物理学実験
化学実験

共通

専門教育科目

専門教育科目

先端テクノロジー概論
微分方程式及び演習

4

3

後期（Q 3 ，Q 4 ）

専門教育科目

共通教育科目

導入科目
大学・社会生活論
初学者ゼミI
情報処理基礎
地域概論
GS科目
GS言語科目
TOEIC準備コース
EAPコース
基礎科目
微分積分学
線形代数学
物理学
化学

共通教育科目

3 学類共通

前期（Q 1 ，Q 2 ）

情報通信工学実験第 2 ，第 3
自主課題研究，コンパイラ
オペレーティングシステム
オブジェクト指向プログラミング
システム最適化，情報セキュリティ
先端情報通信技術論，機械学習
分散システム，データベース論
画像情報処理，情報解析の数理

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

省における審査の結果，予定している教職課程

電気電子技術
（EET）と 情 報 通 信 技 術

・エネルギー，エレクトロニクス，情報

の開設時期が変更となる可能性があります。

（ICT）
に基づき，高度に情報化された未

通信に関する技術を身に付けて国内

来社会に貢献することを理念とし，新分

外の幅広い分野で活躍したい人

大学院進学（当該学類卒業生の64％）

野開拓に挑戦する電気・電子・情報・

・科学実験やコンピュータに関心があ

東北大学大学院，東京大学大学院，富山

通信の技術者を養成することを目指し

り，電気電子・情報通信分野の未来

大学大学院，金沢大学大学院，北陸先端

ています。そのために，基礎知識の修得

の課題を見つけて創意工夫したい人

科学技術大学院大学，名古屋工業大学

とそれを応用する能力，実験・実習を通

・物理学や数学の考え方に基づき先進

して実践的に分析・理解する能力，最新

的な技術・システムを開発すること

のツールを効果的に利用する能力，課題

や，更に，化学を融合した革新的なモ

主な就職先

を提案し遂行する能力，成果を的確に記

ノ作りにチャレンジしたい人

エヌ・ティ・ティ・データ，京セラコミュ

大学院，大阪大学大学院

ニケーションシステム，澁谷工業，セー

述・説明する能力，共同作業を進める協
学類共通科目

レン，デンソー，東海旅客鉄道，PFU，

Cプログラミング演習

三菱自動車工業，三菱電機，国家・地方

電子情報通信学類の特徴

情報理論

公務員

IoT，人工知能，サイバーセキュリティ，

情報通信方式

省・新エネルギー，高機能電子・光デバ

電磁波工学

イスなどの新たな技術により産業活動，

ディジタル通信

社会構造が大きく変革しています。それ

無線通信システムなど

調性と指導力を育てていきます。

に伴い，EETとICTの重要性がこれまで以
上に増しています。このため，就職の求

主な取得可能資格

人倍率は極めて高く，電子情報通信のみ

高等学校教諭一種免許状（工業）

ならず，自動車，機械，化学，建築・土木

電気主任技術者

分野等の産業界全般に渡って人材需要

第一級陸上無線技術士（試験科目の一部免除）

は高まっている分野です。変化の激しい

電気通信主任技術者（試験科目の一部免除）

技術進歩に対し，博士前期課程への約

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

6 〜 7 割という高い進学率も特徴です。

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい
ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

等
その他 3%
公務
8%
サービス業
20%

産業別
就職状況

情報通信・
運輸業
48%

製造業
23%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は旧電子情報学類2018年 3 月卒業生実績
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電気電子コース

超スマート社会に挑戦する電気電子技術フロントランナーの育成。
持続可能な高度ICT社会を発展させているのは，電気エネルギー，エレクトロニクス，通信技術です。
最先端の電気電子技術を駆使して社会に貢献し，IoTサービスとシステムを結ぶ超スマート社会に
挑戦する技術開発フロントランナーの育成を目指しています。
教育内容
数学・物理学を基礎として，電気回路，
電子回路，電磁気学といった専門基礎
科目について演習を交えてしっかりと
修得します。さらに，電気エネルギー，
電子デバイス・電子物性，集積回路，信
号処理，情報通信など各技術の最先端
の科目を学び，社会発展に貢献できる
知識を身に付けます。高電圧実験，デ

コースの理念・教育目標

理的な思考能力を重視し，基礎科目か

ジタル回路，半導体デバイス動作試験

高度ICT社会を発展・維持していくに

ら専門応用科目まで系統的に修得しま

などのハードウェア電気電子実験，コ

は，省・新エネルギー技術，高機能・高

す。実験・実習科目により，先端技術

ンピュータを用いたプログラミングな

集積電子素子技術の開発が不可欠です。

開発に挑戦できる応用力・創造性・協

どソフトウェア演習， 1 年間の卒業研

本コースは，それら電気電子技術開発

調性・技術・研究コミュニケーション

究を通して，課題の発見・把握と問題

のフロントランナーとして高度ICT社会

能力を鍛えます。電気電子工学の環境・

点の理解・解決能力を養います。

へ貢献することを理念とし，国内外で

社会への大きな貢献力を認識し，国際

意欲的に活躍する電気電子技術者の人

的視野や倫理観も培っていきます。

コースの理念・教育目標
情報通信分野の専門家として社会に貢
献することを理念とし，当該分野に必
要な幅広い知識と技術を身に付けた技
術者，研究者，データサイエンティスト
を養成します。情報通信工学に関する
高度な専門知識を修得し，ネットワー
ク，ビッグデータ，人工知能，セキュリ

情報通信
コース

材育成を目標としています。数学・物

Course in Electrical and
Electronic Engineering

高度情報化社会で活躍する
次世代のエキスパートの育成。
あらゆるモノをインターネットに接続して制御す
るIoTは，第 4 次産業革命と呼ばれる産業構造と生
活環境の大きな変革をもたらしています。その根
幹であるICTを担う技術者，研究者となるための専
門知識と実践力を身に付けた人材を育成します。

ティなどに関する技術を身に付け，こ
れらを総括的に活用することができる
人材育成を目標としています。
教育内容
基礎となる数学をベースに，情報科学，
通信，メディア処理を中心とした専門
科目の内容を講義と演習を通して修得
します。また，実験科目により実践力
を身に付け，自主課題研究と卒業研究
により問題発見・解決能力を養います。
入学時からコンピュータを用いた実習
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を系統的に取り入れることにより，プ

す。また，3 年次の学外技術体験実習（企

ログラミング技術，集積回路設計技術，

業へのインターンシップ）により，社会

情報通信技術を修得することができま

で活躍するための能力をより高めます。

Course in Information and
Communication Engineering

機械工学類

エネルギー機械コース

山崎 望

地球環境や新しいエネルギーとものづくりについて
興味を持ち，エネルギー機械コースを選びました。
地球環境，エネルギー問題に対して，機械工学の分野からアプローチする
考え方を養うことができます。4年次で研究室に配属され，3年次までに身
に着けた機械工学における基礎知識を活用し研究活動を行います。再生
可能エネルギー，省エネルギー
など，環境と機械に関心がある

地球社会基盤学類

環境都市コース

佐野 静香

人にとっては魅力的なコースで
す。現在は機械と化学の専門知
識を必要とする研究テーマに取
り組み，日々学びながらやりが
いのある研究を行っています。

安心して暮らせる都市と地域，
快適に過ごせる環境を維持し，
つくり出す能力を学びます！
このコースでは，工学系の知識だけではな

国際学類

米英コース

く，人文社会・経済系に関わる知識も身に

木下 美穂

世界に目を向けてグローバルに
活躍したい皆さんへ。

付く実感があります。環境工学から交通計



画まで，様々な分野の学問を勉強します。
また，講義だけではなく，休みの時期には「ま
ち歩き」や「インターンシップ」の課外学習も
体験できます。中には，理系よりも文系科

米英コースでは，アメリカや

目にめっぽう強い学生がいたりして，いろ

イギリスの文化や政治経済

いろな人に巡り合える充実した大学生活を

を英語で学ぶことで，実践的

味わうことができます。期待を裏切ること

な英語力を身につけること

のないとても魅力的なコースです。イチオ

ができます。また，所属学生

シ，間違いなしです！

のほとんどが留学を志して
いるため，高い目標に向かっ
て皆で切磋琢磨できること
も米英コースの魅力です。私自身もアメリカに留学し，欧
米で広く研究されている行動デザインの一種である「ゲーミ
フィケーション」について学んできました。皆さんも，英語
圏という幅広いフィールドで共に学びを深めませんか。

保健学類

作業療法学専攻

坂田 嶺

仲の良い仲間と共にたくさんの経験を。
作業療法は患者さんが

人文学類

言語文化学コース

病気や障害と付き合い

加治 茜

歴史ある金沢でしか学べない
文学の世界へ！

ながら，楽しく生活す



小さい頃に母が読み聞かせてくれた絵本から私と

るために，何が必要か
を考えます。大学生活
の４年間では，そのた
めに必要な医療の知識

文学の交流は始まったように思います。歳を重ね

や技術，考え方を学び

るにつれて様々な主題，作家，時代，国，言語の本

ます。また，病院実習では先輩の指導のもと，直に患者

を読むようになり，気づけば文学や言葉をもっと

さんと接し，作業療法を経験できます。僕たちは1学年

学びたいと思うようになりました。日本語学日

20人と少ないため，講義や実習，プライベートな時間を

本文学専攻の私は，様々な文化人を生んだ歴史あ

通して仲良くなりました。僕はそんな友人たちと共に切

る金沢でしか学べな

磋琢磨しながら，充実した大学生活を送っています。

い，日本語や日本文
学の面白さを日々学
んでいます。外国の
言語や文学を学べる
コースもあるので，
ぜひ言語文化学コー
スへ！

Students'
Voice 9
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地球社会基盤学類
■地球惑星科学コース
鉱物学／結晶学／岩石学／火山学／地質学／古生物学／
地形学／大気環境学／地球年代学／地球化学／地球物理学

■土木防災コース

School of Geosciences and
Civil Engineering

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/geoandcivil/

地球・惑星の未知なる世界を探求し，人々の豊かな生活
と安全・安心な都市・地域づくりを目指します。
地球と生命の46億年の歴史，私たちを取り巻く環境や自

構造設計学／材料学／流域環境水工学／地圏環境学／

然災害，日常生活を支えるインフラストラクチャー（社会

都市耐震工学／土質力学

基盤施設）を対象に，理学と工学の両面から地球惑星科学

■環境都市コース
都市計画・デザイン・計画支援システム／
交通防災まちづくり／都市・交通工学／
都市システム科学／都市施設設計学／
建築計画・設計／水環境工学／
大気環境工学／極限環境工学／環境バイオマス工学

や土木・都市工学に関わる総合的・実践的な教育・研究
を行います。
自然科学研究科
【博士前期課程・博士後期課程】環境デザイン学専攻
大学院との接続
【博士前期課程・博士後期課程】自然システム学専攻
（84ページ参照）

地球科学から社会基盤整備まで― 環境と共生する未来をつくる
科学者・技術者・教育者を育てます。
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地球社会基盤学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年後期，上限定員有り）
1

2

3

4

「地球社会基盤学類」には 3 つのコースがあり，経過選択型で 2 年後期にいずれかのコースに進みます。実験や演習に重点を置き，
日本語だけでなく英語でのプレゼンテーション能力を育む教育も行います。建築については副専攻として学ぶことができます。

専門基礎科目：
学域共通：情報処理系科目，地球社会基盤学概論
学類共通：地質学，測量学，数学
地球惑星物理学，地球惑星物質学，基礎岩石学，基礎環境変動学，鉱物・
結晶学演習，岩石学実験，古生物学実験，地球惑星データ解析，流体力
学，構造力学，環境基礎工学，環境反応工学，計画数理，施工・維持管
理計画基礎，計画プロセス，地域計画基礎，応用物理学，建築学概論など
コース配属前に，専門分野の基礎をしっかり固めます。これらの履
修が将来のコース選択の際の判断材料になるでしょう。

各コースの専門科目を学びます。
主な専門科目
【地球惑星科学コース】
層位・古生物学，鉱物学，岩石学，地球学野外
調査法，地球学巡検，岩石学実験，地球物質分
析実験など
【土木防災・環境都市コース】
水理学，構造力学，建設材料学，土質力学，応
用振動学，水環境工学，都市計画，交通計画，
建築計画など
学年が進むにつれて，より専門性の強い応
用系科目の比重が大きくなっていきます。

研究室・ゼミ配属（ 4 年：志望調査を行います。）

導入科目：大学生活を軌道に乗せる科目（全学生がノートPC必携です。
e-ラーニング授業も充実しています）
GS（Global Standard）言語科目:TOEICなどの外部検定試験が求めるレ
ベルの英語力が身に付きます。
GS科目：大学が定めた 5 つのスタンダードを育むための科目です。
電子化された共通テキストに基づき，アクティブラーニングの手法を
用いた授業を受講します。

コース配属（ 2 年後期：志望調査を行います。）

共通教育科目

課題研究・卒業研究
配属された研究室で
の研究活動が中心の生
活を送ります。研究課
題は指導教員と相談の
うえ決定されます。
大学院進学を見据え，
継続性のある課題に取
り組む学生も多いです。
学士
（理学もしくは工
学）
の学位取得に向けて
研究を進めます。
研 究 室 独 自 の 行 事，
イ ベ ン ト な ど も あ り，
厳しくも楽しい最も大
学生らしい生活を送り
ます。

くりを通して貢献します。都市の創造

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

本学類は工学系と理学系が融合して

と発展のあるべき姿を，環境との共生

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

できた新しい学類で，地球をとりまく

をキーワードにして多面的，学際的に

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

自然現象を多角的に解明すること，そ

学ぶことができます。

省における審査の結果，予定している教職課程

学類の理念・教育目標

して魅力ある安心，快適な環境・まち

の開設時期が変更となる可能性があります。

づくりの実現を目指しています。その

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の48％）

ため，
「 地球惑星科学コース」
「 土木防災

・自然現象に対する科学探求心のある人

筑波大学大学院，金沢大学大学院

コース」
「環境都市コース」の 3 コースを

・実験・野外調査や，ものづくり・創

設置し，総合的に教育します。そして，
地球科学や地域まちづくりの課題を追
求する研究者，その成果を人々の豊か
な生活に応用できるエンジニア，さら
にこれらの知識の普及に貢献できる教
育者を育成します。

