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ＩＴパスポート（ｉパス）
 
職業人として備えておくべき、情報技術に関する基礎知識をもち、担当する業務に対して情報技術を

活用し、次の活動を行う。 
①利用する情報機器およびシステムを把握し、活用する。 
②担当業務を理解し、その業務における問題の把握および必要な解決を図る。 
③安全に情報の収集や活用を行う。 
④上位者の指導の下、業務の分析やシステム化の支援を行う。 
そのため以下の技術水準が要求される。 

1.利用する情報機器およびシステムを把握するために、コンピュータシステムやネットワークに関する

知識をもち、オフィスツールを活用できる。 
2.担当業務を理解するために、企業活動や関連業務の知識をもつ。また、担当業務の問題把握および必

要な解決を図るために、システム的な考え方や倫理的な思考力をもち、かつ、問題分析および問題解

決手法に関する知識をもつ。 
3.安全に情報を活用するために、関連法規や情報セキュリティに関する各種規定に従って活動できる。 
4.業務の分析やシステム化の支援を行うために、情報システムの開発および運用に関する知識をもつ。 
 

■受験資格

制限なし 
 

■試験

ＣＢＴ（Computer Based Testing）方式により、年間を通じて随時実施されている。 
出題分野

ストラテジ系（経営全般） 35 問程度 
マネジメント系（ＩＴ管理） 20 問程度 
テクノロジ系（ＩＴ技術） 45 問程度 
試験形式

四肢択一式（100 問・120 分） 
小問 100 問で、総合評価は 92 問（分野別評価はストラテジ系 32 問、マネジメント系 18 問、テクノ

ロジ系 42 問）、残りの８問は今後出題する問題を評価するために使われる。 
採点方式

ＩＲＴ（Item Response Theory 項目応答理論）に基づいて解答結果から評価点を算出する。 
合格基準

総合評価点、分野別評価点ともに次の基準を満たしていること。 
・総合評価点 600 点以上／1,000 点（総合評価の満点） 
・分野別評価点 

ストラテジ系 300 点以上／1,000 点（分野別評価の満点） 
マネジメント系 300 点以上／1,000 点（分野別評価の満点） 
テクノロジ系 300 点以上／1,000 点（分野別評価の満点） 
 

■受験手続

※ インターネットで申し込み可能 
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html 
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事務局案内
 
 
 
 
 
 
事務局は学生諸君の学修や生活を支え、安心して快適な学生生活を送っていただくために必要な事項に

ついての業務を取り扱っています。例えば、証明書類が必要なとき、各種の届け出をしたいとき、各種

の問合せや相談、さらに悩みごとや困りごとに対する対応など、何でも引き受ける強い味方です。いつ

でも気軽に訪ねてください。 
 

学生証について

学生証は、諸君が国際高等専門学校の学生であることを証明するものです。常に携帯し、校舎へ入ると

き、ＬＣを利用するときや、通学証明書など各種証明書の発行を受けるときにも必要です。本校教職員

または他の関係者が必要上請求したときは、いつでも提示しなければなりません。学生証は、絶対に他

人に貸与または譲渡してはなりません。 
また、学生証には ICチップが内蔵されており、曲げたり、圧力を加えると破損することがあります。大
切に取扱いましょう。 

学生証の交付

第１学年始めに校長より交付されます。 

学生証の再交付について

学生証を、盗難・紛失または汚損した時は、直ちにクラス担任を経て事務局に届け出て、学生証再発行

願を提出し再交付を受けてください。汚損した学生証は発行願提出時に返却してください。 
なお、盗難・紛失の学生証が出てきた場合は直ちに事務局に返却してください。 

学生証の返却・無効

学生証の有効期間は１年次〜５年次までの５年間です。有効期間を経過したとき、卒業・退学・除籍な

どで本校に籍がなくなったときは、直ちに事務局に返却してください。また、学生証の記入事項を、勝

手に訂正または改変したものは無効となります。 
学生証を、盗難または紛失すると思いがけない迷惑をこうむることがあります。したがって、その取り

扱いには常に注意してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種証明書・届出書 
 
 
 

各種証明書・届出書

種類 どういうとき 書類受取先 提出先 

証明書発行願 在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書、

学生証（再交付）などを要するとき 事務局 事務局 

学生証再発行願 学生証を紛失したとき 事務局 クラス担任→学生主事→事務局 
自転車通学届 自転車で通学したいとき クラス担任 クラス担任→学生主事 
原動機付自転車・ 
自動二輪 
通学許可申請書 

