
国際高専の教育目標

グローバルイノベーターの育成 

国際高専の求める人（平成 年度以前入学生適用）

①エンジニアとして社会に役立ちたい人 
②基礎力を持ち、科学技術やものづくりに興味がある人 
③英語でのコミュニケーション能力を高めたい人 
④何事にも積極的に挑戦する意欲のある人 
⑤誠実で、他人を思いやることのできる人 

 

学習・教育目標

電気電子工学科は、電気・電子に関する知識を修得し、回路設計、計測制御、さらにコンピュータ工

学や通信ネットワーク技術を身につけ、電気・電子・情報の分野を融合できるエンジニアの育成を目指

します。 
機械工学科は、ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気

やコンピュータに関する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 
グローバル情報学科は、コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イ

ノベーションの創出に貢献できるグローバル人材の養成を目指します。 

卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（ 参照）

①人間性 
②創造性 
③国際性 
④基礎力 
⑤専門力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

国際高等専門学校

の教育
カリキュラムの特色 ･･････････････････P.14 

学科の特色 ･･････････････････････････P.22 

本校の教育運営 ･･････････････････････P.34 

自己点検・評価の仕組み ･･･････････････P.36 
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カリキュラムの特色
 
 
 
 
 

（１）カリキュラムの基本構成（カリキュラム・ポリシー）

本校は、「グローバルイノベーターの育成」を教育目標として、金沢工大学園の施設や組織、また関係

教職員との有機的な連携のもとに、教育研究活動の充実発展を期しています。 
本校の教育体系は、図 1 の通り、縦軸（学年を含む）と横軸（教育目標の区分や学園との連携を含む）

を考慮し、スパイラル構造（反復しながらレベルアップ）で構成されています。縦軸の教育とは、「創造

実験・創造設計」を主柱としたものづくり教育で、一般教育と専門教育の連結を強化し「創造性」を醸

成する牽引力となるものです。横軸の教育とは人材育成の教育であり、「コミュニケーション能力」や「自

己実現力」を学年ごとに高める『人間力』を醸成する人間教育と技術者としての人間性を養成する専門

教育です。これらの教育を実施する学年暦があります。 
具体的なカリキュラムの全体像は、図２の「国際高専のカリキュラム全体像」の通りです。創造実験・

創造設計をものづくり教育の主柱として、これを支える一般教育と専門教育を「楔形」に組み合わせる

ことで、本校の教育実践目標を達成するものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１国際高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次

一般教育
人間力の基礎となる「読み」「書き」「話す」を基本とした教育、躾教育ならびに 

工学の基礎としての数学の「計算する」、物理の「考える」教育を実践します。 

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

総合英語・英語スキルズⅠ  
総合英語・英語スキルズⅡ

※アメリカ英語研修 
 

総合英語・英語スキルズⅢ

※ニュージーランド留学 
    

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

人間と自然Ⅰ   人間と自然Ⅱ 人間と自然Ⅲ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

創造実験・
創造設計

本校の伝統のものづくり教育理念、エンジニアリングデザインとＣＤＩＯを考慮した、オリジナルな教育の主

柱です。学年ごとに修得した知識・技能を集約し、問題を分析し、解決策を創意し、形にして、運用します。 

卒業研究は、５年間の総合化であり、個人またはグループでテーマを決め、研究し、解決します。 

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

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

専門教育
学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を

身につけ、電気・電子・情報分野を融合できるエンジニアの育成を目指します。 

機械工学科 ものづくりに必要な機械工学の基礎知識を修得し、機械を制御するために必要な電気やコンピュータに関

する技術を身につけ、メカトロニクスに強いエンジニアの育成を目指します。 

グローバル情報学科 コンピュータとソフトウェア開発に関する専門能力と経営の知識を有し、イノベーションの創出に貢献で 

きるグローバル人材の養成を目指します。 

図２．国際高専のカリキュラム全体像

 
人間教育は、教養教育、数理教育、英語教育並びに人間形成教育で構成しており、学年とともに高度

化される内容になっています。専門教育は、技術教育、技能教育、情報教育、資格取得及びインターン

シップから構成されています。 
一般教育では、人間力の基礎である「計算する」「読み」「書き」「話す」の４つを基本とする教育に視

点を置いています。特に、エンジニアの基盤を堅固にするため、工学の基礎である「数学」と「物理」

の基礎力の充実を目指しています。「話す」についてはグローバル化に対応して外国人教員による英語の

少人数教育を実施し、「英語によるコミュニケーション能力の向上」に力を注いでいます。 
「人間形成」を教育の根本理念とする本校は、「自然学苑教育」を人間教育の主要科目として必須化し、

仲間と寝食を共にする合宿教育を行い「人間力の涵養」に努めています。 
専門教育では、積み上げ式の創造実験・創造設計を教育の中心とした、教育体系を構築しています。

ものづくりと専門教育を組み合わせることによって、学生の知識の深化に応じた問題発見・解決能力の

発揚を図ります。各創造実験・創造設計では、エンジニアリングデザイン手法とデザインシンキング手

法を独自の観点で取り込むと共に、ＣＤＩＯの教育理念：①「発想する」②「設計する」③「実行する」

④「運営する」の要素を修得できるよう基準を再編成し、図３に示す実践的な技術者に必要な資質の養

成を目指します。 

自己実現力
コミュニケーション能力

技術力
創造力

ものづくり教育で体得する能力

卒業研究

人間力の育成・醸成

KIT IDEALS
キャリアデザイン

クラブ・地域連携活動
国際交流・留学

夢考房プロジェクト活動

人間としての
心豊かな人材育成

アイディアを形に
問題発見解決型の自主的行動

プレゼンテーション能力
グループワーク

エンジニアリングデザイン
ＣＤＩＯ

エンジニアとしての
創造性豊かな人材育成創造実験・

創造設計Ⅳ

創造実験・
創造設計Ⅲ

創造実験・
創造設計Ⅱ

創造実験・
創造設計Ⅰ

就職
進学

大学３年次へ
編入学

専門教育
技術教育
技能教育
情報教育
資格取得

インターンシップ

人間教育
教養教育
数理教育
英語教育

人間形成教育

図１．金沢高専がものづくり教育で目指す「人間形成教育」と「創造的技術者育成教育」
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学科ごとに、以下の特色ある教育を実施します。 

情報化時代に相応しい「情報教育」を、学科ごとに専門科目の中で実施します。 

電気電子工学科 電気・電子に関する基礎知識を修得し、回路設計、計測制御、さらに情報および通信ネットワーク技術を
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図３．ＣＤＩＯシラバスの構成 