意工夫に興味のある人。
・地域や世界の自然災害や防災・減災
に関心のある人
・地球環境科学や土木都市工学の専門
家，研究者や教育者になりたい人

地球社会基盤学類の特徴
学類共通科目

て，多様な視野を持つ科学的能力を育

基礎地質学，測量学，微分方程式，ベク

みます。電子顕微鏡サイズから宇宙，

トル解析，フーリエ解析，複素解析

秒単位から数十億年の時間スケールま

安藤・間，奥村組，国土開発センター，
清水建設，大成建設，鉄建建設，都市再
生機構，西松建設，北陸電力，国家・地
方公務員

等

・地球惑星・環境・都市の課題に対し，
科学技術を通じた社会貢献がしたい人

活きている惑星「地球」の探求を通じ

主な就職先

（将来のコース選択を問わず必要な知識をしっかり学びます。）

で，無限の広がりを持つ時空間を理解
し，過去・現在の環境変化から地球の

主な取得可能資格

未来を予測できる多層的視野を持った

地球惑星科学コース：中学校教諭・高

スケールの大きな人材を輩出します。

等学校教諭一種免許状（理科）

理論・実験・現場体験を通じて，住

土木防災・環境都市コース：高等学校

民が安心して暮らせる持続可能な社会

教諭一種免許状（工業）， 2 級建築士・

の構築に，社会基盤施設というものづ

1 級建築士の受験資格，技術士補

製造業 2%
その他 4%

金融・保険業 2%

情報通信・運輸業
11%
サービス業
13%

産業別
就職状況

公務
50%

建設業
19%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は旧環境デザイン学類及び自然システム学類
地球学コース2018年 3 月卒業生実績
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地球惑星
科学コース

地球に生まれて，地球を知らずに
生きていくのはもったいない。
電子顕微鏡サイズから宇宙まで。秒単位から数十億
年の時間スケール。私たちが対象とする世界は無限
の広がりを持っています。過去・現在の環境変化から
未来の地球の姿を予測し，多層的な視野で生きている
惑星
「地球」
を総合的に理解できる人材を育成します。

教育内容
【実験・実習・野外調査を重視した幅広
いカリキュラム】
自然現象に対して多様な時間的・空間
的視野で理解する能力，地球惑星科学
の幅広い知識と多様な実験・分析・調
査方法を習得します。
1 年次：共通教育科目や学類共通科目
を履修します。
2 年次：
「基礎地質学」などの専門基礎
科目や「岩石学実験」などの実験科目を
学びます。
3 年次：
「層位・古生物学」などの講義，
「地球物質分析実験」などの実験科目，
野外での「地球学野外調査法」などによ

【地球を科学的視野で捉えるための教育】

コースの理念・教育目標

り専門性を磨きます。

【多様な見方の科学的能力の育成】

自然現象を客観的に理解し，科学的視

4 年次：
「地球惑星科学課題研究」と「地

「地球惑星科学」で用いる多様な時空間

野で見ることのできる人材の育成のた

球惑星科学文献演習」により課題解決能

スケールで考える能力は，いかなる分

めに，①地球環境に関わる現象を多様

力と総合的な英語能力を養います。

野でも重要な資質です。惑星-人-生命が

な時空間スケールで捉える能力，②地

密接に関連する地球惑星環境を科学的

球上の様々な現象について情報を収集，

に評価し，理解するための知識と手法

解析する能力を育成し，③地球と環境

を学習します。

に関する幅広い知識を修得します。

【持続可能な社会基盤を支えるための幅
広い教育】
安心かつ豊かな社会生活を営むうえで，
その根幹となるのが社会基盤施設です。
その構築に必要不可欠な工学知識と技
術を，理系の視点にとらわれることなく

土木防災
コース

コースの理念・教育目標

Course in Earth and
Planetary Science

Course in Civil Engineering and
Disaster Prevention

多様な観点から修得します。
【安全で快適な社会基盤づくりに活躍で
きる人材の育成】
しっかりとした知識に裏付けられた深い
洞察力をもって，
俯瞰的に問題をとらえ，
そこに暮らす人々の安全を縁の下の力
持ちとなって支えようとする強い意志を
持った人材の育成を目指します。
教育内容
1 年次〜 2 年次前期

理工学域に共通

の基礎科目，地球社会基盤学類に共通

理論・実験・現場体験を通じて，住民が安心して
暮らせる社会基盤づくりをめざします。
便利で豊か，かつ自然災害にも強い住民が安心して暮らせる持続可能な社
会の構築を，社会基盤施設というものづくりを通して，多様な観点から実
践していける人材の育成をめざします。

の数学・物理学・化学・地学・情報処
理学を学び，高校教育内容を高度化し

設計や防災を多角的に判断できるよう

4 年次

ながら工学へと導きます。

になることを目的として，土木工学，防

を指導教員のもとで行います。

2 年次後期〜 3 年次
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社会基盤施設の

災工学の高度な専門科目を学びます。

各自の興味に応じた卒業研究

環境都市
コース

Course in Environmental and Urban
Engineering

すみよい都市づくりにて出会う様々
な問題を，交通と環境の視点から
解決していく専門家を育てます。
都市の創造と発展のあるべき姿を環境との共生を
キーワードにして多面的，学際的に学びます。
コースの理念・教育目標
【多面的・分野横断的な文理融合教育】
都市の創造を社会基盤の造営だけでな

理学など文系的な内容を含めて学び，

ながら工学へ導きます。

都市と環境のエキスパートを育成しま

2 年次後期〜 3 年次

す。

展，衰退などを住民のモビリティや環

く，そこに暮らす人々の社会生活の営

都市の形成，発

境負荷との関連から深く学び，地域の

みや活動，それにともなう環境負荷の

教育内容

視点から考えていきます。

1 年次〜 2 年次前期

事情に応じたまちづくりのありかたを
理工学域に共通

学びます。

の基礎科目，地球社会基盤学類に共通

4 年次

ることのできる人材の育成】

の数学・物理学・化学・地学・情報処

を指導教員のもとで行います。

都市の問題，環境の問題を経済学や地

理学を学び，高校教育内容を高度化し

【知識と実践を通じて幅広く環境を捉え

各自の興味に応じた卒業研究

Students' Voice 10
国際学類

ヨーロッパコース

室谷 颯花

広範囲で多文化なヨーロッパの中で
自分なりの学習ができます。
ヨーロッパと一括りにしても，その中身は実に複雑です。長
い歴史的背景を持ち多様な文化が共生する欧州社会は，様々
な角度からその姿を学ぶことができます。私は，文化資源活
用やミュージアムの教育普及活動に興味を持ち，関連する内
容でスペインとポルトガルに留学予定です。派遣先地域で

生命理工学類

バイオ工学コース

神並 美華

身の回りのものから

私たちの生活に応用できるものを

生み出す知識・技術が身につきます。

文化遺産がどのように扱われているのかという実例を通し

私たちのコースでは，木材などのバイオマスを利用し

て，欧州的価値観の一側面を深く学びたいと思っています。

た研究・人体の細胞を用いた研究・食物の働きを利用

多くの研究要素

した研究など私たちが普段使うモノに応用するための

が眠るヨーロッ

研究が行われています。私も何か人々・環境のために

パだからこそ，自

なる研究ができないかと思い，このコースを選択しま

分らしいテーマ

した。また学類紹介文には生物学と書いてあるため生

を見つけて学習

物の知識がいるように感じられますが，高校で学んで

してみるのはい

いなくても大学の講義と実験を通して知識をつけられ

かがでしょうか。

ます。よって誰でも大歓迎です！誰かのためになる研
究を一緒にしましょう！
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生命理工学類
■生命システムコース
発生生物学／分子細胞生物学／ゲノム時間生物学／
動物・微生物生理化学／遺伝学・進化原生生物学／
植物自然史学／植物生理生化学／植物系統進化学

■海洋生物資源コース

School of Biological
Science and Technology

http://www.se.kanazawa-u.ac.jp/lifescience/

微生物から大型動物に至るまで，私たちの周りは生命に
満ち溢れています。ヒトを含めたこれらの生物は，DNA
配列という共通のコード形式を持ちながら，長い進化の
過程で多種多様な体つきと生活様式を獲得し，次の世代

進化発生学／生態学／保全生物学／

へと命のバトンをつないでいます。生命理工学類では，

幹細胞発生学／成長制御学

生きた個体や細胞にふれながら生物学の面白さを体験す

■バイオ工学コース

る実物教育を通して，分子レベルから群れのレベルに至

生物機能・化学反応工学／

るまでのあらゆる生命の神秘を解き明かし，その原理を

生理活性物質工学／バイオインフォマティクス／

応用して人間社会に役立つ技術開発を行う人を育てます。

ゲノム情報工学／微生物工学

自然科学研究科
大学院との接続 【博士前期課程・博士後期課程】自然システム学専攻
（84ページ参照）

生命の原理を究め，生物の機能を利用する科学技術を学びます。
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生命理工学類の 4 年間のカリキュラム概要（コース配属は 2 年後期，上限定員有り）
学年
共通教育科目

1

2

3

4

GS科目，GS言語科目，基礎科目等を含む100科目以上の共通教育科目から，1 年前後期で38単位以上を履修します。
学域GS科目（選択必修）

専門基礎科目（選択／選択必修）

専門科目（選択／選択必修）

専門科目（必修）

生命科学技術論

生理学，遺伝学，海洋生物学，資

分子生物学，微生物学，植物生

生命システム課題演習

源生物学，細胞学，システム生物

理学，遺伝学実験，発生学実験，

生命システム課題研究

専門基礎科目（選択）

学，生物学基礎実習，生物学実習，

細胞学実験，生命システム演習，

海洋生物資源課題演習

生命理工学概論

組織形態学実験，生化学実験，生

海洋生物資源演習，遺伝子工学，

海洋生物資源課題研究

態学実験，有機化学，バイオ工学

ゲノム科学，バイオリファイナ

バイオ工学課題演習

基礎，分子細胞生物学，バイオ

リー，バイオ工学実験，バイオイ

バイオ工学課題研究

データベース演習，バイオプロ

ンフォマティクス，バイオテク

ダクション，バイオ工学基礎実

ノロジー

専門教育科目

験

等

等

1 年 前 期 か ら 2 年 前 期 ま で は，
3 コースとも同じ科目を学びま

2 年後期からは，コースごとに

3 年後期には，研究室選択のた

4 年前期から研究室に所属し，

す。

専門教育科目を学びます。

めの科目も学びます。

卒業研究を行います。

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

大学院進学（当該学類卒業生の65％）

理工学域における生命関連の分野を結

・生物学や化学が好きで，実験や野外

東京大学大学院，東京工業大学大学院，

集することにより，生命の探究と利用に

調査などにも興味があり，学習意欲

東京医科歯科大学大学院，金沢大学大

おいて革新的な進展をもたらし，近未来

のある人

学院，京都大学大学院

社会を切り拓く人材を育成することを目

・生物の未知のしくみや生態，資源生

指します。具体的には，生命を統合的な

物の育成，環境保全，生物機能を利用

主な就職先

システムとして理解することを目指す生

したものづくりに興味がある人

アイ・オー・データ機器，大阪有機化

命システムコース，海洋圏と陸圏を対象
に，生命・環境・資源に関わる問題の解

・生命科学の分野で，研究者，技術者及
び教育者の道に進みたい人

決を目指す海洋生物資源コース，微生物

学工業，金沢村田製作所，資生堂，セイ
コーエプソン，セーレン，中部薬品，北
陸ガス，YKK，地方公務員

をはじめとする各種生物の産業応用と技

学類共通科目

術開発を目指すバイオ工学コースの 3

生 命 理 工 学 概 論AB， 生 物 学 基 礎 実 習

コースを選択できます。また，現代生命

12，バイオ工学基礎AB，生物多様性と

科学の解析に必須であるビッグデータ解

進化A，生化学A，生理学 1 A 2 A，遺伝

析技術やシミュレーション等の方法論を

子と情報A，遺伝学A，基礎生態学A，海

学類全体で学べるよう配慮しています。

洋生物学A，発生生物学A，バイオ統計

等

学演習AB，バイオプロダクションAB，
生命理工学類の特徴

有機化学AB等

【いきもの関係なら何でもOK！】
対象生物は微生物から植物，昆虫，魚，マ

主な取得可能資格

ウス，ヒトなど様々で，研究テーマも細

生命コース・海洋生物資源コース：中学

胞と生理，発生と遺伝，神経と行動，生物

校教諭一種免許状
（理科）
，高等学校教諭

の多様性と進化，生態と保全，海洋と資

一種免許状
（理科）

源，微生物による発酵やバイオエタノー

バイオ工学コース：甲種危険物取扱者

ル生成など，バラエティに富んでいます。

［総務省］
（受験資格もしくは一部試験科

【理論・実験・情報処理】

目が免除される）

生命現象を体系的に理解するためには，理

※教員免許法の改正に伴い，平成31年度入学者に

論的知識の獲得，実験による実証，正確な観

係る，各種教育職員免許に係る教職課程につい

察により得られたデータの的確な評価が必

ては，再課程認定申請中です。ただし，文部科学

須です。生命理工学類では，これらすべて

省における審査の結果，予定している教職課程

を密接に関連づけて，総合的に教育します。

の開設時期が変更となる可能性があります。

金融・保険業
4%
情報通信・
運輸業 4%

その他 4%

建設業
4%
教育・学習支援業
8%
卸売・
小売業
12%

産業別
就職状況

製造業
52%

公務
12%

※グラフの「％（パーセント）」表記は，小数第一位
を四捨五入しているため，合計値が「100％」にな
らない場合があります。
※「大学院進学」，
「 主な就職先」及び「産業別就職状
況」は旧自然システム学類（地球学コースを除く）
2018年 3 月卒業生実績
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生命システム
コース

生命システムコース

Course in Biosystems

バ
生物にふれる「実物教育」を通して生命の原理を探求する。
生命システムコースでは「生体分子から生物社会まで」を対象とし，生命を統合的なシステム
として理解することを目指します。生きた細胞や個体にふれる実物教育を通して，生命シス
テムの作働原理を探究する人材を育成します。
へ適用することも視野に入っていま