原動機付自転車・自動二輪で 
通学したいとき クラス担任 クラス担任→学生主事 

貸与パソコン修理

依頼書 
貸与ノートＰＣが故障した時 
（１～３年生） クラス担任 クラス担任→本人→パソコンセ

ンター（８号館３Ｆ） 
貸与パソコン学外

持ち出し申請書 貸与パソコンを学外に持ち出したい時 クラス担任 クラス担任→教務主事→情報教

育部会 

通学証明書 通学定期の学割を受けたいとき（JR・北鉄
など） 事務局 事務局 

遅刻・早退届 早退・遅刻などをしたとき 事務局 授業担当者（クラス担任） 
災害報告書 
医療等の届け 学校の管理下でけがをした時 事務局 引率者→学生主事→安全委員長

→事務局 
校外生活願 旅行やその他校外で生活したいとき 事務局 クラス担任→学生主事→事務局 
紛失届 紛失したとき クラス担任 クラス担任→学生主事 
盗難届 盗難にあった時 クラス担任 クラス担任→学生主事 

身上変更届 身上（学生本人の氏名等）が変更になった

とき 事務局 クラス担任→事務局 

住所変更届 保護者や学生の住所が変わったとき 事務局 クラス担任→事務局 
保護者及び授業料

支払者変更届 保護者・授業料支払者が変わったとき 事務局 クラス担任→事務局 

異装願 けがなどで、異装したいとき クラス担任 クラス担任→学生主事 
病欠証明書 該当する感染症（P.86参照）にかかった時 事務局 クラス担任 
留学願 留学しようとするとき 英語教員 英語教員 
留学終了届 留学が終了したとき 英語教員 英語教員 
留学中止届 留学を中止して帰国したとき 英語教員 英語教員 
休学願 休学しようとするとき クラス担任 クラス担任 
復学願 復学しようとするとき クラス担任 クラス担任 
退学願 退学しようとするとき クラス担任 クラス担任 
【手順】「学生証再発行願」の場合 

学生本人が事務局へ書類を取りに行き、①クラス担任→②学生主事→③事務局の順で、 
承認を得て下さい。 
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事務局案内
 
 
 
 
 
 
事務局は学生諸君の学修や生活を支え、安心して快適な学生生活を送っていただくために必要な事項に

ついての業務を取り扱っています。例えば、証明書類が必要なとき、各種の届け出をしたいとき、各種

の問合せや相談、さらに悩みごとや困りごとに対する対応など、何でも引き受ける強い味方です。いつ

でも気軽に訪ねてください。 
 

学生証について

学生証は、諸君が国際高等専門学校の学生であることを証明するものです。常に携帯し、校舎へ入ると

き、ＬＣを利用するときや、通学証明書など各種証明書の発行を受けるときにも必要です。本校教職員

または他の関係者が必要上請求したときは、いつでも提示しなければなりません。学生証は、絶対に他

人に貸与または譲渡してはなりません。 
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どで本校に籍がなくなったときは、直ちに事務局に返却してください。また、学生証の記入事項を、勝

手に訂正または改変したものは無効となります。 
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奨学制度について
 

本校の奨学制度（リーダーシップアワード）

本校独自の奨学制度として、学生生活の各面において、他の学生に模範となるようなリーダーシップを発

揮した学生に付与されます。付与金額は 10 万円で、全教員からの推薦により毎年在学生数の約 10 分の

1 の学生に付与されます。 
 

奨学制度

奨学制度は、優秀で経済的理由のため修学困難な者に学資を給付・貸与する制度で、独立行政法人日本学

生支援機構、地方公共団体、財団法人などがあります。

【高等教育の修学支援新制度】

年度より「高等教育の修学支援新制度」が開始されます。本学は修学支援制度の対象機関に認定さ

れましたので、家計の経済状況や学業成績・学修意欲等の基準を満たす学生は、申請により日本学生支援

機構給付奨学金と本学の授業料等減免が併せて受けられます。制度の詳細については下記ＵＲＬをご確

認ください。

独立行政法人 日本学生支援機構ホームページ（給付奨学金）

文部科学省 高等教育の修学支援新制度特設ページ

【独立行政法人日本学生支援機構貸与型奨学金】 
自宅通学の場合、貸与金額は 10,000 円または 32,000 円（第４学年より 30,000 円または 53,000 円）か