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

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

らかにし、さらに達成するための細目を示しています。 
 

（２）卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（ディプロマ・ポリシー）

理念・目標 規範 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力

建学の綱領

人間形成

技術革新

産学協同

教育目標
グローバルイノベータ
ーの育成

行動規範

Ｋ：

思いやりの心

Ｉ：

知的好奇心

Ｔ：

共同と共創の精神

Ｉ：

誠実

Ｄ：

勤勉

Ｅ：

活力

Ａ：

自律

Ｌ：

リーダーシップ

Ｓ：

自己実現

学習規範

ＣＤＩＯ

Ｃ：

発想する

Ｄ：

設計する

Ｉ：

実行する

Ｏ：

運営する

人
間
性

①自分で考え、主体的に行動することができる。

②技術者としての倫理や責任に基づいた意志決定ができる。

資質Ａ

創
造
性

③専門知識・技能を組み合わせ、ものづくりができる。

④メンバーとしての自覚と責任を持ち、リーダーシップを発揮できる。

資質Ｂ

国
際
性

⑤英語でコミュニケーションができる。

⑥国際感覚や異文化を理解し受け入れることができる。

資質Ｃ

基
礎
力

⑦自然科学（数理科目）および工学の基礎を理解できる。

⑧論理的な考え方ができる。

資質Ｄ

専
門
力

⑨専門知識と技能を用い工学的な問題を解決できる。

⑩科目間の相互関連性を理解し、専門全体を俯瞰できる。

⑪各学科で推奨する資格を取得できる。

資質Ｅ

図４．卒業時に身につけるべき学力や資質・能力

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

し、基準となる単位数を取得することが卒業の要件である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）教育の特色

本校は、グローバル化社会に対応できる「グローバルイノベーターの育成」を推進するため、次の教

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

なって解決するものです。 
 
⓶英語教育

本校の英語教育は、外国人に気後れせず使える英語力と態度の修得を目標にして、コミュニケーショ

ン中心の「英語スキルズⅠ～Ⅲ（１年～３年次開講）」と、日本人教員による英文法「総合英語（Ｇ）Ⅰ

～Ⅲ」および読解「総合英語（Ｒ）Ⅰ～Ⅲ」とを並行して学びます。これにより、学生は英語を実際に

対話の中で実用し実感することができます。一方、海外研修として、希望者による２年次の約１カ月間

のセントマイケルズ大学での研修（アメリカ）、３年次の１年間のオタゴポリテクニク留学（ニュージー

ランド）および４年次の海外インターンシップがあります。１年間の留学は、留学先において本校の専

門授業を受講するため、休学せずに留学することができる本校独自のものです。 
 
⓷工学・英語協同学習（ ）

平成 21年度の文部科学省の大学教育・学生支援推進事業で研究してきた成果を拡張して、各専門工学
科に配置した外国人の専門科目教員が担当する教育範囲を充実し、全学生が工学に関するグローバル感

覚および仕事で必要なコミュニケーション手段としての英語を身につけることを促進しています。 
 
⓸国際交流

本校は、国際交流と英語教育の実践研修を目的として、４年次にシンガポール修学旅行（研修）を行

っています。本研修では、現地研修のほか、現地の高専に相当するシンガポールポリテクニクを訪問し、

学生間の交流を行います。 
また、この対応行事として、シンガポールポリテクニクの学生が本校を訪問します。本校学生の家庭

に約 10日間ホームステイし、本校の授業体験、歴史探訪や教育機関見学などを行い、国際交流を深めま
す。この交流はマイルプログラムと呼ばれ、33年継続しているプログラムです。 
さらに、本校と外国提携校との間で、国際長期インターンシップも実施されるようになり、学校、企

業、提携校の連携教育活動が軌道に乗りつつあります。本校学生は、このような外国の学生達との交流

を活用し、相互の文化を確認、理解、尊重する態度を養い、国際性を身につけられる環境にあります。 
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に約 10日間ホームステイし、本校の授業体験、歴史探訪や教育機関見学などを行い、国際交流を深めま
す。この交流はマイルプログラムと呼ばれ、33年継続しているプログラムです。 
さらに、本校と外国提携校との間で、国際長期インターンシップも実施されるようになり、学校、企
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を活用し、相互の文化を確認、理解、尊重する態度を養い、国際性を身につけられる環境にあります。 
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⓹ものづくり教育

本校が伝統的に推進してきた「ものづくり教育」は、創造実験・創造設計が中核となっています。本

取り組みは、ものづくりの実体験を通して、学生自身が持つ創造本能に気づくと共に、その成果に接し

「喜び」、「感動」さらには「生きがい」を感じることによって、エンジニアとしての人間形成を目指す

教育です。従来の教育実績に、新たに国際的なＣＤＩＯ教育理念を加味し教育基準（自己点検評価）の

一助とすることで、教育の近代化と次代を担うエンジニアを育成します。 
創造実験・創造設計では、ものづくりに必要な基礎となる知識・技術を修得すると共に、学生自らが

疑問や課題を分析し、解決方法を発想して形にし、その実用性を運用によって確認します。すなわち、

実践的ものづくり体験を重ねることで、リーダーシップや実践力の他、問題発見・解決型のエンジニア

の育成を目指しています。１年次は基礎と動機づけで、２年次から３年次には徐々に学科の専門教育と

関連させながら、４年次には、それまでに修得した各種の知識を融合させ、グループで問題解決型のも

のづくりを実践します。５年次は、高専教育の集大成を図る卒業研究として、「能力の総合化」を目指し

ています。具体的な例としては、ものづくりにおける「ユーザー指向」を促進させる教育として日本の

伝統的発想法と最新のデザインシンキング技法とを融合させて開発した本校独自の教育を平成 25 年度
から開始しています。 

 
⓺工学の基礎となる一般教育・数理教育

一般教育は人間形成のために必須のものであり、心の成長の糧となる学問です。特にリーダーシップ

や創造性は、国語、歴史、社会学、芸術などの文系学問の修学によって涵養されます。本校では、主と

して低学年の間にこれらを修学し、技術者として必要な内面的資質の形成を目指します。 
数理教育は、工学の基礎となる数学と物理への理解を深め工学との連繋を円滑にすることを目標に、