教育内容

す。生命科学の正しい理解なしに現代

多くの実験や実習を通して，緻密な観

の我々の生活が成立することはありま

察力，鋭い洞察力，そして精巧な論理的

コースの理念・教育目標

せん。生命システムコースでは，分子・

思考能力を養うことができます。生き

現代の生命科学は，ゲノム情報の獲得

細胞・個体レベル全般にわたる生命シ

た動物・植物・微生物やそれらの細胞，

を極めて容易にした上に，ゲノムを標

ステムの作働原理を学ぶと同時に，ク

これらを構成する生体分子を扱う中で，

的とする任意の遺伝子操作さえ可能と

ローン生物やゲノム・生殖・再生医療

生命科学の深淵な魅力に触れることが

しています。さらに，膨大なデータを

に伴う生命倫理の問題を正面から議論

できる実践的なトレーニングにより，

扱いうる最先端情報科学との融合によ

し，客観的に判断できる人材の育成を

生命現象に潜む本質的原理と生物の多

り，遺伝学的方法論の自由度が歴史上

目標としています。

様性を生み出したダイナミクスを理解

コースの理念・教育目標
我々の社会は，人間の健康問題から安
全な食糧資源の確保そして環境保全に
至るまで，実に様々な問題に直面して
います。これらの問題に向き合うには，
自然界の仕組みを多次元の要因に分け，
その連関を解き明かす分析法と思考法
を身に付ける必要があります。 本コー
スでは，日進月歩で状況が変わる生命・

海洋生物
資源コース

最も高い時代を迎え，その技術をヒト

することを目指します。

Course in Aquatic Biology and
Environmental Science

環境・資源の問題に向き合い，新しい
解決法を提示することができる人材を
育成することを目指しています。
教育内容
海洋生物資源コースでは，海洋生物資
源・生命システム両コースで共通する
高度な専門科目に加え，多岐にわたる
内容の実験・実習・野外調査などの実
践型カリキュラムを用意しています。
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海洋と陸水圏に潜む自然の理を探求し，
その活用法を拓く。
海洋生物資源コースでは，海洋とそれに繋がる陸水圏で見られる命の営み
を分子，細胞，個体，集団，生態系レベルで捉え，各要素の成り立ちや連関，
環境に応じた動的変化を学びます。幅広い内容の講義・実験・実習で生命
環境科学の次世代の担い手を育成します。

これにより研究室配属までに生態学，

を身に付けます。そして，能登と角間

トレーニングを通して，生命現象を多

保全生物学，海洋生物学，資源生物学，

の両キャンパスに配置されている研究

角的に観察・理解・制御する方法を学び，

発生生物学，分子細胞生物学等の各分

室で，フレキシブルに研究テーマを選

生命環境科学に関する幅広い視野と専

野の基礎知識，方法論，分析法，思考法

択して卒業研究を行います。これらの

門知識を身に付けていきます。

バイオ工学
コース

Course in Bioengineering

バイオ工学コース

生物の機能を利用した
ものづくりを実現します。
バイオ工学コースでは，生物の仕組みや機能に
おける分子レベルでの知識や考え方を工学の立
場からとらえて，実用価値の高いものづくり開
発に活かし，社会の幅広い分野で活躍できる人
材を育成します。

コースの理念・教育目標

生産性に富んだバイオ工学を創造して

め，コンピュータ実習によりバイオイ

生物学と工学を融合する新しい学問領

いくことも理念としています。

ンフォマティクスの手法を修得します。

域の創造を目指し，工学的な技術を生

カリキュラムを通して，化学工学的知

命活動の解析などに積極的に導入しま

教育内容

識を基盤とした生物工学の幅広い知識

す。ナノレベルの解析，遺伝子操作，バ

生産性に優れるバイオ工学によるもの

と高い問題解決能力，科学的・専門的

イオインフォマティクスなどの手法を

づくりを達成するために，物質生産プ

知識とその応用展開能力，さらには人

駆使して，生物の有する優れた機能を

ロセスに化学工学の概念・手法を活用

間性豊かなコミュニケーション・デザ

工学的観点から活用します。さらに，

します。また，DNA配列などの膨大な

イン能力などを養っていきます。

生物生産プロセスに積極的に化学工学

生命情報から医療や環境，農業，食品

の概念・手法を導入することにより，

など様々な分野への有用知識を得るた

キャンパス内の
食堂や喫茶の魅力
生協が運営する施設の中でも，学生が最もお世話に
なるのが食堂や喫茶。角間，宝町・鶴間それぞれに個
性の違う飲食施設があり，朝8時から夜７時まで営業
している食堂もあり，朝食や夕食にも活用できます。ま

大学会館購買
購 買・書 籍 と コ ン ビ ニ が 一 体 と な っ た 総 合
ショップ。幅広い品揃えが人気。
平日8:15～18:30 土曜9:00～14:00

た，コンビニエンスな購買も学生達にはキャンパスラ

大学会館食堂（590席）
昼食や夕食以外での利用も多く，スイーツメ
ニューも人気。
平日8:00 ～ 14:45，16:30～19:30
土曜11:00 ～ 13:30

イフの味方です。

100 円カレーは大人気
１年に２回，学生に人気のカレーが１００円で食べられると
いう驚きの企画。

北福利食堂（304席）
女性客の利用が多いためか，スモールサイズ
メニューが人気。
平日11:00～13:30

南福利食堂フレボ（630席）
学内一の巨大食堂。サラダバーのほか，自分で
食べたい量も選べるセルフバーも人気。
平日11:00～14:45，16:30～19:30
土曜11:00～13:30

トッピングはお好みで

医学食堂（172席）
一度に何皿も購入する学生も!

市内中心部に近いためか，サークルの納会で
利用する人も多い。
平日11:00～13:30，17:45～19:15
土曜11:00～13:00

保健食堂（194席）
「つるま食堂」
女性客が多く，小鉢やサラダなどが人気。カ
レーのSサイズも提供。
平日11:00～13:30
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医療人にとって大切なすべてを，
日々，身に付けていきます。
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医薬保健学域は，これまで個別で行われてきた医

理学療法学，作業療法学の 5 専攻に分かれていま

学・医療系の教育を相互に連携して実施すること

す。学域共通科目や医療現場を体験する早期医

で，有為なメディカルスタッフを育成し，生活の

療体験を通して医療人としての自覚を高め，さら

質（QOL）を重視した患者本位の全人的医療の発

に学類（専攻）ごとの専門科目により高度の専門

展への貢献を目指す学域。医学類，薬学類，創薬

性を修得し，最先端の知識と技術，豊かな人間性

科学類，保健学類の 4 学類からなり，保健学類は

と高い倫理観を備えた医・薬・保健の専門職業人

さらに看護学，放射線技術科学，検査技術科学，

を育てます。

医薬保健学域
College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences

4学類5専攻
医学類（6年制）

p72

薬学類（6年制）

p74

創薬科学類（4年制）

p74

保健学類

p76

■
■
■
■
■

医学類 6 年制

看護学専攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻

創薬科学類 4 年制

「医学類」では，医療，健康，福祉を支える医師や医学者を育成

人類の健康増進や医薬品の創製につながる先端的な研究・応

するだけでなく，より良い医療，健康，福祉を創りだす人材の育

用研究分野で活躍する高度で専門的な知識と技能を身に付けた

成と今後の日本社会を支える全人的な医療の専門家を養成する

多様な人材の養成を図ります。とリわけ研究者を養成することを

ために，医学教育モデル・コアカリキュラムに対応した教育を行

主目的としますので，卒業後は，大学院博士前期課程（ 2 年間）
，

い，医師国家試験合格をめざすだけでなく，医学研究の実際や

さらには博士後期課程（ 3 年間）への進学を目指していきます。

医療現場を体験する実践的な教育内容を充実させています。

保健学類

薬学類 6 年制

全国でも恵まれた 5 専攻から成る
「保健学類」は，
「医学類」や「薬

薬学が人間の生命に関わる学問であることを踏まえ，豊かな

学類」
と同一学域にあり，将来医療に関わる学生同士，勉学・学

人間性・高い倫理観，幅広い教養を身に付けた主導的な薬剤

生生活の面での共学，協働，連携が可能になっています。医療

師の養成を図ります。また，薬剤師資格を有した上で高度に

の基礎を究め，さらに保健・医療・福祉を広く学び，人間性豊か

専門的な教育者や研究者を目指していきます。

な医療人として成長していくのに最適な環境を提供しています。
71

医学類

School of Medicine

http://www.med.kanazawa-u.ac.jp/
「医学類」理念は，
「 人間性を重視し，か
つ高度で総合的な能力を有する医療人・
医学者の育成を図ることにより，世界
の医療，健康，福祉に貢献する」ことで
す。そのために 6 年間の教育・実習を
通じて「幅広い教養，豊かな感性と人間
性への深い洞察力を持ち，コミュニケー
ション能力及び国際性を備え，患者中
心の全人的医療ができる医師と医学者」
を育てることを目標としています。
医師国家試験合格率

96.7％
96.5％
95.0％

平成29年度
新卒者
平成28年度
新卒者
平成27年度
新卒者

医薬保健学総合研究科
大学院 【医学博士課程】医学専攻
との 先進予防医学研究科
先進予防医学共同専攻
接続 【博士課程】
（84ページ参照）

最先端の知識と技術，そして何よりも人間とのふれあいを通じて，
人間性豊かで社会に貢献できる医師，医学者を育てます。
医学類の６年間のカリキュラム概要
学年

１

２

３

MRTプログラム（医学研究特設プログラム）

門
目

講

義

基礎研究室配属

臨床医学基礎

専
科

医学入門，早期医療体験，医薬保健学基礎 【基礎医学】
解剖学・組織学，生理学，生化学，病理学，遺伝学，薬理学，
ウイルス・細菌・寄生虫学，衛生・公衆衛生・保健学，法医学 等
【基礎医学】生化学

新1年生医学類オリエンテーション
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プロフェッショナリズム，社会科学・行動科学，医学英語

地域概論，情報処理，言語科目等

基礎研究室配属

共
通
教育科目

大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，

初学者ゼミⅡ（プレゼン・ディベート論），

学類の理念・教育目標

3. 少人数による「チュートリアル教育」

医療を 3 週間，国内・海外の医療機関・

医師や医学者になることに対して明確

4. 臨床前教育の充実

医療施設で実習を行う自由選択実習を

な目的意識，強い使命感，高い倫理観と

5.「診療参加型臨床実習」の充実

6 週間選択します。

協調性を備え，問題提起力と解決能力

MRT（MedicalResearchTraining）

を持つ人材の養成を目指しています。

こんな学生の入学を期待します

プログラム

そのために必要な医学の基本と最先端

・医師，研究心を持った医療人を目指

本プログラムは医学類の正式科目と並

の医学を効率よく教育します。

す人

行して，希望する学生は，授業の空き時

それによって，診療の基本となる知識

・地域医療に貢献する医師を目指す人

間や夕方以降，休暇期間を利用してゼ

や手法を学ぶだけでなく，医学や医療

・国際的に活躍できる医学研究者，医

ミナールや論文講読会及び各研究室で

の進歩の必要性と素晴らしさを体験し
ます。
教育内容
コアカリキュラムに対応した基本的な

学教育者を目指す人

行われている研究に参加するものです。

・医療行政の分野で活躍したい人

学生の段階から医学研究の大切さや面

・医学医療の分野で国際貢献したい人

白さを理解し，将来，研究のできる医師

・医学医療のビジネス領域で活躍した

になることを期待しています。

い人

医学教育の内容を効率よく教育します。

主な取得可能資格

加えて，
「 生命の神秘との出会い，そし

学類の特徴的な科目

□学位：学士（医学）

て人とのふれあい，思いやりから学ぶ」

基礎研究室配属
（ 3 年次第 3 クオーター）

□医師国家試験受験資格

ことができるよう，次のような自主自

学生が少人数に分かれて基礎系講座等

学を中心とする実践教育を多く取り入

に配属し，教員の指導の下，特定の研究

卒業後の進路

れています。

課題について自主的に問題解決型学習

国内外で活躍する医師・医学研究者／

1. 初期に医療現場を体験する「早期医療

を行います。

医療行政官／医薬・医療機器・バイオ

選択臨床実習（ 6 年次第 1・2 クオーター）

技術関連企業

体験」
2. 基 礎 研 究 を 体 験 で き る 基 礎 研 究 室
配属

等

12週間のうち，少なくとも 3 週間は総
合診療を選択します。このほかに地域

４

５

６

講
義

医 師 国 家 試 験

括

統 合 臨 床 試 験Ⅱ

総

統 合 臨 床 試 験Ⅰ

Student Doctor 認定証授与式（ 5 年次）

Post-CC OSCE

4年生を対象としたOSCE（客観的臨床試験）

必修臨床実習
（主に附属病院内）

選 択 臨 床 実 習

Pre-CC OSCE
及び CBT

臨床医学基礎
（手技・講義）

臨 床 研 修 医

MRTプログラム（医学研究特設プログラム）

手術見学
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薬学類

・創薬科学類

School of
Pharmacy

School of
Pharmaceutical Sciences

http://www.p.kanazawa-u.ac.jp/
病気で苦しむ多くの人々を助けること
ができる「くすり」を創り出すためには，
「くすり」と「人」に関する基礎薬学・生
命科学研究や発展的な応用研究，そし
てより臨床に近い医療薬学研究が必要
です。「薬学類・創薬科学類」は，最先
端の薬学研究を通じて「くすり」に関わ
る多様なスペシャリストを養成します。
薬剤師国家試験合格率

100％
100％
97.1％

平成29年度
新卒者
平成28年度
新卒者
平成27年度
新卒者

金沢大学の薬剤師国家試験合格率は，
5 年以上にわたり国公立では常に
1 ，2 位を維持しています。
医薬保健学総合研究科
大学院
【博士前期課程・博士後期課程】創薬科学専攻
との
【薬学博士課程】薬学専攻
接続
（84ページ参照）

「くすり」と「人」を科学し，病に苦しむ人々を救います。
薬学類（ 6 年間）・創薬科学類（ 4 年間）のカリキュラム概要
学年

1

2

共
通
教育科目

大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，
初学者ゼミⅡ，地域概論，情報処理，
基礎科目，言語科目 など