ら選択し、次の者に貸与されます。 
●学力 
１年次生は中学校最終学年の成績の平均が 3.5 以上の者、２年次生以上は本校での成績が学科の平均

水準以上の者。 
●家計 
家計支持者の年収・所得金額から、規程で定められた特別控除額を差し引いた金額が、機構で定めた収

入基準額以下である者。 
●校長が推薦し、日本学生支援機構が採否を決定します。 
●家計急変により修学困難な学生に対する緊急採用制度もあります。 
 
【石川県】

月額 30,000 円（４年次より 44,000 円）が次の者に貸与されます。 
●保護者が石川県内に現に引き続き 3 年以上居住している者。 
●勉学意欲があり、かつ学費の支弁が困難な者。 
●独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受けていない者。 
●校長が推薦し、石川県が採否を決定します。 
奨学制度は、本人が直接手続きする場合が多いです。学校の証明を必要とする時は、事務局へ申し出てく

ださい。詳細は事務局へお尋ねください。

学生の災害（ケガ）等について

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度は、学校の管理下における学生の災害に対し

て必要な給付を行うことを目的とした制度で、多くの幼、小、中、高、高専が加入しています。本校でも、

学生全員が加入することになっています。 
 
【医療費の支給】

学校の管理下でケガをした場合の医療費は、各種の健康保険が 70％をカバーし、残りの 30％が自己負担

となります。独立行政法人日本スポーツ振興センターは、この自己負担分を給付します。 
すなわち、健康保険と独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度により、かかった医療費

の全額をカバーできます。 
 
【学校の管理下の範囲】

授業、部活動、休憩時間、登校・下校 
 
【掛金】

令和 3 年度共済掛金額 １人当り年額 1,955 円 
 
【手続き】

ケガをした場合は、できるだけ早く学校（事務局）へ届け出て給付申請の手続きをとってください。 
なお、給付を受けるにあたってはいくつかの制限があります。詳細は事務局へお尋ねください。 
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奨学制度について

本校の奨学制度（リーダーシップアワード）

本校独自の奨学制度として、学生生活の各面において、他の学生に模範となるようなリーダーシップを発

揮した学生に付与されます。付与金額は 10 万円で、全教員からの推薦により毎年在学生数の約 10 分の

1 の学生に付与されます。

奨学制度

奨学制度は、優秀で経済的理由のため修学困難な者に学資を給付・貸与する制度で、独立行政法人日本学

生支援機構、地方公共団体、財団法人などがあります。

【高等教育の修学支援新制度】

年度より「高等教育の修学支援新制度」が開始されます。本学は修学支援制度の対象機関に認定さ

れましたので、家計の経済状況や学業成績・学修意欲等の基準を満たす学生は、申請により日本学生支援

機構給付奨学金と本学の授業料等減免が併せて受けられます。制度の詳細については下記ＵＲＬをご確

認ください。

独立行政法人 日本学生支援機構ホームページ（給付奨学金）

文部科学省 高等教育の修学支援新制度特設ページ

【独立行政法人日本学生支援機構貸与型奨学金】

自宅通学の場合、貸与金額は 10,000 円または 32,000 円（第４学年より 30,000 円または 53,000 円）か

ら選択し、次の者に貸与されます。

●学力

１年次生は中学校最終学年の成績の平均が 3.5 以上の者、２年次生以上は本校での成績が学科の平均

水準以上の者。

●家計

家計支持者の年収・所得金額から、規程で定められた特別控除額を差し引いた金額が、機構で定めた収

入基準額以下である者。

●校長が推薦し、日本学生支援機構が採否を決定します。

●家計急変により修学困難な学生に対する緊急採用制度もあります。

【石川県】

月額 30,000 円（４年次より 44,000 円）が次の者に貸与されます。

●保護者が石川県内に現に引き続き 3 年以上居住している者。

●勉学意欲があり、かつ学費の支弁が困難な者。

●独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受けていない者。

●校長が推薦し、石川県が採否を決定します。

奨学制度は、本人が直接手続きする場合が多いです。学校の証明を必要とする時は、事務局へ申し出てく

ださい。詳細は事務局へお尋ねください。

学生の災害（ケガ）等について

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度は、学校の管理下における学生の災害に対し

て必要な給付を行うことを目的とした制度で、多くの幼、小、中、高、高専が加入しています。本校でも、

学生全員が加入することになっています。

【医療費の支給】

学校の管理下でケガをした場合の医療費は、各種の健康保険が 70％をカバーし、残りの 30％が自己負担

となります。独立行政法人日本スポーツ振興センターは、この自己負担分を給付します。

すなわち、健康保険と独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度により、かかった医療費

の全額をカバーできます。

【学校の管理下の範囲】

授業、部活動、休憩時間、登校・下校

【掛金】

令和 3 年度共済掛金額  １人当り年額 1,945 円 

【手続き】

ケガをした場合は、できるだけ早く学校（事務局）へ届け出て給付申請の手続きをとってください。

なお、給付を受けるにあたってはいくつかの制限があります。詳細は事務局へお尋ねください。
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