「論理的に考え、解に導く能力を養う」教育を実践しています。高専教育における数理科目の学習では、

定理や公式の暗記の修得に陥る傾向にあります。本校ではこの轍を避け、数理教育と専門工学教育との

連携性を高めるために、ア）復習の徹底、イ）不理解事項の質問の奨励、ウ）特別補習の実施、エ）資

格取得（実用数学技能検定）への挑戦を積極的に奨めています。これらの取組により、各専門分野にお

ける種々の理論に裏付けられた「洞察力」と「論理的思考力」、および設計に必要な「計算力」の向上を

図ります。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⓻専門教育

技術革新が目覚しい今日では、価値創造型の技術者養成が嘱望されています。創造実験・創造設計が

主としてエンジニアのセンスと人間性を涵養する不可欠な教育である一方、専門教育は、エンジニアが

立脚する基盤の深さと広がりを与えるものです。本校の専門教育は、常に最先端の工学的情報を包含す

るように、設備なども最新化できるよう心がけると共に、学年が進むにつれて積み上げられるように構

成されていて、創造実験・創造設計と卒業研究の遂行に必要な理論的根拠を与える役割を果たしていま

す。また、各学科では、一般情報教育に加え専門分野に必要な情報教育を実施し、工学とＩＴ技術の融

合を図っています。さらに、技術のグローバル化に対応できる素養（仕事で使える英語）を身につける

ため、外国人教員による英語で専門を学ぶ教育も行っています。 
 
⓼卒業研究

卒業研究は、ものづくり教育の最終段階に位置づけられると同時に、一般および専門教育で得た能力

の総合化を図り課題を解決するための学習の場であります。卒業研究では、５年次の段階で、それまで

修得した一般および専門的知識に加え、創造実験・創造設計で体得した識能を総合して、時代に相応し

いレベルの課題を解決する研究を実施することとしています。その範囲は、ものづくり、システム開発、

新理論や定理の導出、理論の実証、改善、コンテスト参加など、広範に及んでいます。 
卒業研究の成果は卒業論文としてまとめられるとともに、公聴会において校内外の方々にプレゼンテ

ーションを行っています。また、これらの研究の中には、専門の学会において学生自らが発表するもの

も多くあります。完成した論文は、ライブラリーセンターに永久保存されます。 
 
⓽キャリアデザイン教育

本校学生の現実的な目的は、学生本人に適する進路の選択であるといっても過言ではありません。良

い進路を選ぶためには、平生の努力を積み上げることが第一ですが、人生の節目節目で、十分な状況分

析と意思決定を行って方向を見出すことも同様に大切です。本校では、自分を最も生かすことができる

道を見出すため、全ての学生が特別活動などの時間を利用してキャリアデザインノートを作成し、これ

を進路決定の一助とすることにしています。図５に示す本校のキャリアデザイン教育は、自立／自律型

の人材を育成するプログラムです。 
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キャリアデザイン教育体系 
基礎づくり 総合化 応用 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 
●オリエンテーション 

校長講話（高専の意義） 

●オリエンテーション 

校長講話（勉強とは） 

●オリエンテーション 

校長講話（方向性） 

●オリエンテーション 

校長講話（進路） 

●オリエンテーション 

校長講話（社会人とは） 

●１年の目標を設定 ●２年の目標を設定 ●３年の目標を設定 ●４年の目標を設定 ●５年の目標を設定（進路）

・自己分析 ・職業テーブル ・企業見学 ・企業見学 ・進路指導主事による講話 

・企業講話 ・企業講話 ・進路を考える インターシップ  

     

●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価 ●自己点検中間評価

・自己再発見 ・企業見学 ・ジョブカフェによる講話 ・模擬面接 ・グループ討議 

・企業見学 ・恩師への手紙作成 ・履歴書の書き方を学ぶ ・履歴書の書き方を学ぶ ・卒業式招待状の作成 

・言葉遣いの学習 ・心理テスト・性格検査  ・企業合同説明会※  

・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ ・ＳＰＩ模擬講習※ 

     

●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価 ●自己点検評価

   キャリアデザイン ●工大編入者ガイダンス※ 

 

人間と自然Ⅰ  人間と自然Ⅱ 人間と自然Ⅲ  

キャリアデザインの教育体系は、基本的に特別時間割として行われていますが、「インターシップ」と「キャリアデザイン」は単位認定科目です。

また、※印の項目は、特別時間割外に実施されています。 

図５．キャリアデザイン教育体系

 
⓾課外活動（地域連携活動、部活動、夢考房プロジェクト活動）

学生の自主積極性と社会性を涵養する教育として、課外活動を奨励しています。課外活動は人間形成

に大いに役立っており、進路決定には、その努力が大きく影響します。 
地域連携活動は、学生と教員が協力して地域の中学、施設および行事などに協力、支援する活動です。

行動規範ＫＩＴ-ＩＤＥＡＬＳの実践活動として奨励しています。 
３学年以下は努めて部活動に加入し、人間性と社会性の育成を図るよう指導しています。21の部、プ
ロジェクト、講座などを設置し、顧問教員や専門コーチが指導にあたっています。 
夢考房には、ロボットプロジェクトをはじめとし多くの学生プロジェクトがあります。外国の学校も

注目するこれらのプロジェクトでは、ものづくり活動を通じ実力を養成すると共に、各種コンテストに

出場して成果をあげています。ロボットコンテスト、デザインコンペティション、プログラミングコン

テストの全国大会等にも出場しています。 
 

進
路
選
択
活
動
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　電気電子工学科は、電気・電子に関する基礎知識を修得し、電気電子回路設計、計測制御、さらに情報および

通信ネットワーク技術を身につけ、電気・電子・情報通信分野を融合できるグローバルエンジニアの育成を目指します。
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歴史Ⅰ（A）
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保健体育Ⅲ（A）

国語Ⅲ（A）

歴史Ⅱ（A）

人間と自然Ⅲ（A）

保健体育Ⅳ（A）

国語Ⅳ（A）

社会科学Ⅰ（A）
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文化・思想（A）

社会科学Ⅱ（A）

情報工学Ⅰ（E、B）

コンピュータⅠ（E、B）

電気基礎（E、B）

コンピュータⅢ（E、B）

電気磁気学Ⅱ（E、B）

デジタル回路（E、B）

コンピュータⅣ（E、B）

電子工学（E、B）

コンピュータⅡ（E、B）
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材料工学（E、B）

情報伝送工学（E、B）

データ通信ネットワーク（E、B）
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電子回路Ⅱ（E、B）電気回路Ⅱ（E、B） 電子回路Ⅰ（E、B）
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メカトロニクス（E、B）
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電気機器（E、B）

総合英語Ⅰa（C）
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日本文化（C）
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創造実験Ⅰ（B、E）

デザインメソッドⅠ（B、E）
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プロジェクトⅣ（B、E）

情報工学Ⅱ（E、B）

電気回路Ⅰ（E、B）

電気磁気学Ⅰ（E、B）
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本学科の専門教育は電気・電子・情報通信の分野を幅広く学べるように構成されています。