専
科
門
目

医薬保健学基礎Ⅰ，医薬保健学基礎Ⅱ，
早期体験学習
【基礎科目】生体の機能，有機化学 など

生命・医療倫理，分子細胞生物学，病態
生理学，薬学英語，有機化学，物理化学，
分析化学，薬理学，生薬学，薬剤学 など（講
義/実習/演習）

3

【薬学類】

薬学関係法規，薬局薬
学，臨床医学入門 など
医療薬学関連科目，配属
研究室の課題研究

【創薬科学類】

ラボローテーション，医薬品
化学，創薬科学，有機機器分
析，有機金属化学 など
幅広い分野から研究室を決定

※3年後期から薬学類と創薬科学類に分かれます

授業風景
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薬学実習室での実習

生物系研究室での研究

3. 希望研究室でのマンツーマンの指導

学類の理念・教育目標
薬学類・創薬科学類は，大学院医薬保健

による卒業研究（ 4 年次）

学総合研究科薬学専攻・創薬科学専攻と
こんな学生の入学を期待します

製につながる先端的な基礎研究，応用研

・世界最先端の研究の場で活躍したい

究，医療薬学研究の拠点として，健康な

・大学や研究機関等における薬学教育・

の総括製造販売責任者，医薬品製造
薬剤師，麻薬診療施設の麻薬管理者，
麻薬取締官，下記創薬科学類卒業生

研究者を志す人
・薬を創ること，病気を治すこと，健康

人を養成することを目標としています。

□薬剤師国家試験受験資格ほか医薬品
管理者，医薬品の卸売販売業の管理

研究心旺盛な人

しています。国際的視野で活躍できるバ
ランスのとれた薬学教育・研究者や医療

＜薬学類＞
□学位：学士（薬学）

連携して，人類の健康増進や医薬品の創

長寿社会の実現に貢献できることを目指

主な取得可能資格

を増進させることに興味がある人
・薬事行政・衛生行政に携わる職種を目指す人

が取得できる資格等
＜創薬科学類＞
□学位：学士（創薬科学）
□毒物劇物取扱責任者，医薬部外品及

教育内容
3 年前期までは全員が共通のカリキュ

学類の特徴的な科目

び化粧品の総括製造販売責任者，医薬

ラムで，共通教育科目，薬学の基礎を学

＜薬学類＞：医療薬学専門科目

部外品・化粧品・医療機器の責任技

びます。以降は，各学類に特徴的なカ

3 年後期から，薬物と生体との相互作用，

術者，薬事監査員，向精神薬取扱責任

リキュラムで専門性を高めます。

薬物の体内動態，医薬品の安全性等につい

者，食品衛生監視員，食品衛生管理者

＜薬学類＞

て履修し，また演習や実務実習科目を通し

1. 医療薬学関連の専門科目

て薬剤師としての技能や態度を学びます。

卒業後の進路

2. 医薬品の管理，服薬説明など技能や

＜創薬科学類＞：ラボローテーション

＜薬学類＞

3 年後期に，複数の研究室で最先端の実

薬学系の大学院進学/大学教員/病院薬剤部・調剤

3. 病院，薬局での実務実習

験やセミナー等を体験します。ラボロー

薬局等の薬剤師/製薬企業/薬事行政（公務員） 等

＜創薬科学類＞

テーションを経て決定した研究室に 4 年

＜創薬科学類＞

1. 創薬科学関連の専門科目

次から所属し，大学院でより高度な知識と

創薬科学系の大学院進学/大学教員/製薬企業

2. 複数の研究室での最前線研究の体験

技術を修得するための基礎を形成します。

等の研究職・開発職/衛生行政（公務員） 等

態度の習得

4

【薬学類】

【創薬科学類】
※1

医療薬学関連科目，
課題研究

5
薬局実習
病院実習
課題研究

CBT
及び
OSCE※1

創薬科学関連科目・演習・卒業研究

病院実習
課題研究

薬剤師
国家試験

※創薬科学類生のほとんどが大学院博士前期課程（2年間）へ進学します。

CBT: Computer-Based Testing; OSCE: Objective Structured Clinical Examination

共焦点レーザー顕微鏡での細胞観察

6

薬用植物園

薬局・病院実習前に必要とされる知識･技能・態度を評価する試験

附属病院での実務実習
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保健学類

School of Health Sciences
http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp

保健学は，人間としての尊厳を維持し，健
康で幸福な生活の実現に貢献することを
めざす学問です。
「保健学類」
では保健学
の基礎技術・知識を学び，人類の保健・
医療・福祉の発展を支える
「保健学のプ
ロ」
（卒業時に国家試験受験資格を取得）
を育成します。
保健・医療・福祉の科学的知識と理論，
技術の修得をとおして，医療業界の変化
にも対応し課題に応えられる優秀な人材
を育成します。また，保健学の研究者・
教育者の育成という社会の要請にこたえ
るため大学院進学にも橋渡ししています。
各種国家試験合格率（平成29年度）
看護師
保健師
診療放射線技師
臨床検査技師
理学療法士

人間の誕生から死までを科学の目で捉え，
健康で幸福な生活をサポートします。
保健学類の ４ 年間のカリキュラム概要
学年
共
通
教 育 科 目
専
科
門
目
入学式
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作業療法士

98.7％
100％
92.5％
100％
90.5％
100％

大学院 医薬保健学総合研究科
との 【博士前期課程・博士後期課程】保健学専攻
接続 （84ページ参照）

1

2

GS科目・GS言語科目，大学・社会生活論，初学者ゼミ，情報処
理基礎，地域概論など金沢大学＜グローバル＞スタンダードに
基づいた授業科目を修得する。

人間・社会・自然科学分野に関する科目や言語科目を修得する。

生体の構造，生体の機能などの専門基礎科目で人間の心身の健
康や疾患について学ぶ。

各専攻の教育内容に応じて少人数グループでの実験・演習・実
習も含めた専門科目を履修し，各分野での基礎知識および技術
を修得する。

看護基礎技術実習（看護学専攻）

診療撮影技術学（放射線技術科学専攻）

学類の理念・教育目標

こんな学生の入学を期待します

【高度専門医療人と保健学の研究者・教

1 健康，人体の構造と機能，尊厳，生活お
よび環境に興味・関心を持っている人

育者の育成】
1 ）各専攻において，将来医療の発展に
貢献できる優秀な医療技術者を育てる。
2 ）教育者，研究者，高度専門医療人を
育てるための大学院進学に橋渡しする。

2 医療をとおして誰かの，そして社会
の役に立ちたいと思っている人
3 新しい技術や知識を創り出し，リーダー

□理学療法学セミナー（理学）／ 3 ， 4
年生が合同で，模擬的に患者さんの
対応を学ぶ。
□生活適応能力学
（作業）
／脳・身体機能
の総合的能力と道具・制度等の環境を
利用・活用し，生活能力回復法を学ぶ。

として活躍したい夢を持っている人

【人間性豊かな医療技術者を育てるため

主な取得可能資格

の教育】

学類の特徴的な科目

□学位：学士（保健学）

社会人としての幅広い教養，豊かな人

□初学者ゼミⅠ（専攻共通）／市内の 4

□国家試験受験資格：

間性，医療人としての倫理・使命感を

つの病院見学を行い，その前後に「医

看護学専攻：看護師，保健師

養います。

療の役割と機能」についてグループ

放射線技術科学専攻：診療放射線技師

ディスカッションを行う。

検査技術科学専攻：臨床検査技師

□医用物理学実験，生命科学実験，生体

理学療法学専攻：理学療法士

高度な保健医療人養成を目指し，講義

物質化学実験（専攻共通）／専攻横断

作業療法学専攻：作業療法士

や演習，実習を連結しています。

的にグループを組み理系の基礎的な

1 年次：導入教育科目で医療の基礎を学ぶ。

科目について，実験の基礎を学ぶ。

教育内容

2 年次：前期／共通教育科目

後期／

□看護学原論演習
（看護）／看護学の基

卒業後の進路
全国の大学病院
（金沢大学病院など），

専門基礎科目を主に履修。

礎として，ＰＢＬ方式で看護の歴史，

国公立病院，総合病院，主な全国のリハ

3 年次：専門基礎科目で学んだ知識・

看護理論，看護過程モデルなどを学ぶ。

ビリテーション病院，地方自治体（北陸

技術を臨地（床）実習にて実践。

□X線CT技術学・情報学（放射線）／X線

地方および全国），民間企業，大学院進

4 年次：臨地（床）実習に加え卒業研究

CTの原理，臨床的な有用性を学ぶ。

学（金沢大学大学院医薬保健学総合研究

に取り組み，大学院への入門科目と併

（検査）／血液疾患を理解するため
□血液学

科保健学専攻［博士前期課程］など），養

せて生涯教育への意識づけを行う。

に，
各成分の産生，
形態，
機能について学ぶ。

護教諭養成課程

等

3

4

学んだ知識を現場に生かすためのトレーニングとして，実践的な内
容を含んだ科目を中心に履修する。学内演習で技術を修得したあと，
一部専攻では各医療機関や関連病院で実習を行う。また，後半から
は卒業研究に向けた科目も開講される。

現場での実習を重ね，学んだ知識・技術を十分に生かす臨床能力を
養う。
また，将来の発展の基礎づくりとして学生ごとにテーマを設定し，各
教員の指導のもと卒業研究を行う。
得られた研究成果は論文にまとめ，研究発表会にて発表を行う。

血液免疫学実習（検査技術科学専攻）

理学療法学セミナー（理学療法学専攻）

臨床セミナー（作業療法学専攻）
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看護学専攻

一人ひとりの健やかさと尊厳を支援し，社会のケアニーズに
応える看護の専門知識と技術を学ぶ。
看護学は，人の誕生から死の看取りまでの長い過程に関わり，

成します。

病気の回復や障害の克服また疾病予防から健康の増進まで，

人が生きることの意味の理解や尊厳を守ること，中核となる人

幅広い分野で支援する学問です。人は社会的／人的環境の中

間の健康に関わる知識と技術を体系的に学ぶなかで，医療職

で生活しており，環境への適応をうながすことも重要です。

としての高い倫理観，専門職としての使命感，医療チームの一

看護学専攻では病気や障害をもつ人への看護ケアを行う看護

員としての責任感を養い，社会が求める健康・保健ニーズに

師，在宅や地域の人々の健康や生活支援に関わる保健師を養

応えられる人材を育てます。

専攻の理念・教育目標

Department of Nursing

教育内容

専攻の特徴的な科目

【看護の実践者と看護学の研究者の

基礎看護学，成人看護学，老年・

（ 1 年次）／看護学入
□看護学入門

育成】
人間の尊厳を守ることを基盤

リハビリテーション看護学，精神

門として，人間理解のため，生き

に創造的に看護を実践し，社会にお

看護学，母性看護学，小児看護学，

る，生命，死についての意味や生

ける看護の役割を果たし，時代の養

在宅看護学，公衆衛生看護学の 8

活モデルでの視点，健康に関連す

成にこたえて看護学の新たな知識

つの看護学の領域を中心とした教

るさまざまな要素と看護との関

を創造し，技術を開発していくこと

育を行っています。それぞれの特

係などを学びます。

ができる人材育成を理念とします。

徴を生かしながら相互の連携を図

□地域看護概論
（ 2 年次）／地域看護

【資格取得を柱とした統合的な健

り，左記の教育目標を達成できる

の対象と活動の概要を理解して，国

康・看護教育】
看護学の特徴を理解

ように看護学全体の教育を配置し

内の保健医療福祉システムにおける

し，優れた看護の提供および新しい

ています。カリキュラムは，講義，

地域看護の機能と役割を学びます。

看護技術の探究・研究開発ができ

演習，実習で組み立てられていま

□看護学総合実習
（ 4 年次）
／各専門

る人材を育てます。他の専攻ある

す。いずれも主体的に，
「学びの問

領域に分かれて病院・学校・企業・

いは学問分野とも協働して統合的

い」を持ちながら，グループでの

地域の保健施設での実習を行いま

な健康の捉え方やチーム医療を推

共に学びあう関係性の中で学習が

す。また，最終学年において，高度

進しながら，より専門性を深めるこ

進められていきます。

な医療処置技術の知識・技術の学

とを教育目標としています。
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内演習を 2 週間かけて学びます。

放射線技術科学専攻

放射線診断や治療に役立つ実践的な知識と技術を習得し，
最先端の技能をもつ人間性豊かな技術者を育てます。
放射線技術科学専攻では，医学，薬学，理工学，放射

タルX線装置，マルチスライスX線CT装置，MRI装置，

線に関連した基礎教育をもとに，放射線診断や治療

超音波診断装置，三次元画像処理装置など）を備えた

に役立つ教育・研究を通じて，高度な専門知識と技

恵まれた環境を持ち，基礎から臨床にわたる実践的

術を習得し，最先端の医療知識と技術を身に付けた

な教育・研究を専門性の高い教員がサポートします。

人間性豊かな放射線技術者を育成します。

また診療放射線技師国家試験合格率は非常に高く，

臨床施設と同レベルの充実した先進医療機器（ディジ

就職率も100%です。

専攻の理念・教育目標
【先進的な医療技術を支える放射線医

教育内容

専攻の特徴的な科目

初年度では人体構造，機能や疾病を

□核医学検査技術学・情報学（ 3

Department of Radiological Technology

療の担い手の養成】診療放射線技師は，

学んで基礎能力を養い， 2 年次以

年 次）／ 放 射 線 医 薬 品 の 特 長，

現在の医療において重要な位置を占め

降は理工学，画像情報の理論および

検査法及び臨床的意義・有用性

ている画像診断・放射線医療の担い手

画像解析・処理など検査に必要な

を学ぶ。

であり，将来にわたり現場で必要不可

知識と技術を養うと同時に，これら

□超音波検査技術学（ 3 年次）／超

欠な存在です。そのため，放射線，磁気

を画像診断，核医学や放射線治療の

音波装置の構造や原理，画像形

や超音波を使用した医療機器の原理や

臨床分野と系統立てて育成するカリ

成などの特徴を学ぶ。

特性，情報処理技術，各種の医療画像形

キュラムを編成しています。実験や

□MRI技術学・情報学
（ 3 年次）／

成法，人体の形態，機能，医薬品に対す

臨床実習および卒業研究指導では

MRI技術の理解を通して，撮像

る生物学的特性など広範囲に学びます。

少人数グループ制により，自己探求

法やその臨床使用に関して学ぶ。

【人間性豊かな技術者養成】基礎から臨

型の問題解決能力を養い大学院進

床まで幅広い教育を行い，高度な医療や

学も視野に入れた教育を行います。

次）／X線CTの原理，臨床的な

放射線機器の進歩に対応できる能力を

さらに，医療人としての資質や人間

有用性を学ぶ。

養います。また，絶えず最新の知識を吸

性豊かな人材の育成，現場に則した

□臨床線量計測学（ 3 年次）／線量

収して実践するための努力を惜しまな

教育を重視し，臨床を経験した多数

計測に関する臨床的な面やその

い人間性豊かな人材育成を目指します。

の教員が教育を担当します。

評価・活用法を学ぶ。

□X線CT技 術 学・ 情 報 学（ 3 年
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検査技術科学専攻
Department of Laboratory Sciences
80