電気の専門基礎科目の多くは１～３年次に配当されています。電気基礎、電気回路Ⅰ・Ⅱ、電気磁気

学Ⅰ・Ⅱなどにおいて回路解法や電気や磁気の本質を理解するための理論を学びます。４～５年次に開

講される専門応用科目では発変電工学など電力系科目や電子工学・電子回路などの電子系科目を学び、

電気電子工学の体系を理解します。

３～４年次に開講される電気システム設計Ⅰ・Ⅱでは電気システムを構築するために必要な工学的な

設計手法や組み込み技術の１つであるＰＬＣ制御を学び、その後、ＰＬＣ制御を用いて電気システムを

設計します。

制御工学・メカトロニクスではフィードバック制御とその制御対象物でセンサー・アクチュエータな

どを理解することで電気と機械をつなぐ技術を修得します。

情報工学・コンピュータ・情報伝送工学では電気・電子系エンジニアに必要な情報技術やプログラミ

ング、通信技術、およびデータ通信ネットワークについて学習します。

創造実験では工学の基礎、電気・電子・情報の基礎と応用、モータ制御、電磁力、組み込み技術など

を実験実習やものづくりを通して体験していきます。

②創造実験

１～４年次に実施される創造実験Ⅰ～Ⅳでは電気・電子・情報・システムを題材に実験実習およびも

のづくりを通じて体系的に学ぶとともに創造性を醸成させる目的で内容が構築されています。また、実

験では各自が１課題を体験することを重要視しつつ、共同でのものづくりも行っています。創造実験の

具体的な内容は以下の通りです。①工学の基礎的な感覚を養うとともに問題解決手順の方法、立体把握、

エネルギー、シミュレーションなどを体験します。②電気電子計測およびそのデータや信号処理方法、

電子回路製作、センサー・モータ駆動回路などを通して電気電子の基礎を理解します。③オリジナルロ

ボットの製作、論理回路、ＡＲＭマイコンやＨ８マイコンなどを用いて機器制御、組み込み技術、電気

自動車のモータ制御などを通して電気電子回路の解析、設計、コンピュータ制御、組み込み技術を学び

ます。④電気機器に関する実験、電磁アクチュエータの原理やそれを利用したものづくり、電子回路と

ＰＩＣを利用した遠隔操作可能な飛行船の制御、自律型ロボットの製作制御実験を通して電気・電子・

情報に関する応用力をつけます。

このように、本学科の創造実験は、回路設計技術、制御システムの両面から身につけた技術を応用し、

電気システムの設計プロセスを、段階を経て学習することで、電気・電子系エンジニアに必要な創造力

を養うことができます。さらに、学年に応じて、これら一連のプロセスを数名の学生によるチームを編

成し取り組むことで、リーダーシップやチームワークを肌で体験し修得することができます。また、取

り組んだ内容をレポートとしてまとめあげる力や、教員・学生に対してプレゼンテーションを行うこと

で、第三者に対して情報を魅力的に伝えるコミュニケーション能力を身につけることができます。

③情報教育の特色

本学科の情報教育は、エンジニアとして必要不可欠な情報リテラシーの修得を基本にして、機器制御

やネットワークに必要なプログラミング技術の修得に重点を置いています。コンピュータ基礎概論、情

報数学の基礎、データ表現、情報倫理教育、プログラムの作成手順や流れ図に充分な時間をかけていま

す。プログラミングでは流れ図作成ソフトウェアで流れ図の有効性を理解した後、Ｃ言語について分岐

処理、ポインタ・構造体・ファイル処理などを学習しながらＣ言語プログラミングのスタイルを理解し

ます。 を利用して分岐処理、繰り返し処理、配列の構文を理解することでさらにプロ

グラミング能力を向上させることができます。 言語でもＣ言語同様に分岐処理やアプレットの基本

およびオブジェクト指向を学び、画像や音声などの各種メディアデータの処理ができるように学習しま

す。

④資格取得教育の特色

本学科では、学生に対する学習意欲の向上、課外における学習の動機づけの取り組みとして、資格取

得を推奨しています。資格取得は自己開発センターと授業が連携して行われます。これらの授業では、

電気工学に関する基礎的な内容を、第３種電気主任技術者試験で用いられる演習問題などを用いて学習

します。また、情報工学の分野では、情報技術検定２級や基本情報技術者試験のハードウェア関連にお

ける内容を学習します。本学科では、授業の中においても、電気・電子・情報の技術を融合できるエン

ジニアとして、それぞれの側面から資格取得が実社会において評価されることを意識づけ、学習への積

極的な行動をサポートしています。
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情報に関する応用力をつけます。

このように、本学科の創造実験は、回路設計技術、制御システムの両面から身につけた技術を応用し、

電気システムの設計プロセスを、段階を経て学習することで、電気・電子系エンジニアに必要な創造力

を養うことができます。さらに、学年に応じて、これら一連のプロセスを数名の学生によるチームを編

成し取り組むことで、リーダーシップやチームワークを肌で体験し修得することができます。また、取

り組んだ内容をレポートとしてまとめあげる力や、教員・学生に対してプレゼンテーションを行うこと

で、第三者に対して情報を魅力的に伝えるコミュニケーション能力を身につけることができます。

③情報教育の特色

本学科の情報教育は、エンジニアとして必要不可欠な情報リテラシーの修得を基本にして、機器制御

やネットワークに必要なプログラミング技術の修得に重点を置いています。コンピュータ基礎概論、情

報数学の基礎、データ表現、情報倫理教育、プログラムの作成手順や流れ図に充分な時間をかけていま

す。プログラミングでは流れ図作成ソフトウェアで流れ図の有効性を理解した後、Ｃ言語について分岐

処理、ポインタ・構造体・ファイル処理などを学習しながらＣ言語プログラミングのスタイルを理解し

ます。 を利用して分岐処理、繰り返し処理、配列の構文を理解することでさらにプロ

グラミング能力を向上させることができます。 言語でもＣ言語同様に分岐処理やアプレットの基本

およびオブジェクト指向を学び、画像や音声などの各種メディアデータの処理ができるように学習しま

す。

④資格取得教育の特色

本学科では、学生に対する学習意欲の向上、課外における学習の動機づけの取り組みとして、資格取

得を推奨しています。資格取得は自己開発センターと授業が連携して行われます。これらの授業では、

電気工学に関する基礎的な内容を、第３種電気主任技術者試験で用いられる演習問題などを用いて学習

します。また、情報工学の分野では、情報技術検定２級や基本情報技術者試験のハードウェア関連にお

ける内容を学習します。本学科では、授業の中においても、電気・電子・情報の技術を融合できるエン

ジニアとして、それぞれの側面から資格取得が実社会において評価されることを意識づけ、学習への積

極的な行動をサポートしています。
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機械工学概論（E、B）

機械製図Ⅰ（E、B）

情報リテラシー（E、B）

材料力学Ⅰ（E、B）

機械工学演習Ⅰ（E、B）

工学特論Ⅱ（E、B）

航空工学（E、B）

先端材料工学（E、B）

機械工学演習Ⅱ（E、B）

機械工学実験Ⅱ（E、B）

経営科学概論（E、B）

熱工学Ⅱ（E、B）

機械設計演習（E、B）

振動工学（E、B）

機械設計Ⅱ（E、B）

工学特論Ⅰ（E、B）

メカトロニクスⅠ（E、B）

制御工学（E、B）

メカトロニクスⅡ（E、B）

機械製図演習（E、B）

機械材料（E、B）

応用プログラミング（E、B）

電子回路基礎（E、B）

機械設計Ⅰ（E、B）

材料力学Ⅱ（E、B）

熱工学Ⅰ（E、B）

流体力学（E、B）

数値計算演習（E、B）

ロボット工学（E、B）

計測工学（E、B）

総合英語Ⅰa（C）

総合英語Ⅰb（C）

英語スキルズⅠ（C）

総合英語Ⅲ（C）

英語スキルズⅢ（C）

上級英語Ⅰb（C）

英語スキルズⅡ（C）

総合英語Ⅱ（C）

日本文化（C）

上級英語Ⅱ（C）

工学英語Ⅱ（C）

英語表現技法（C）

工学英語Ⅰ（C）

英語資格技術（C）

総合英語Ⅳ（C）

上級英語Ⅰa（C）

海外英語研修（C）

創造設計Ⅰ（B、E）

デザインメソッドⅠ（B、E）

プロジェクトⅠ（B、E）

創造設計Ⅲ（B、E）

デザインメソッドⅢ（B、E）デザインメソッドⅡ（B、E）

創造設計Ⅱ（B、E） 卒業研究（B、E）創造設計Ⅳ（B、E）

エンジニアリングマネジメント（B、E）

プロジェクトⅡ（B、E）

基礎数学Ⅰ（D）

基礎数学Ⅱ（D）

物理・化学Ⅰ（D）

線形代数Ⅱ（D）

微分積分Ⅱ（D）

物理・化学Ⅲ（D）物理・化学Ⅱ（D）

微分積分Ⅰ（D）

線形代数Ⅰ（D） 生産品質管理（D）

応用数学Ⅱ（D）

数理統計（D）

応用数学Ⅰ（D）

インターンシップⅠ・Ⅱ（B、A、C）

プロジェクトⅣ（B、E）

機械加工（E、B）

機械製図Ⅱ（E、B）

工業力学（E、B）

プログラミング基礎（E、B）

電気基礎（E、B）

人間と自然Ⅰ（A）

保健体育Ⅰ（A）

国語Ⅰ（A）

歴史Ⅰ（A）

人間と自然Ⅱ（A）

保健体育Ⅲ（A）

国語Ⅲ（A）

歴史Ⅱ（A）

人間と自然Ⅲ（A）

保健体育Ⅳ（A）

国語Ⅳ（A）

社会科学Ⅰ（A）

国語Ⅱ（A）

保健体育Ⅱ（A）

文化・思想（A）

社会科学Ⅱ（A）

プロジェクトⅢ（B、E）

機械工学実験Ⅰ（E、B）
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機械の分野においては、機械加工、機械工学概論において、加工、機械材料、力学といった側面から

機械工学の基礎を修得します。また、機械製図Ⅰ・Ⅱにおいて、機械製図に関する規格を理解して、図

面を正しく読み、描く能力を身につけ、機械設計と製図の基本的な技術を修得します。機械設計演習で

は、機械を設計し、図面を作成する際の具体的なプロセスを修得します。

電気の分野においては、電気基礎、電子回路（２～３年次にかけて開講）において、電流と電圧、直

流回路、電気と磁気といった基本的な電気現象を理解します。

情報の分野においては、プログラミング基礎・応用において、プログラミングの基本を学びます。さ

らに、創造設計を通じて、マイコン制御プログラミングの知識や技術を身につけます。

これら専門科目によって身につけられた知識・技術は、創造設計の演習において重要な知識・技術と

なります。学生は、専門科目で学んだ知識を創造設計において活用することが求められます。そして、

４～５年次にかけて、機械工学に関連する専門分野をさらに掘り下げて学習していきます。

②創造設計

創造設計Ⅰ～Ⅳ（１～４年次にかけて開講）では、ものづくりに必要な「知識」「技能」「態度」を段

階的に修得すると共に、エンジニアリングデザイン、同マネジメントおよびＣＤＩＯの理念を取り入れ

た教育を行います。これらを踏まえて、機械技術（構造系の設計・製作）、電気・電子技術（回路の設計・

製作）、情報技術（制御系の設計・製作）といった、メカトロニクスのベースとなる基礎技術を修得しま

す。この修得過程では、基礎知識はもちろんのこと、体験を主体としたものづくりによって、「将来の工

場長」に必要な基本的資質を身につけます。

これらのプロセスを経て、身につけてきた技術を総合的に活用するテーマとして、人に役立つ機械の

製作を行います。人に役立つ機械の製作では、学生の自由な発想が盛り込めるような課題が設定されて

いて、身につけてきた技術の総合化と創造力を養う工夫が盛り込まれています。さらに、機械の製作の

過程においては、必要性、システム要求、システム設計、機械製図、模型製作、加工、制御実験、プレ

ゼンテーション、報告書の作成といった一連の流れを体験でき、そして企業でも実践されているものづ

くりの基本的な流れを身につけることができます。

また、人に役立つ機械の製作にあたっては、数名の学生によるチームを編成して取り組むことで、リ

ーダーシップやチームワークを肌で体験し修得することができます。さらに、取り組んだ内容をレポー

トとしてまとめあげる力や、教員に対してプレゼンテーションを行うことで、第三者に対して情報を魅

力的に伝えるコミュニケーション能力を身につけることができます。

③情報教育の特色

本学科の情報教育は、エンジニアとして必要な情報リテラシーの修得と共に、制御に必要なプログラ

ミング技術の修得に重点を置いています。具体的には、情報リテラシー、プログラミング基礎を通して

Ｃ言語を用いたプログラム作成方法の基礎を修得します。また、創造設計において重要な要素である制

御については、創造設計Ⅲ、応用プログラミングの中で、Ｃ言語を中心としたマイコン制御プログラミ

ング技術を修得します。

④資格取得教育の特色

本学科では、学生に対する学習意欲の向上また課外における学習の動機づけを行う、並びに、卒業生

が初級エンジニアの卵としての後ろ盾を確保する取り組みとして、資格取得を推奨しています。具体的

には、３級機械設計技術者、工業英検および の資格試験を推奨しており、機械の専門科目および

専門科目における外国人教員による講義を通して学習することで、資格取得に必要な知識を得ることが

できます。このように、本学科では、授業の中においても、機械システム系のエンジニアとして、資格

取得が実社会において評価されることを意識づけ、学生の学習における積極的な行動をサポー卜してい

ます。
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機械の分野においては、機械加工、機械工学概論において、加工、機械材料、力学といった側面から