体のSOSに耳を澄まし，その声を迅速かつ正確にデータへ変換。
現代の医療を支え，未来の医療を牽引していきます。
健康の維持，病気の早期発見，適切な治療のためには，

めの，専門知識と技術を学びます。

私たちの体から発信される小さな異常のささやきを

さらに日々進歩する医療技術の先陣に立って，世界

迅速に捉えるアンテナと，それを正確な検査結果へ

の検査技術をリードする研究活動を幅広く行います。

と変換する処理能力が必要です。「検査技術科学専

研究者，開発者のみならず，今後の臨床検査技師に

攻」では，病気の原因を徹底的に調べ，早期に治療が

とって不可欠な，高い専門性，深い洞察力，独創性を

開始できるよう，また治療効果を正確に判定するた

養います。

専攻の理念・教育目標

教育内容

専攻の特徴的な科目

生命科学の進歩により，臨床医学

臨床検査に関わる広範な基礎的，

□血液学／血液疾患を理解するた

は急速に発展・変化しており，新

臨床的知識を学び，実際の臨床検

めに，赤血球，白血球，血小板の産

しい医療を実践するための要とし

査に関する様々な手技，例えば，

生，形態，機能について学びます。

て，臨床検査技師が果たす役割は

血液中のホルモンや酵素などの微

極めて重要かつ不可欠なものと

量生体物質の定量，血球数や血液

の病態生理を理解し，心電図，

なっています。

の働きを調べる検査，心電図・脳

心エコー，呼吸機能検査などの

当専攻では，臨床検査技師として

波・呼吸機能などの生理機能検査，

手技，臨床適応を修得します。

の基礎知識を学び，多様な技術を

病理標本作成など，多様な専門知

□卒業研究／自分が最も興味を

体系的に修得することを教育目標

識や技術を修得します。また，研

もった研究分野での実験を通し

としています。絶えず進歩してい

究室では幅広い科学的知識，実験

て，科学技術の進歩に不可欠な

る技術を取り入れ続けるための基

技術を学び，将来の検査技術の進

研究マインドを学びます。

礎体力をつけることも，重要な課

歩や変化に対応するための能力を

□臨地実習／病院検査部での実習を

題となります。検査に関する知識

養います。そして，世界の検査技

通して，専門技術者として実践的な

や技術を学ぶ意欲をもち，研究を

術をリードし，本専攻での研究が，

知識と技術を学ぶとともに，チーム

通じて新しい成果を生み出す喜び

未来の検査技術の基盤となるよう

の一員として，患者さんのために医

を知ることも，大きな目標です。

な研究教育を行います。

療に携わることの責任を学びます。

□臨床生理学／循環器，呼吸器等

理学療法学専攻

リハビリテーションの中核を担い，人に寄り添い，
時代を導く，理学療法のスペシャリストを育成します。
リハビリテーションは，人がいきいきと生活するこ

を通じて，チーム医療に貢献できる理学療法のスペ

とをめざす「人間らしさを求める医療」です。そのな

シャリストを育成します。

かで，病気や障害をもつ人の運動機能回復や生活機

金沢大学・理学療法学専攻は，大学教育課程として

能改善に重要な役割を担うのが「理学療法士」です。

全国に先駆けて理学療法学科が設置された伝統校

理学療法の専門技術である運動療法と物理療法の基

の一つであり，先輩たちは広く国内外で活躍してい

礎理論と技術を学ぶとともに，病院や施設での実習

ます。

専攻の理念・教育目標

教育内容

専攻の特徴的な科目

【人間の尊厳を守る理学療法士の育成】

【共通教育科目】よき医療人となる

□卒業時に理学療法士国家試験の受

身体に障害を持つ人をサポートす

ために，幅広い知識や教養，倫理

験資格を得るためには定められた

るための専門的な知識・技術を習

感を身に付け，生命の偉大さ，人

内容を学習する必要があり，多くの

得すると同時に，医の倫理を理解

間の尊厳を学習します。

科目が必修です。
□運動療法学／関節の運動，筋力・

Department of Physical Therapy

し，人の気持ちに寄り添い，思い

【専門基礎科目】解剖学，生理学，

やりのある理学療法士の育成をめ

運動学などの基礎医学，疾患の病

持久力トレーニングなど，運動

ざします。

態や治療を学習する臨床医学など

を用いた治療方法を学びます。

【理学療法士のリーダーを育てる教育】

を学び，また，病院や施設の見学，

□物理療法学／温熱，電気刺激，

今後も大きく変化する医療，社会

理学療法士の業務見学など将来進

超音波など，物理的な方法によ

の要請に応えられる理学療法士の

むべき専門を見聞します。

る治療を学習します。

育成が教育目標です。また，科学

【専門科目】運動療法学，物理療法

□日常生活活動学／障害を持つ人が

的思考能力を保持し，理学療法士

学，日常生活活動学，機能診断学

生活しやすい身体の使い方や動作

のリーダー的人材となる臨床の専

など多種多様な疾患による障害の

を補助する用具について学びます。

門家，研究者の育成をめざします。

治療技術学を習得し，模擬講義，

□卒業研究／個々に理学療法に関

臨床実習を通じて，理学療法の実

するテーマで研究を行い，科学的

践とチーム医療を学びます。

な見方，考え方を身に付けます。
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作業療法学専攻
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作業療法はできる能力を活かし，生活の喜びを回復する医療
です。私たちは人間の尊厳を重視する専門家を育成します。
病気やけがを高度先進医療で治療しても，不幸にし

の基礎理論と技術について学び，医療・福祉・地域

て障害が残ることがあります。作業療法学は，環境

などの実習を通じて作業療法のスペシャリストを育

に適応して健康な生活をおくるため対象者の能力回

成します。また，臨床・教育・研究のリーダーとし

復や福祉機器・環境等の活用と調整によって，生活

て社会に貢献する人材育成を目指します。

の自立及び尊厳の回復をなすための実践技術を研究
する学問です。「作業療法学専攻」では，作業療法学
専攻の理念・教育目標

教育内容

専攻の特徴的な科目

1.質の高い生活を支える作業療法

1 〜 2 年次は言語科目，基礎科目な

様々な障害に対する能力回復法を

どの共通教育科目で基礎学力を構築

学びます。

作業療法の「作業」
とは，日常生活の様々な

するのと併行して，人体の構造・機

□身体障害作業療法学：脳機能障害

行為（食事・更衣・就労・余暇など）を意味

能・病態などを理解し，疾病，損傷

による動作・行動障害，特に手・上

します。本専攻では，障害を持っても，新た

に対する医学的知識を学びます。そ

肢を中心とした操作能力の障害。

に活用できる能力を引き出し，再び社会参

の上で隣接分野との関係も理解し，

□精神障害作業療法学：脳活動異

加する能力・自立の回復に有効な作業療法

リハビリテーション，作業療法の専

を研究しています。また脳機能，脳活動の

門知識・技術を学びます。 3 年次

□高次脳機能障害作業療法学：認

発現形態としての動作・活動，統合的能力

には学内及び関連病院・施設にて作

知・行為・記憶などに関する脳

としての生活活動の自立法と健康維持法の

業療法の評価とプログラム立案技術

の制御・処理能力の障害。

研究も進めています。

を学び， 4 年次前期には関連病院・

2.作業療法学の発展をリードする

施設での総合臨床実習によって作業

士の育成

常による精神障害・活動能力障害。

□発達障害作業療法学：子どもに
見られる動作，行為，認知の障害。

療法の専門技術を統合して習得しま

□生活適応能力学：脳・身体機能

作業療法並びに関連する知識と技術

す。また後期には実験や調査の研究

の総合的能力と道具・設備・制

を習得し続ける専門職として，医療

を行い，卒業後の臨床や大学院へつ

度や習慣等の環境を，利用・活用

に貢献できる人材を育成します。

ながる卒業研究を行います。

して自立に導く生活能力回復法。

人材の育成

養護教諭特別別科

One-Year Undergraduate
Training Course for School Nurses

http://www.ed.kanazawa-u.ac.jp/bk/

看護師免許取得又は取得見込の者を対象とし，修得した看護

アドミッション・ポリシー

師の免許科目を基盤に，養護教諭免許状の取得に必要な「養護

1．教育職員としての養護教諭の仕事へ関心や理解があり，将来養

に関する科目」並びに「教職に関する科目」等の科目を履修し

護教諭として地域の教育に貢献しようとする人を求めています。

ます。
「養護に関する科目」では，教育現場に直結させた，実践的な
演習を教授内容とした科目を開講しています。
「教職に関する科目」では，教育の本質に関する講義とともに，

2．発達過程にある子どもの心身の健康課題を学ぶことにより，そ
の課題解決のための実践力を身につけようと努力する人を求
めています。
3．専門性を十分習得できる基本的な学力を持ち，1年間の修業期
間中，学習・実習・演習に強い意欲を持つ人を求めています。

附属学校等での養護実習を重視しています。
教授陣は学校教育学類の専任教員と学外の養護教育に携わる
専門家により組織されています。

■修業年限 1年
入学者は，看護師免許証取得の上，本科を修了した場合，養護教諭
1種免許状が取得できます

本別科は教育職員免許法により規定する養護教諭養成機関として
文部科学大臣より指定された養護教諭の養成機関です。
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大学院
Graduate School

7 研究科
■
■
■
■
■
■
■

人間社会環境研究科
自然科学研究科
医薬保健学総合研究科
先進予防医学研究科
新学術創成研究科
法務研究科（法科大学院）
教職実践研究科（教職大学院）

7 研究科が受け皿となって行う高度な研究・教育を通して，
世界の学術発展に寄与できる人材を養成します
さらなる理想に向かい，学問を深く探究する。
「大学で学んだ専門分野をもっと深めたい」
「研究者をめざしたい」という学問探究への意欲あふれる学生
や「法曹をめざしたい」という学生には，大学院への道が開かれています。
金沢大学の大学院には 7 研究科（修士・博士，法科大学院および教職大学院）が設置され，より高度な研
究や教員，法曹の養成を行っています。

金沢大学・大学院構成図
学士課程（4年）
人間社会学域

人文学類
法学類
経済学類
学校教育学類
地域創造学類
国際学類

理工学域

数物科学類
物質化学類
機械工学類
フロンティア工学類
電子情報通信学類
地球社会基盤学類
生命理工学類

医薬保健学域

創薬科学類
保健学類

博士前期課程等（2年）

人間社会環境研究科

博士後期課程等（3年）

人文学専攻
法学・政治学専攻
経済学専攻
地域創造学専攻
国際学専攻

人間社会環境学専攻

法務研究科

法務専攻

教職実践研究科

教職実践高度化専攻

自然科学研究科

数物科学専攻
物質化学専攻
機械科学専攻
電子情報科学専攻
環境デザイン学専攻
自然システム学専攻

数物科学専攻
物質化学専攻
機械科学専攻
電子情報科学専攻
環境デザイン学専攻
自然システム学専攻

創薬科学専攻
保健学専攻
医科学専攻

創薬科学専攻
保健学専攻

医薬保健学総合研究科

専門職学位課程

修士課程
博士課程（4年）
薬学専攻
医学専攻

薬学類（6年）
医学類（6年）

先進予防医学共同専攻

先進予防医学研究科
新学術創成研究科

84

専門職学位課程

融合科学共同専攻

修士課程

人間社会環境研究科

先進予防医学研究科

人文学・法学・経済学等を発展的に融合させた研究を進めます

疾病の予防に特化した共同大学院

人間とそれをとりまく社会文化環境の動態について，従来の

4 年の博士課程であり，千葉大学，金沢大学及び長崎大学の

人文学・法学・経済学等の手法を発展的に融合させた枠組

3 大学によって編成された共同教育課程を実施しています。

みから教育・研究を行います。この領域における国際水準

従来の衛生学・公衆衛生学分野を基盤とし，新たな方法論と

の教育研究拠点として，現代的課題に対応できる独創性豊か

して，オミクス情報からマクロ環境情報まで個人や環境の特

な高度専門人材を養成することを目指しています。 5 年の

性を網羅的に分析・評価し，教育研究分野や医療分野等で，

博士課程とし，前期 2 年の博士前期課程と後期 3 年の博士

0 次予防から 3 次予防までを包括した「個別化予防」を実践

後期課程に区分され，前者に人文学，法学・政治学，経済学，

できる人材を育成することを目的として設置しています。

地域創造学，国際学の 5 専攻を，後者に人間社会環境学の 1
専攻を設置して学生を受け入れています。

自然科学研究科

さまざまな世界に誇れる先端的研究が行われています
理学および工学の基礎および応用に係る自然科学系分野に
おいて，設立理念の「独立性」，
「総合性」，
「学際性」及び「地域
性」に基づき，既存の学問領域の区分を越えた横断的な新しい
学問分野の教育・研究を目指しています。5 年の博士課程とし，
前期 2 年の課程（博士前期課程）及び後期 3 年の課程（博士後
期課程）に区分されています。博士前期課程及び博士後期課
程ともに数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子
情報科学専攻，環境デザイン学専攻及び自然システム学専攻
の 6 専攻を設置し，5 年一貫の教育を受けることが可能です。

医薬保健学総合研究科

新学術創成研究科

科学技術イノベーションに挑む！ 異分野融合で挑む！
金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，将来が見通しにくい現代
社会において，卓越した発想と行動力を基に，社会を力強く導いていける
「科学技術イノベーション人材」を養成するため，融合科学共同専攻を設
置しています。イノベーションの源泉である「新たな知」の創造は，既存の
科学分野を超えた，複数の科学分野の“融合”から生まれるとの考えから，
異なる専門分野における学びにも積極的に挑戦する“異分野融合型大学
院教育”を 2 大学共同で実施します。なお，平成32年 4 月には新学術創
成研究科融合科学共同専攻に博士後期課程（ 3 年制）を設置する予定で
あり，5 年間を通した体系的な教育プログラム編成を構想しています。