機械工学の基礎を修得します。また、機械製図Ⅰ・Ⅱにおいて、機械製図に関する規格を理解して、図

面を正しく読み、描く能力を身につけ、機械設計と製図の基本的な技術を修得します。機械設計演習で

は、機械を設計し、図面を作成する際の具体的なプロセスを修得します。

電気の分野においては、電気基礎、電子回路（２～３年次にかけて開講）において、電流と電圧、直

流回路、電気と磁気といった基本的な電気現象を理解します。

情報の分野においては、プログラミング基礎・応用において、プログラミングの基本を学びます。さ

らに、創造設計を通じて、マイコン制御プログラミングの知識や技術を身につけます。

これら専門科目によって身につけられた知識・技術は、創造設計の演習において重要な知識・技術と

なります。学生は、専門科目で学んだ知識を創造設計において活用することが求められます。そして、

４～５年次にかけて、機械工学に関連する専門分野をさらに掘り下げて学習していきます。

②創造設計

創造設計Ⅰ～Ⅳ（１～４年次にかけて開講）では、ものづくりに必要な「知識」「技能」「態度」を段

階的に修得すると共に、エンジニアリングデザイン、同マネジメントおよびＣＤＩＯの理念を取り入れ

た教育を行います。これらを踏まえて、機械技術（構造系の設計・製作）、電気・電子技術（回路の設計・

製作）、情報技術（制御系の設計・製作）といった、メカトロニクスのベースとなる基礎技術を修得しま

す。この修得過程では、基礎知識はもちろんのこと、体験を主体としたものづくりによって、「将来の工

場長」に必要な基本的資質を身につけます。

これらのプロセスを経て、身につけてきた技術を総合的に活用するテーマとして、人に役立つ機械の

製作を行います。人に役立つ機械の製作では、学生の自由な発想が盛り込めるような課題が設定されて

いて、身につけてきた技術の総合化と創造力を養う工夫が盛り込まれています。さらに、機械の製作の

過程においては、必要性、システム要求、システム設計、機械製図、模型製作、加工、制御実験、プレ

ゼンテーション、報告書の作成といった一連の流れを体験でき、そして企業でも実践されているものづ

くりの基本的な流れを身につけることができます。

また、人に役立つ機械の製作にあたっては、数名の学生によるチームを編成して取り組むことで、リ

ーダーシップやチームワークを肌で体験し修得することができます。さらに、取り組んだ内容をレポー

トとしてまとめあげる力や、教員に対してプレゼンテーションを行うことで、第三者に対して情報を魅

力的に伝えるコミュニケーション能力を身につけることができます。

③情報教育の特色

本学科の情報教育は、エンジニアとして必要な情報リテラシーの修得と共に、制御に必要なプログラ

ミング技術の修得に重点を置いています。具体的には、情報リテラシー、プログラミング基礎を通して

Ｃ言語を用いたプログラム作成方法の基礎を修得します。また、創造設計において重要な要素である制

御については、創造設計Ⅲ、応用プログラミングの中で、Ｃ言語を中心としたマイコン制御プログラミ

ング技術を修得します。

④資格取得教育の特色

本学科では、学生に対する学習意欲の向上また課外における学習の動機づけを行う、並びに、卒業生

が初級エンジニアの卵としての後ろ盾を確保する取り組みとして、資格取得を推奨しています。具体的

には、３級機械設計技術者、工業英検および の資格試験を推奨しており、機械の専門科目および

専門科目における外国人教員による講義を通して学習することで、資格取得に必要な知識を得ることが

できます。このように、本学科では、授業の中においても、機械システム系のエンジニアとして、資格

取得が実社会において評価されることを意識づけ、学生の学習における積極的な行動をサポー卜してい

ます。
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情報修学基礎Ⅰ（E、B）

情報処理Ⅰ（E、B）

コンピュータリテラシーⅠ（E、B）

プログラミング基礎（E、B）

情報処理Ⅲ（E、B）

工学特論Ⅰ（E、B）

システム開発演習Ⅱ（E、B）

ソフトウェア工学Ⅱ（E、B）

技術者倫理（E、B）

工学特論Ⅱ（E、B）

オペレーションズリサーチ（D）

コンピュータシステムⅠ・Ⅱ（E、B）

ネットワークシステムⅡ（E、B）

システム開発演習Ⅰ（E、B）

アルゴリズムとデータ構造（E、B）

マーケティングⅠ（E、B）

企業会計Ⅰ（E、B）

ネットワーク基礎Ⅱ（E、B）

プログラミング演習Ⅱ（E、B）

ビジネス概論（E、B）

ネットワークシステムⅠ（E、B）

メディア情報（E、B）

ソフトウェア工学Ⅰ（E、B）

データベース（E、B）

物流システム（E、B）

企業会計Ⅱ（E、B）

マーケティングⅡ（E、B）

総合英語Ⅰ（R）（C）

総合英語Ⅰ（G）（C）

英語スキルズⅠ（C）

総合英語Ⅲ（C）

英語スキルズⅢ（C）

情報ビジネス英語Ⅰ（C） 情報ビジネス英語Ⅱ（C）

英語スキルズⅡ（C）

総合英語Ⅱ（C）

日本文化（C）

上級英語Ⅱ（C）

英語討議技法（C）

英語表現技法（C）

情報ビジネス英語Ⅲ（C）

英語総合技能（C）

英語資格技術（C）

総合英語Ⅳ（C）

上級英語Ⅰ（C）

海外英語研修（C）

基礎数学Ⅰ（D）

基礎数学Ⅱ（D）

物理・化学Ⅰ（D）

線形代数Ⅱ（D）

微分積分Ⅱ（D）

物理・化学Ⅲ（D）物理・化学Ⅱ（D）

微分積分Ⅰ（D）

線形代数Ⅰ（D）

数理統計（D）

情報数学（D）

情報修学基礎Ⅱ（E、B）

コンピュータリテラシーⅡ（E、B）

プログラミング演習Ⅰ（E、B）

ネットワーク基礎Ⅰ（E、B）

情報処理Ⅱ（E、B）

人間と自然Ⅰ（A）

保健体育Ⅰ（A）

国語Ⅰ（A）

歴史Ⅰ（A）

人間と自然Ⅱ（A）

保健体育Ⅲ（A）

国語Ⅲ（A）

歴史Ⅱ（A）

人間と自然Ⅲ（A）

保健体育Ⅳ（A）

国語Ⅳ（A）

社会科学Ⅰ（A）

国語Ⅱ（A）

保健体育Ⅱ（A）

文化・思想（A）

社会科学Ⅱ（A）

創造設計Ⅰ（B、E）

デザインメソッドⅠ（B、E）

プロジェクトⅠ（B、E）

創造設計Ⅲ（B、E）

デザインメソッドⅢ（B、E）デザインメソッドⅡ（B、E）

創造設計Ⅱ（B、E） 卒業研究（B、E）創造設計Ⅳ（B、E）

ビジネスシステム（B、E）

プロジェクトⅡ（B、E）

インターンシップⅠ・Ⅱ（B、A、C）

プロジェクトⅣ（B、E）プロジェクトⅢ（B、E）

データ分析（D）
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②情報教育の特色

本学科の情報教育は、ソフトウェア開発に必要なプログラミング技術、そして、ネットワーク構築の

技術の習得の２点に重点を置いています。プログラミング教育においては、１年次のプログラミング基

礎で入門用のプログラミング言語を用いて実際に動くプログラムを作ります。２・３年次のプログラミ

ング演習Ⅰ・Ⅱでは、汎用プログラミング言語を用いてプログラミング言語のしくみを理解し、アルゴ

リズムを意識したプログラムの作成から段階を経て高度な処理を行うプログラムを作成する力を身につ

けます。４・５年次に開講するシステム開発演習Ⅰ・Ⅱでは、それまでに学習してきたプログラミング

技術や情報技術の基礎を踏まえて、より実務に近い実践的なソフトウェアの開発手法を学びます。この

科目の演習の中では、基本的なプログラミングはもとより、ネットワーク、データベースといった要素

を盛り込んだソフトウェアを開発します。

ネットワーク教育に関する科目は２年次より始まります。初年度のネットワーク基礎Ⅰでは、利用者

にとって必要な の基礎知識やリテラシーを学びます。３年次のネットワーク基礎Ⅱでは、 の基

本を学ぶとともに、インターネットで利用される各種サービスの概要や設定方法などを学び、サーバ構

築のスキル習得を目指します。

４・５年次に入ってネットワーク技術者に必要な基礎知識とネットワークを構成する機器の仕組みや

設定方法を学び始めます。また、実社会で実際に稼働しているネットワークシステムを模した運用実習

を行うことで実践的なスキルとネットワーク技術の理解をよりいっそう深めます。

③英語教育の特色

本校では、２年次には１ヶ月の海外英語研修が、３年次には１年間の留学プログラムがあり、希望す

る学生は自らの英語力を海外の場において実践することが出来ます。１年間の留学プログラムでは、留

学先において専門の授業を受講するため、休学する必要がありません。なお、留学を希望しない学生に

対しては、３年次以降に開講される情報・ビジネス英語Ⅰ〜Ⅲで、英語によるコミュニケーションの場

を、日常生活から情報工学やビジネス社会の場へとステップアップさせ、国際社会で通用する英語によ

るプレゼンテーション技能やビジネス社会における英語の活用について学習します。

このように本学科の英語教育は、日常会話だけでなく、ビジネスの話においてコミュニケーションを

図るレベルを身につけることを目指しています。

④創造設計

１〜４年次にかけて実施する創造設計Ⅰ〜Ⅳでは、 やデザインシンキングの考え方を踏まえつつ、

１・２年次においてはものづくりを通して工学の楽しさを体験し、３・４年次ではその楽しさを引き継

ぎながら実用的なモノづくりの力を育成していきます。低学年でのテーマには、簡単な動画コンテンツ

の作成、レゴロボットの制御などがあり、学生がこれを楽しむと同時に、完成体験を通じて自己の力に

自信をつけることも目的としています。上級学年では、グループ単位でのソフトウエア開発をテーマに

掲げ、社会で実際に稼働しているネットワークサービスの構築を行います。これまでに学び、習得した

知識と技能を駆使して実用を目指すソフトウェアシステムを開発するプロセスを体験することで、知識

と技能が実践力にかわることを目指しています。

⑤資格取得教育の特色

本学科では、学習意欲の向上と動機づけ、および就職に直結する能力の習得を行う取り組みとして、

資格取得を推奨しています。１〜３年次にかけて開講される情報処理Ⅰ〜Ⅲでは、国家資格である パ

スポート、基本情報技術者の取得を目指し、試験内容の基礎を取り込んだものとなっています。また、

ネットワークに関しては、ネットワークシステムⅠ・Ⅱでネットワーク関連のベンダー資格の取得を強

く意識した科目内容となっています。このように、本学科では、資格取得が実社会において評価される

ことを学生に意識づけ、積極的な学習をサポートしています。
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②情報教育の特色