法務研究科（法科大学院）
地域に根ざした法曹教育

最先端の研究で，未来の医療を切り拓きます

北陸 3 県弁護士会との連携のもと，地域に根ざした法曹教

医学，薬学および保健学の教育，研究および診療を通して，世界

育を行っています。 3 年の履修期間（法学既修者は 2 年間）

への情報発信，地域貢献，ならびに優秀な高度医療人，研究者

の中で，法律基本科目のほか，法律事務所でのエクスターン

および専門的職業人を養成することを目的として設置しています。

シップ，クリニックでの法律相談の助言・回答の実習，模擬

▪医科学専攻「修士課程」

裁判を行う実務基礎科目を履修します。修了者には法務博

医学部以外の 4 年制学部卒業者を対象とした， 2 年制の

士（専門職）の学位が授与され，司法試験の受験資格が与えら

修士課程です。

れます。これまでに94名が司法試験に合格し，その半数が

▪医学専攻「博士課程」

北陸 3 県の弁護士として活躍しています。

主に 6 年制医学部卒業者を対象として，専門領域を横断
した総合的な教育・研究を行う 4 年制の博士課程です。
▪創薬科学専攻

教職実践研究科（教職大学院）

教職実践知の交流拠点となり，子どもの意欲・個性創造を伸ばす

主に 4 年制薬学部卒業者を対象とする博士前期課程（ 2 年

教員免許状取得学卒者，あるいは現職の教員を対象として，

制）
と博士後期課程（ 3 年制）
で構成された区分制博士課程

高度専門職業人としての実践的解決能力を備えた教員の養

です。

成を目的とし，石川県教育委員会との緊密な連携のもと発足

▪薬学専攻「博士課程」

しました。これからの時代を見据えた新たな学びを創出す

主に 6 年制薬学部卒業者や，薬学部を卒業後，薬剤師とし

る授業設計や展開力を備えた若手・中堅教員を養成する「学

ての勤務経験が一定期間ある方を対象とする 4 年制の博

習デザインコース」，そして多様化する学校課題への対応に

士課程です。

おいて実践的な解決力や企画力を備えたスクールリーダー

▪保健学専攻

を養成する「学校マネジメントコース」の 2 コースがありま

前期 2 年の課程（博士前期課程）及び後期 3 年の課程（博士

す。地域ニーズを踏まえた共通科目や教育実践力を磨く学

後期課程）に区分されており，それぞれ看護科学領域・医療

校実習科目の充実，すべての授業における理論と実践の往還

科学領域・リハビリテーション科学領域が設置されています。

の徹底など，新しい発想の授業が導入されています。
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金 沢 大 学の就 職 支援への取り組み
金沢大学就職支援室では学生の就職活動を支援する様々な活動を展開しています。

「ねばねば」でなく
「わくわく」で仕事を選ぶマインドを養う
金沢大学では単に知識を修得するだけでなく、

金 沢 大 学 ＜グローバル＞スタンダード

能力や行動面まで踏み込んだ人材育成を目標と
して掲げた教育改革を推進中です。その具体的

金沢大学憲章で掲げる教育目標

な姿を金沢大学＜グローバル＞スタンダードに

専門知識と課題探求能力，
さらには国際感覚と倫理観を有する
人間性豊かな人材の育成

定め、こうした人材を育成することを目指した
様々な取組みを行っています。端的に言えば自
主的に思考し、自律的に行動し、失敗を恐れずに
チャレンジできる人材を育成します。

育成すべき人材像を具体化

ではなぜこのような行動がとれるようになるので
しょうか？端的には行動のモチベーションが「わく
わく」であることだと考えています。自分のやりた

金沢大学＜グローバル＞スタンダード

いことに素直に取り組む、好きなことに打ち込む
ことが出来るマインドを養うことが、こうした人材
の育成につながると考えております。

各人の立ち位置に課された人類の一員と
しての自己の使命を国際社会で積極的に
果 たし、知 識 基 盤 社 会 の 中 核 的 なリー
ダーとなって、常に恐れることなく現場の
困難に立ち向かっていける次の能力・体
力・人間力を備えた人材を育成する。

今の学生は物心ついた時から低経済成長化で

１．自己の立ち位置を知る
２．自己を知り、自己を鍛える
３．考え・価値観を表現する
４．世界とつながる
５．未来の課題に取り組む

育っているために、将来に対して大きな夢や希望
を持ちにくく、
「安定した仕事につかねば」、
「親を
安心させるような仕事につかねば」のような義務
感に縛られて生きている学生が多いように感じ
ます。

チャレンジの積み重ねで｢わくわく｣ 学生を増やす
（参考）マズローの欲求段階説

帰属欲求

欲求段階があがると
｢わくわく｣が
モチベーションに

自己肯定感

賞賛欲求

高

自己実現欲求

｢わくわく｣学生
（行動が自律的）

P-D-C-A
P-D-C-A

カッコいい大人、先輩との出会いが
行動変革のきっかけに

P-D-C-A

安定欲求
低

生存欲求

チャレ
ンジ

｢ねばねば｣学生
（行動が受動的）

義務感の強い「ねばねば」学生は自己肯定感が低いために何かにすがって生きようとします。したがって、
「ねばねば」学生は就
職先に安定を求める傾向が強いです。また、失敗が怖いのでチャレンジが苦手で、進路に対しても自己設定した身の丈（どちら
かといえば低め）に合わせて選択してしまいがちです。私たちは、学生の背中を押してチャレンジを推奨します。
チャレンジを積み重ねると、成功や失敗に関係なく経験を通して得られる気づきと学びの中から成長の実感が得られるように
なっていきます。すると自己肯定感が少しずつ向上します。そしてより成長したいという欲求が挑戦時の失敗への恐怖を上回る
と、マインドが「わくわく」に変化し、チャレンジングな行動が加速化していきます。こうした学生は「安定」でなく
「自分をより成
長させてくれる場」があるかどうかで進路を選ぶようになります。
「ねばねば」でなく
「わくわく」で仕事を選ぶ学生を増やす、金沢大学の就職支援ではここにこだわっています。さらには就職活
動を通してこうしたマインドを育成できるとも考えています。また、そのためには一定量以上の活動を行うことが必要であると考
え、自己成長の機会として就職活動に前向きに、意欲的に取り組むよう指導しております。
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、

と

就職支援・キャリアサポート３つの特徴
1 ．強力な企業とのネットワーク

2．就職支援室が就職活動をバックアップ

金沢大学を卒業し，就職する学生の約半数は北陸 3 県で就職しています

就職支援室では，就職活動にタイムリーに対応した就職

（89頁の地区別就職状況参照。在学生のうち，
約半数が北陸3県出身者のため）
。

ガイダンス等の開催をはじめ，求人情報やOB・OG情報

しかし，就職支援室には北陸 3 県以外にも，関東・東海・関西地方等の全

の提供，就職関連書籍の貸出を行っています。また，キャ

国の企業から求人情報が寄せられ，日々多くの採用担当者から熱心な訪

リアカウンセラー及び企業人事経験者による就職相談・

に

問を受けています。学内での合同企業説明会（業界・企業研究会）では，

エントリーシートの添削・面接練習も行っています。就

た

全国各地の有力企業が集結しました（ 2017 年度 約 370 社）。その結果，

職担当教員，指導教員とも連携し，最後まで徹底的にバッ

北陸 3 県以外にも多くの学生が就職し，OB・OGの人脈は全国に広く及ん

クアップします。

自

に

でいます。

で

く

99％

2017年度の金沢大学大学生（学域）の就職率

た

む

望

を

区

分

対象学年

10月

2年

4月

3年，修士1年

6月
全学年

10月～3月

行

事

進路ガイダンス

内

容

今から心掛けておくこと
就活の現状や今から準備すべきこと

インターンシップガイダンス

ビジネスマナーやインターンシップの目的について

OB・OG交流会

主に北陸三県の企業・官公庁で働く若手OB・OGとの交流会

キャリア支援イベント

内定者や若手企業人事担当者との懇談など

就職ガイダンス

3年，修士1年

①就活キックオフ（文理別）
②自己分析の進め方
③業界・職種研究の進め方
④メイク講座
⑤職務適正テスト
⑥就職ナビの使い方

⑦労働法ガイダンス
⑧会社説明会の回り方
⑨エントリーシート講座
⑩自己PR＆志望動機のまとめ方
⑪面接対策

各業界から講師を招き，各業界の特徴・魅力について講演
【主な開催業界】
食品，金融，製造(電子部品，機械，総合電機），マスコミ，エネルギー，IT
など

10月～2月

業界・職種研究ガイダンス

3月に5日間開催

業界・企業研究会

3月初旬に開催する学内合同企業説明会で，約 370 社の企業が参加

OB・OG（リクルーター）懇談会

OB・OGが懇談を通して学生に自社の魅力や就職活動のアドバイスなどを
伝える

面接練習会

個人面接・集団面接・集団討論の練習

Reスタートガイダンス

公務員，教員から民間企業への進路変更者向けのガイダンス

合同企業説明会

30社前後の企業が参加

公務員ガイダンス

自己分析や志望動機の考え方

4月～11月

3年，修士1年
4年，修士2年

3月～7月
8月～9月

4年，修士2年

9月
公務員志望者向け
プログラム

成

11月

3年，修士1年

4月～2月

3年，修士1年
4年，修士2年

5月～6月
3月～7月

教員志望者向け
プログラム

考

程

【主な実施テーマ】

民間企業志望者向けプログラム

に

る

日

10月～12月

じ

ら

就職希望者：就職活動中の者＋就職者

▪就職支援室が開催する主な行事
共通プログラム

で

※就職率＝就職者÷就職希望者× 100 ，

10月～11月
5月～12月
6月

4年，修士2年
3年，修士1年

4年，修士2年

官公庁説明会

各官公庁の採用担当者による説明会
【主な開催官庁】
石川県，金沢市，富山県，福井県，新潟県，国家公務員，北陸三県県警，財務
専門官，国税専門官，裁判所職員 など

公務員ガイダンス

自己PRや志望動機のまとめ方，面接対策

面接練習会

個人面接・集団討論の練習

教員就職ガイダンス

教員採用の現状，合格者体験発表会

教員採用試験説明会
面接・模擬授業練習会

各教育委員会の採用担当者による説明会
【主な開催市・県】
石川県，富山県，福井県，金沢市 など
元教員による面接・集団討論・場面指導・模擬授業の指導
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3 ．高い公務員合格・就職実績
金沢大学の公務員試験合格者数はトップクラスです。2017 年度は国家公務員総合職試
験に 6 名，国家公務員一般職試験に 132 名が合格しました。さらに，地方公務員の合格
者も多数います。学域別進路状況でも公務員就職の割合が高いのが特徴です。本学学
生は，金沢大学生協とタイアップした一流講師陣による「公務員試験対策講座」を市中
価格より低価格で，かつ学内で受講できます。また，就職支援室では学内官公庁説明会
も積極的に開催しています。
国家公務員（過去3年間）合格者数
種別

※既卒者含む

受験年度 最終合格者数

総合職

一般職

備考

2017

6

2016

11

2015

8

2017

132

行政111

その他21

2016

147

行政129

その他18

2015

163

行政134

その他29

院卒（工学１），大卒（法律９，工学１）
院卒
（工学1，数物地1）
，大卒
（法律3，工学3）

県全体

※既卒者含む

金沢大学

全体

行政職（内） 全体

2017

103

53

17

2016

124

56

2015

122

51

金大比率

行政職（内）

全体

行政

11

16.5％

20.8％

19

13

15.3%

16

11

13.1%

金沢市役所職員採用候補者試験（大学卒程度）合格者数
受験年度

市全体

金沢大学

全体

行政職（内） 全体

2017

70

40

23

2016

91

53

2015

81

48

行政職（内） 全体

2017

134

72

57

2016

162

92

2015

148

92

36

42.5 ％

50.0 ％

64

50

39.5%

54.3%

63

48

42.6%

52.2%

県全体

※既卒者含む

金沢大学

107

62

26

23.2%

2016

124

71

21.6%

2015

124

71

金大比率

行政職（内）

全体

行政

20

24.3 ％

32.3 ％

19

15

15.3%

21.1%

25

19

20.2%

26.8%

国立大学法人等職員採用試験一次試験合格者数

※既卒者含む

受験年度

東海・北陸地区

47.5％

2017

130

42.9%

56.6%

2016

102

39.5%

37.5%

2015

108

19

32.9％

39

30

32

18

■進学 ■民間企業 ■官公庁 ■教員 ■独立行政法人等 ■その他の就職 ■臨床研修医 ■その他

47

18

29

9

26

9

15

34
20

12

25

29
0

行政職（内）

地方上級<富山県庁>採用試験合格者数

65

全学域
（計 1,769 人）

行政

2017

行政

4

医薬保健学域
（414 人）

金大比率
全体

行政職（内） 全体

全体

理工学域
（614 人）

88

金沢大学

全体

金大比率

行政職（内）

県全体

※既卒者含む

全体

受験年度

※既卒者含む

学域別進路状況（2017年度）
人間社会学域
（741 人）

受験年度

大卒（法律4，経済1，工学1）

地方上級<福井県庁>採用試験合格者数
受験年度

地方上級<石川県庁>採用試験合格者数

40

6

2

1111

28

16
60

8

4
80

4 1

2

7

5
100
（％）

地区別就職状況

産業別就職状況
建設業 2％（25人）

近畿
7％

石川
34％

（72人）

東海
12％
（124人）

就職者
1061人

関東
18％
（192人）

進学
29％

公務
25％

臨床研修医
6％（115人）

富山・福井
20％

13％

専修学校等入
学，研 究 生，進 学
勉強中の者等

66％

その他
5％（83人）

（11人）

医療・福祉
18％

情報通信・運輸業
製造業
10％
（102人）
12％

（211人）

卒業生
1769人

就職者
1061人

サービス業
9％（98人）

（55人）

公 務 員・教 員 志
望，
就職活動中の
者，
一時的な仕事
に就いた者等

（510人）

（267人）

教育・学習支援業
9％（93人）

（363人）

（2017年度 学域）

その他 2％（21人）

卸売・小売業
6％（65人）
金融・保険業
7％（75人）

その他
9％
（99人）

卒業生進路状況

21％

就職
60％

（192人）

（17人）

無回答・その他

（1061人）

（123人）

※主な就職先は，各学域ページをご覧ください。

研究科別進路状況（2017年度

修士課程・博士前期課程）

■進学者 ■就職者 ■その他

23

人間社会環境研究科
（44 人）

41

7

自然科学研究科
（430 人）

36

87

12

医薬保健学総合研究科
（115 人）

84

9

全研究科
（計 590 人）

6

4

83

0

20

8

40

60

80

100（％）

※全研究科には教育学研究科の修了者1人を含む。

業種等別就職先状況（2017年度

修士課程・博士前期課程）

■教員 ■国公立等研究職 ■医療機関 ■民間企業 ■官公庁 ■その他

33

人間社会環境研究科
（18 人）

44

自然科学研究科 2
（373 人）

17

94

医薬保健学総合研究科 3 1
（97 人）
全研究科 3 1
（計 489 人）
0

3 1

53

42

10

82
20

40

6

1

3 1
60

80

100
（％）

※全研究科には教育学研究科の修了者1人を含む。

就職支援室長からのメッセージ
少子高齢化やAIやIoTなどのテクノロジーの発達によって私たちを取り巻くライフキャリアの環境はこの先大きく変化することが予想さ
れます。一言でいうとこれまでこうだったからこれからも大丈夫という考え方が通用しなくなりつつあり，言い換えると私たち大人の
世代の価値観の延長で進路を薦めることが有効とはいいがたくなっております。これからの時代を生きるには，自分
がどんな人生を望むのか？そのような人生を生きるにはどのようなスキルを磨く必要があるのか？などを自律的に考
え，かつ必要なスキルを学び続ける姿勢を養う事が重要になってきていると考えております。また，就職環境は近年，
売り手市場という学生に恵まれた環境が続いていますが，企業側の採用手法にも従来にない様々な変化も現れており
ます。こうした時代の様々な変化に柔軟に対応し，学生本人の望む進路につながる様々な支援に取り組むことが我々
の使命と考えております。
【室長プロフィール】 山本 均。金沢大学法学部卒業，地元企業・東京の大手企業人事を経験。
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緑溢れ，サービス充実のキャンパス
学生のみなさんに豊かなキャンパスライフを送ってほしい。
そう考える金沢大学では，利用者本位で考案された施設やサービスを多数ご用意しています。
ここで紹介させていただいたのは，その中のほんの一部です。実際に体験して，その充実度を知ってください。
かくま

【角間キャンパス】

至富山県南砺市
射撃場 弓道場

馬場

D 駐車場
サッカー場

北地区
C 駐車場

実習農場

7

5

8

3
6

陸上競技場
22
17

13

16

15

9

24

14

12

至俵町・医王山

中テニスコート

金沢大学（終点）
バス停 11
駐輪場
4

P 駐車場

植物園

温室

厩舎

2

18

19

金沢大学
中央バス停

10
1

B 駐車場
A 駐車場

仮あ駐車場
仮い駐車場

39

42

38

37

41

G 駐車場

21

北駐輪場

北テニスコート

32

31

28 29

40

34

33

51

角間川

46

45

44

薬用植物園
→

47

48

L 駐車場

南駐輪場

35

ソフト ラグビー場
ボール場

至田上本町
太陽が丘

H 駐車場

金沢大学
自然研前
バス停

30

23

43

27

26

２５

中地区

20

E 駐車場

駐輪場

49

M 駐車場
50

南地区

36

角間大橋

金沢大学
角間口バス停

単一キャンパス
としては全国屈指の広さ。
人間社会・理工薬系の
学生が学んでいます。
同じキャンパス内で，
他学類生と学べるのは，
キャンパスが点在する
総合大学と比較し，
大きな魅力です。

たからまち

体育館
人間社会 2 号館
人間社会第 1 講義棟
人間社会 5 号館
人間社会 1 号館
総合教育 2 号館
総合教育講義棟
中央図書館，資料館
総合教育 1 号館
エネルギーセンター
大学会館
（食堂，売店，郵便局）
㉑ 標石
㉒ 東課外活動共用施設（サークル棟）
㉓ アカンサスインターフェイス
㉔ 学際科学実験センター，
アイソトープ理工系研究施設

コンビニエンスストア
至金沢市街

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

㉕ 自然科学 5 号館
㉖ 極低温研究室
㉗ 新学術創成研究機構
先端科学・イノベーション推進機構
インキュベーション施設
㉘ 保健管理センター
先端科学・イノベーション推進機構
㉙ 本部棟（就職支援室）
㉚ 中福利施設（食堂，売店）
㉛ 総合メディア基盤センター
㉜ 南アカンサスインターフェイス
㉝ 地域連携推進センター
㉞ 国際交流会館
㉟ 角間ゲストハウス
㊱ 創立五十周年記念館「角間の里」
㊲ 自然科学系図書館
南福利施設（食堂，売店）
㊳ 自然科学本館

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

北課外活動共用施設
埋蔵文化財調査センター
プール
教育実践支援センター
人間社会 3 号館
工作実習棟
北福利施設（食堂）
人間社会第 2 講義棟
人間社会 4 号館

自然科学大講義棟
自然科学 1 号館
自然科学 2 号館
自然科学 3 号館
学生留学生宿舎
「先魁（さきがけ）」
「北溟（ほくめい）」
㊹ 技術支援センター
㊺ ハードラボ 4
㊻ 環日本海域
環境研究センター
ハードラボ 3
㊼ ハードラボ 2
㊽ ベンチャー・ビジネス
ラボラトリー
ハードラボ 1
㊾ 薬品庫
㊿ 環境保全センター
がん進展制御研究所
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸

つるま

【宝町・鶴間キャンパス】
長い歴史をもつ
医学のメッカ。
医学・保健系の
学生が学んでいます。
金沢大学は，
医療に関する全ての
専攻がそろった
数少ない大学の一つです。

至鈴見

つくしんぼ
保育園 県道金沢井波線

14

12
4

18
16

3
1

6
2

19

15

13
17

20

11

24

23

22

21
25

26

30

27

8

商
石引

金沢大学
附属病院バス停

7
31

10

9

至笠舞

29

28

5
9

如来寺前
バス停

店街

県道 10 号線

小立野バス停

石引広見バス停

宝町地区
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
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看護師宿舎
MRI-CT 棟
病棟 西病棟
病棟 東病棟
中央診療棟
外来診療棟
立体駐車場（患者用）
正面玄関
金沢先進医学センター

鶴間地区
⑩ アネックス棟
⑪ 医学類 C 棟
⑫ 記念館
⑬ 十全講堂
⑭ 医学類 A 棟
⑮ 医学類 B 棟
⑯ 医学類病理標本庫
⑰ 医学図書館

⑱ 医学類 D 棟，
子どものこころの発達
研究センター
⑲ 遺伝子研究施設
⑳ 医学類 E 棟
㉑ 医学類解剖標本庫
㉒ 実験動物研究施設
㉓ アイソトープ総合研究施設
㉔ 医学類教育棟

㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

医学類旧書庫
医学類 G 棟
医学類 F 棟
医学類福利施設（食堂，売店）
課外活動施設
立体駐車場
先端医療開発センター

❶ 保健学類 1 号館
❷ 保健学類 2 号館
❸ 保健学類 3 号館
❹ 保健学類 4 号館
❺ 保健学類 5 号館
❻ 体育館
❼ 保健学類福利施設
（食堂，売店）

学生寮

サークル&課外活動

故郷を離れた１人暮らしには，
学生寄宿舎も用意しています。

】

― ヨット部

本学には，学生寮が 2 棟あり，いずれも鉄筋コンク
リ－ト 4 階建です。学生留学生宿舎は，日本人学
生と外国人留学生が共同生活するシェアハウス型
の学生寄宿舎です。

□学生寮
男子寮：泉学寮（せんがくりょう）
竣工年／昭和40年
所在地／金沢市野町5︲8︲10
定 員／168名 ※居室は各室２人部屋。
寄宿料／月額700円
諸経費／約15,000円 ※月額と夕食代を含む

車場

44

植物園
→

棟

）」
）」
ー

ー

ジネス

女子寮：白梅寮（はくばいりょう）
竣工年／昭和39年
所在地／金沢市泉野町2︲13︲1
定 員／140名 ※居室は各室２人部屋。
寄宿料／月額700円
諸経費／約8,000円

□学生留学生宿舎
国際交流を推進しグローバル人材を育成する
ことを目的に，外国人留学生と日本人学生が１
つのユニット（男女別）で生活するシェアハウス
型の学生寄宿舎です。
学生留学生宿舎は，生活に必要な基本的な家
具・家電が備えられているほか，角間キャンパス
内に設置されているため通学にとても便利です。
学生留学生宿舎は，平成 24（ 2012 ）年に設
置 さ れ た 1 ～ 5 号 棟（「 先 魁 SAKIGAKE 」）と 平
成 29（ 2017 ）年に設置された 6 ～ 9 号棟（「北溟
HOKUMEI」）があります。

ー
究所

「先魁 SAKIGAKE」
外観

大学生活には，勉強以外にも打ち込めることがあります。
サークルや課外活動です。金沢大学は総合大学ですから，いろんな趣味・嗜
好を持った学生が全国から集まります。
多様性のるつぼの中，似たもの同士が吸い寄せられ高めあう。
同じ目標に向かって同じ時を過ごす仲間です。卒業後も高めあえる関係を
築くことができるでしょう。

金沢大学には，
大学学生部公認，学域・学類公認あわせて140あまりのサークルがあり，
約4,000名の学生が活動しています。
学生部公認体育系サークル（構成員全学対象）／計42サークル
□ 陸上競技部

□ 柔道部

□ 合気道部

□ 体操競技部

□ 剣道部

□ アメリカン・フットボール部

□ 硬式テニス部

□ 空手道部

□ オリエンテーリングクラブ

□ ソフトテニス部

□ 弓道部

□ 準硬式野球部

□ 硬式野球部

□ 馬術部

□ アイスホッケー部

□ 卓球部

□ 水泳部

□ チアリーダー部

□ バドミントン部

□ ボート部

□ アーチェリー部

□ 男子バスケットボール部

□ ヨット部

□ アスレチックトレーナー部

□ 女子バスケットボール部

□ フォーミュラ研究会

□ カヌー部

□ 男子バレーボール部

□ スキー部

□ 実戦空手部

□ 女子バレーボール部

□ ライフル射撃部

□ 小太刀護身道部

□ サッカー部

□ ワンダーフォーゲル部

□ フェンシング部

□ ラグビーフットボール部

□ 自動車部

□ K'sゴルフクラブ

□ ハンドボール部

□ 少林寺拳法部

□ よさこいサークル彩

学生部公認文化系サークル（構成員全学対象）／計42サークル
□ 鉄道愛好会
□ 国際問題研究会
「灯」 □ 茶道部
□ フィルハーモニー管弦楽団 □ 能登見守り寄り添い隊

□ 英語会話研究会（ESS）

「北溟 HOKUMEI」
外観

□ 映画研究会

□ 琴尺八部

□ 吹奏楽団

□ マンドリンクラブ

□ M・J・S（モダンジャズソサエティ）

□ 聖書研究会

□ 文芸部

□ 考古学研究会

□ らくだの会（演劇部）

□ 囲碁部

□ 新聞会

□ 宝生会

□ 合唱団

□ 児童文化部

□ アカペラサークルMeloMelo

□ クラシカル音楽研究会

□ 子ども会サークル「つみき」

□ 放送研究会

□ 書道部

□ マルクス主義研究会

□ J・M・C（ジャグリング・マジック）

□ 将棋部

□ Y・F・A（軽音部）

□ Kanazawa︲BBS

□ ユースホステルクラブ

□ サイクリングクラブ

□ セカンド・ユース

□ 美術部

□ 漫画・アニメ・SF同好会（CASる） □ ピアノの会

□ 写真部

□ 社会科学研究会

□ 鳥人間コンテスト同好会

□ 竹糸会

□ 児童クラブ「ひこうせん」

□ 麻雀会「百萬石」
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入試情報
3学域・17学類が，みなさんの可能性を拡げます。
□2019（平成31）
年度入学者選抜方法・選抜日程
（予定）

※詳細は選抜要項または募集要項でご確認ください。
※機械工学類，フロンティア工学類，電子情報通信学類の一般入試
（前期日程）
は3学類一括で実施します。

一般入試
選抜方法・選抜日程

人間社会学域

人

文

法

前期日程

学

類

学

経
校

地

域

国

学

教

育

学

創

造

学

際

学

類

ー

類

ー

理工学域

物

科

学

類

物

質

化

学

類

機

械

工

学

類

フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類
電 子 情 報 通 信 学 類

医薬保健学域

理

工

学

医

学

類（ 6 年 制 ）

薬

学

類（ 6 年 制 ）
健

学

ー
ー

11 月頃

ー

ー

11 月頃

ー

ー

ー
ー

ー

2 月頃

ー

1 次選考：11 月中旬頃
2 次選考：11 月下旬頃

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3 月 12 日㈫

ー

ー

ー

ー

3 月 12 日㈫

ー

ー

ー

ー

2 月頃

国際
バカロレア
入試

私費外国人
留学生入試

2 月頃

ー

ー

類

2 月頃

理系後期
一括入試

2月 25日㈪

11 月頃

11 月頃
2 月頃

ー

ー

2 月 25日㈪
※医薬保健学域
全学類

2 月頃

ー

ー

ー

3 月 12 日㈫

ー

2 月頃

ー

推薦入試Ⅰ

推薦入試Ⅱ

AO入試

創 薬 科 学 類（ 4 年 制 ）
保

ー

1 次選考：11 月中旬頃
2 次選考：11 月下旬頃

ー

類

帰国子女入試

2 月頃

※全学類

※医学類の
面接のみ

AO入試

ー

3 月 12 日㈫

3 月 12 日㈫

2 月26日㈫

Ⅱ.センター
試験を課す

ー

2 月25日㈪

地 球 社 会 基 盤 学 類
命

後期一括入試

文系後期
一括入試

類
類

数

生

後期日程

Ⅰ.センター
試験を課さない

3 月 12 日㈫

類

済

学

推薦入試

後期日程

2 月頃

11 月頃

2 月 26日㈫

※医学類及び薬学類・創
薬科学類の面接のみ

□2018（平成 30 ）年度入学者選抜試験状況
一般入試
前期日程
募集
人員

学域・学類・コース等
法学類

募集
人員

志願
者数

32

類

100

235

方

式

70

143

Ｍ

方

式

45

82

類

110

238

文

学

後期日程

志願
者数

Ｌ

人

後期日程
後期一括入試
募集
人員

志願
者数

募集
人員

志願
者数

募集
人員

志願
者数

323

ー

ー

ー

ー

30

189

ー

ー

10

24

ー

ー

10

15

ー

ー

石 川 県 教 員 希 望 枠

ー

ー

8

10

国語・社会科・英語教育専修

ー

ー

3

9

数学・理科教育専修

ー

ー

3

7

音 楽 教 育 専 修

ー

ー

4

8

ー

ー

3

6

保 健 体 育 専 修

ー

ー

5

11

家 政 教 育 専 修

ー

ー

3

5

特別支援教育専修

ー

ー

5

6

ー

ー

5

8

ー

ー

5

13

ー

ー

5

17

15

32

ー

ー

経

済

学

専修枠

学校教育学類

人間社会学域

美 術 教 育 専 修

64

171

ー

ー

62

500

地域創造学類

福祉マネジメントコース
環 境 共 生 コ ー ス

55

145

10

帰国子女入試

324

地域プランニングコース

募集
人員

志願
者数

募集
人員

若干名

ー

ー

ー

若干名

志願
者数

国際
バカロレア
入試
募集
人員

志願
者数

私費外国人
留学生入試
募集
人員

志願
者数

0

0

4

0

0

2

1

0

8

ー

若干名

0

0

若干名

0

0

0
3

類

48

67

15

116

0

1

数

物

科

学

類

64

140

12

96

0

1

3

物

質

化

学

類

55

129

18

230

0

0

2

機

械

工

学

類

252

491

ー

ー

地 球 社 会 基 盤 学 類

78

171

12

102

0

0

2

生

50

85

ー

ー

1

0

4

84

356

ー

ー

1

0

3

ー

0

0

2

国

際

学

理工学域

フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類

ー

ー

ー

ー

ー

ー

若干名

0

若干名

0

若干名

12

電 子 情 報 通 信 学 類
命

理

学

類

医

学

類（6年制）

薬

学

類（6年制）

64

263

82

583

ー

ー

27

78

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

3

2

ー

ー

ー

ー

ー

ー

6

3

攻

55

147

9

99

15

53

ー

ー

ー

ー

放射線技術科学専攻

29

111

5

73

ー

ー

5

20

ー

ー

検 査 技 術 科 学 専 攻

29

92

3

30

ー

ー

6

25

ー

ー

0

0

0

理 学 療 法 学 専 攻

15

31

ー

ー

ー

ー

4

14

ー

ー

0

0

0

作 業 療 法 学 専 攻

14

54

ー

ー

5

20

ー

ー

ー

ー

0

0

1,281

3,151

146

1,582

45

120

101

261

9

5

看
保健学類

医薬保健学域

創 薬 科 学 類（4年制）
護

合

92

工

学

計

専

144

1,083

若干名

ー

0
0

3

若干名

ー

0
0

2

若干名

0
0

0
ー

45

金沢大学は
平成31年度入試（平成30年度実施）から
インターネット出願 に変わります。

金沢大学では，インターネットによる出願受付を開始します。
※インターネット出願の開始により，従来の紙出願の受付は廃止します。
詳細については，金沢大学Webサイトwww.kanazawa︲u.ac.jpをご参照ください。

□2019（平成31）
年度募集人員（予定）

※詳細は選抜要項または募集要項でご確認ください。

募集人員
学域・学類等
人

文

学

法

学

経

済

一般入試

入学定員

学

推薦入試

後期一括入試

AO入試

帰国子女
入試

国際
バカロレア
入試

前期日程

後期日程

類

145

100

32

ー

若干名

若干名

類

170

115

30

推薦入試Ⅱ

10

ー

若干名

若干名

類

135

110

ー

推薦入試Ⅰ

10

ー

若干名

若干名

ー

ー

若干名

ー

若干名

若干名

ー

推薦入試Ⅱ 34
石川県教員希望枠 8
専修枠 26

人間社会学域

学

地

校

教

域

国

育

創

学

造

際

学

学

類

100

64

ー

文系

62

移行予定人数
人文学類
法学類
経済学類
学校教育学類
地域創造学類
国際学類

13
15
15
2
10
7

国語・社会科・英語教育専修
数学・理科教育専修
音楽教育専修
美術教育専修
保健体育専修
家政教育専修
特別支援教育専修
推薦入試Ⅱ

3
3
4
3
5
3
5

15

福祉マネジメントコース 5
環境共生コース
5
地域プランニングコース 5

類

90

55

10

類

85

48

15

推薦入試Ⅰ

15

ー

若干名

若干名

725

492

87

84
推薦入試Ⅰ
推薦入試Ⅱ

25
59

ー

ー

ー

計

理工学域

数

物

科

学

類

84

64

12

ー

ー

若干名

若干名

物

質

化

学

類

81

55

18

ー

ー

若干名

若干名

機

械

工

学

類

100

252

ー

ー

ー

機械工学類
90
フロンティア工学類 90
電子情報通信学類 72

ー

ー

ー

若干名

若干名

ー

ー

移行予定人数

フ ロ ン テ ィ ア 工 学 類

110

電 子 情 報 通 信 学 類

80

地 球 社 会 基 盤 学 類

100

78

12

生

59

50

ー

計

614

499

42

112

84

ー

64

ー

命

理

工

学

類

医

学

類（ 6 年 制 ）

薬

学

類（ 6 年 制 ）

35

創 薬 科 学 類（ 4 年 制 ）

40

ー

80

55

9

40

29

5

検査技術科学専攻

40

29

3

理 学 療 法 学 専 攻

20

15

ー

作 業 療 法 学 専 攻

20

14

ー

看
保健学類

医薬保健学域

攻

放射線技術科学専攻

護

学

82

数物科学類
8
物質化学類
8
機械工学類
10
フロンティア工学類 20
電子情報通信学類
8
地球社会基盤学類
10
生命理工学類
9
医学類
1
創薬科学類
2
保健学類
看護学専攻
1
放射線技術科学専攻 1
検査技術科学専攻 2
理学療法学専攻
1
作業療法学専攻
1

ー

ー

若干名

若干名

ー

ー

若干名

若干名

ー

ー

ー

ー

推薦入試Ⅱ 27
（一般枠 15
特別枠12）

ー

若干名

ー

若干名

若干名

15

ー

若干名

若干名

推薦入試Ⅱ

5

ー

若干名

若干名

推薦入試Ⅱ

6

ー

若干名

若干名

推薦入試Ⅱ

4

ー

若干名

若干名

推薦入試Ⅱ

5

ー

若干名

若干名

ー

ー

ー

9

ー

ー

9

ー

ー

142

17

計

387

290

17

62
推薦入試Ⅱ

計

1,726

1,281

146

144

6

推薦入試Ⅱ

200

計

3

ー

35
推薦入試Ⅱ

小

合

専

理系
移行予定人数

35
62

146
推薦入試Ⅰ 25
推薦入試Ⅱ 121

（注 1 ）前期日程の募集人員には，帰国子女及び国際バカロレア入試の募集人員を含みます。（注 2 ）私費外国人留学生の募集人員は入学定員の外数です。

（2018年3月現在）

＊「理工3学類（機械工学類，フロンティア工学類，電子情報通信学類）前期一括入試」の略称
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北陸3県を中心に全国から入学者が集まる総合大学
全体数

1,787人

入学者
入学志願者

その他

6,254人

入学者

21人

入学志願者

71人

［県別入学者数（2018年度）］
（注）県別とは，出身高等学校等の所在地によるものとする。

北海道・東北地区

831人

入学者

東海地区

279人

入学者
入学志願者

入学志願者

1,002人

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

84
44
124
27

志願者数

石川県

246
171
476
109

福井県

入学志願者

2,605人

入学者数

276人

入学者数

34
3
2
6
10
7
9

北海道

志願者数

241
438
152

富山県
入学者数

71人

入学者

北陸3県

青森県
岩手県

614
1,589
402

宮城県
秋田県
山形県
福島県

志願者数

115
18
15
46
24
26
32

関東・甲信越地区
中国・四国地区

入学志願者

九州・沖縄地区

23人

入学者
入学志願者

100人

鳥取県
島根県
岡山県

入学者数

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県

3
0
2
3

志願者数

20
5
2
10

入学者数

大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

0
4
3
8

志願者数

7
11
8
37

広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県

志願者数

5
4
5
2
1
3
2
10
1

入学志願者

近畿地区

144人

入学者数

20
17
23
24
6
8
12
28
6

入学者

159人

入学志願者

641人

入学者数

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

42
22
31
45
13
6

志願者数

153
100
149
145
59
35

○ 入学者選抜に関する要項／ 7 月下旬に発表予定
○ 推薦入試・帰国子女入試・AO入試・私費外国人留学生入試
学生募集要項／ 9 月下旬に発表予定
○ 一般入試学生募集要項／ 11 月上旬に発表予定

□入学者選抜に関する要項の請求方法
右記の①，②のいずれかにより請求してください。
※各募集要項は，今年度より Web での公開のみとなり，
冊子体での配布は行いません。
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①大学情報センター「モバっちょ」での
請求方法

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県

②テレメールでの請求方法
インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）利用の場合
下記 URL にアクセスしてください。

携帯電話・スマートフォンを利用する場合
右記の二次元バーコードを
読み取ってアクセスしてください。

http://telemail.jp/
電話（自動音声応答電話）利用の場合
下記に電話の上，音声ガイダンスに従って操作してください。

IP 電話 050-8601-0101
パソコンの場合
下記 URL にアクセスしてください。

http://djc-mb.jp/kanazawa-u2/
※「モバっちょ」の請求方法に関するお問い合わせ
大学情報センター モバっちょカスタマーセンター
TEL．050-3540-5005（平日 10：00～18：00）

テレメールでの資料請求番号
入学者選抜に関する要項 583020

1,415人

入学者数

入学者選抜に関する要項・学生募集要項の発表・請求方法
□学生募集要項の発表時期

370人

入学者

33人

入学者

15
22
32
27
11
41
20
85
12
105

志願者数

74
81
169
101
67
191
92
253
39
348

アクセス

目次 INDEX

▼ 石川エリア Ishikawa area

02 学長メッセージ・沿革
のと里山空港

04
06
08
▼ 金沢エリア Kanazawa area
10

和倉温泉
線
尾 七尾市

七
のと
里山
海道

石川県

金沢駅

小松空港

Map

羽咋市

かほく市

学域・学類・大学院等

北陸新幹線

北陸自動車道

富山県

金沢市
小松市
加賀温泉

加賀市

白山市
東海北陸自動車道

福井県

学域学類制と学修（習）支援
金沢大学が育成する人材像
金沢大学の海外留学
金沢大学の教育組織／Q&A

サテライト・プラザ

岐阜県

人間社会学域
人文学類
法学類
経済学類
学校教育学類
地域創造学類
国際学類
理工学域
数物科学類
物質化学類
機械工学類
フロンティア工学類
電子情報通信学類
地球社会基盤学類
生命理工学類

11
12
18
22
26
30
34
41
42
金沢大学附属病院
46
50
54
58
62
66

70
72
74
76
83
84

医薬保健学域
医学類
薬学類・創薬科学類
保健学類
養護教諭特別別科
大学院

学生生活・入試情報
東京方面からのアクセス

名古屋方面からのアクセス
86 金沢大学の就職支援への取り組み

□飛行機利用「羽田－小松」約1時間（1日11～12便）※小松空港－金沢駅

90 キャンパスマップ
□JR利用「名古屋－金沢」
約2時間40分※新幹線ひかり・特急しらさぎ

連絡バスがある。

□高速バス利用
約4時間（1日10便）
91 「名古屋－金沢」
学生寮／サークル&課外活動

□JR利用「東京－金沢」約2時間30分※北陸新幹線
□高速バス利用①「新宿駅－金沢」7時間25～55分（1日4～8便）
□高速バス利用②「東京駅－金沢」8時間30分（1日1便）
※東京方面からの高速バスは東京駅や新宿駅以外に八王子駅，横浜駅からも出

入試情報
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自家用車でのアクセス
95 アクセス
□北陸自動車道森本ICで下り，山側環状道路を利用されると便利です。

ております。
※詳細は「北陸鉄道」
または「西日本JRバス」のホームページをご覧ください。

金沢駅

大阪・京都方面からのアクセス

石川の玄関口，JR金沢駅。駅周辺整備事業に
より，総ガラス張りの巨大な「もてなしドーム」
や鼓がモチーフの「鼓門」が登場。金沢の新シ
ンボルとして存在感を醸しだしています。

□JR利用「大阪－京都－金沢」約2時間30分※特急サンダーバード
□高速バス利用①「京都－金沢」約4時間（1日5便）
□高速バス利用②「大阪－金沢」約4時間50分（1日7便）

金沢駅からキャンパスまでのアクセス（北陸鉄道バス利用の場合）
□角間キャンパス／バス停：金沢大学自然研前，
金沢大学中央又は金沢大学まで
金沢駅兼六園口
（東口）
6番乗場発／91
（平日のみ，
富本町経由）
・

ホテル金沢

93・94・97金沢大学行き
（兼六園下経由）
34～37分
□宝町・鶴間キャンパス
（医学類・保健学類）
／バス停：小立野まで
金沢駅兼六園口
（東口）
7番乗場発／ 11東部車庫・金沢学院大学行き，
12北陸大学・湯涌温泉行き
（小立野経由）
20分
金沢駅兼六園口
（東口）
6番乗場発／ 13湯谷原・医王山 14田上行き
（金商経由）

11

北鉄駅前
センター

9
バス
ターミナル

1
金沢
フォーラス

10

タクシー
のりば

県立音楽堂

8

2

7
3

一般駐車場

ANA
クラウンプラザ
ホテル金沢

6

案
内
所

兼六園口（東口）

JR 金沢駅

金沢駅金沢港口
（西口）
5番乗場発／ 10東部車庫・金沢学院大学行き20分
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