本学科の情報教育は、ソフトウェア開発に必要なプログラミング技術、そして、ネットワーク構築の

技術の習得の２点に重点を置いています。プログラミング教育においては、１年次のプログラミング基

礎で入門用のプログラミング言語を用いて実際に動くプログラムを作ります。２・３年次のプログラミ

ング演習Ⅰ・Ⅱでは、汎用プログラミング言語を用いてプログラミング言語のしくみを理解し、アルゴ

リズムを意識したプログラムの作成から段階を経て高度な処理を行うプログラムを作成する力を身につ

けます。４・５年次に開講するシステム開発演習Ⅰ・Ⅱでは、それまでに学習してきたプログラミング

技術や情報技術の基礎を踏まえて、より実務に近い実践的なソフトウェアの開発手法を学びます。この

科目の演習の中では、基本的なプログラミングはもとより、ネットワーク、データベースといった要素

を盛り込んだソフトウェアを開発します。

ネットワーク教育に関する科目は２年次より始まります。初年度のネットワーク基礎Ⅰでは、利用者

にとって必要な の基礎知識やリテラシーを学びます。３年次のネットワーク基礎Ⅱでは、 の基

本を学ぶとともに、インターネットで利用される各種サービスの概要や設定方法などを学び、サーバ構

築のスキル習得を目指します。

４・５年次に入ってネットワーク技術者に必要な基礎知識とネットワークを構成する機器の仕組みや

設定方法を学び始めます。また、実社会で実際に稼働しているネットワークシステムを模した運用実習

を行うことで実践的なスキルとネットワーク技術の理解をよりいっそう深めます。

③英語教育の特色

本校では、２年次には１ヶ月の海外英語研修が、３年次には１年間の留学プログラムがあり、希望す

る学生は自らの英語力を海外の場において実践することが出来ます。１年間の留学プログラムでは、留

学先において専門の授業を受講するため、休学する必要がありません。なお、留学を希望しない学生に

対しては、３年次以降に開講される情報・ビジネス英語Ⅰ〜Ⅲで、英語によるコミュニケーションの場

を、日常生活から情報工学やビジネス社会の場へとステップアップさせ、国際社会で通用する英語によ

るプレゼンテーション技能やビジネス社会における英語の活用について学習します。

このように本学科の英語教育は、日常会話だけでなく、ビジネスの話においてコミュニケーションを

図るレベルを身につけることを目指しています。

④創造設計

１〜４年次にかけて実施する創造設計Ⅰ〜Ⅳでは、 やデザインシンキングの考え方を踏まえつつ、

１・２年次においてはものづくりを通して工学の楽しさを体験し、３・４年次ではその楽しさを引き継

ぎながら実用的なモノづくりの力を育成していきます。低学年でのテーマには、簡単な動画コンテンツ

の作成、レゴロボットの制御などがあり、学生がこれを楽しむと同時に、完成体験を通じて自己の力に

自信をつけることも目的としています。上級学年では、グループ単位でのソフトウエア開発をテーマに

掲げ、社会で実際に稼働しているネットワークサービスの構築を行います。これまでに学び、習得した

知識と技能を駆使して実用を目指すソフトウェアシステムを開発するプロセスを体験することで、知識

と技能が実践力にかわることを目指しています。

⑤資格取得教育の特色

本学科では、学習意欲の向上と動機づけ、および就職に直結する能力の習得を行う取り組みとして、

資格取得を推奨しています。１〜３年次にかけて開講される情報処理Ⅰ〜Ⅲでは、国家資格である パ

スポート、基本情報技術者の取得を目指し、試験内容の基礎を取り込んだものとなっています。また、

ネットワークに関しては、ネットワークシステムⅠ・Ⅱでネットワーク関連のベンダー資格の取得を強

く意識した科目内容となっています。このように、本学科では、資格取得が実社会において評価される

ことを学生に意識づけ、積極的な学習をサポートしています。
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本校の教育運営
（平成 年度以前入学生適用）

 

（１）２学期制と 分授業

人口知能（AI）やあらゆるモノがインターネットにつながる IoTが普及されていく中、学生諸君も、
さまざまなイノベーションが溢れる時代に備えなければなりません。そこで、本校は金沢工業大学との

共創教育により、学習環境の飛躍的向上を図ります。また、各授業においても、例題－解答型の受け身

の授業ではなく、教員や他の学生とのディスカッションを通じて主体的に学ぶなどの、問題発見－解決

型の授業を実践していきます。さらに、各回の授業の終わりには振り返りの時間を 10分程度設け、学ん
だ知識や技術をしっかり定着させたいと思います。つきましては、金沢工業大学と学期の区分及び授業

時間を合わせ、学期を前学期・後学期の２学期制、授業時間を 100分に改めます。これらの変更により、
大学教員による授業を受ける機会を設けやすくなり、大学生と共に学習や研究を行うことで、本校学生

の能力の幅を広げることができます。 

（２）授業と学習支援計画書（シラバス） 

本校では、教育課程の編成の趣旨に沿って学習支援計画書を作成しています。この中には「科目概要」、

「評価方法」、「受講上のアドバイス」、「各週ごとの授業項目」、「到達目標または行動目標」が記載され

ており、各科目の授業担当者が自身の授業計画に基づき作成しています。 
学習支援計画書により、教員には「わかりやすい授業」の実施と共に課外学習の充実を図ることを求

め、学生には学年の始めの授業で配付し、能動的な学習態度を求めています。 

（３）クラス担任制度

本校は、修学支援体制の中核をなす仕組みとしてクラス担任制（各クラスに担任と副担任を配置）を

有しています。クラス担任は、学生の意見や要望を聞くと共に、生活面での相談相手になるなど、教育

活動と生活面における円滑化を推進する役割を担っています。このクラス担任制度により、学生ガイダ

ンス、修学指導、成績集計、学生の自主的活動、生活面、進路指導に至る修学や生活全般に亘り行き届

いた指導を可能としています。 
また、毎週ホームルームを行うことで学生と学校の意思疎通および学生の状況把握に努め、校長、学

生主事、学科長と日常的に情報交換を行うことで、学生一人ひとりの状況を把握し、関係教員との情報

共有に努めています。 
さらに、部活動顧問や科目担当者が学生から相談を受けることもあり、クラス担任、部活動顧問、科

目担当など複数の教員が立場を異にして学生の声を聞く体制が確立されています。 

（４）課外活動（部活動、資格取得、プロジェクト）

本校では、３年次までの全員が部活動に参加することを義務づけています。全ての部活動の顧問は、

本校教員が担当することで活動の活性化に努めると共に、学生と教員の積極的な係わりやコミュニケー

ションにより、学生一人ひとりの人間力の醸成を図っています。また、部活動のコーチにおいても、本

校の非常勤職員として採用された者が当たるなど、活動支援体制の充実に努力しています。 
また、各学生の専門分野における資格取得支援を図るために、具体的な目標を授業でも意識づけでき

るように、学生の学習意欲を触発し自主的・主体的学習態度の育成を目指しています。 
さらに、近年、学園の夢考房プロジェクト活動に参加する学生や本校のハンズオン部に入り、各種コ

ンテストへ挑戦する学生が増加しており、課外活動の充実が各教員の積極的な支援により推進されてい

ます。 
 

 
 
 
 
 
 
部活動一覧

運動部 文化部 
1） 陸上競技部 8） 卓球部 1） 吹奏楽部 
2） バレーボール部 9） バドミントン部 2） 放送・無線部 
3） バスケットボール部 10） 水泳部 3） 電子計算機部 
4） ソフトテニス部 11） 剣道部 4） 写真部 
5） テニス部 12） 柔道部 5） 美術部 
6） 野球部 13） スキー部 6） ハンズオン部 
7） サッカー部 14） ハンドボール部 7） 囲碁・将棋部 
バレーボール部、ソフトテニス部、テニス部、剣道部、柔道部、スキー部、放送・無線部、写真部、 
美術部、囲碁・将棋部を休部とする。 
この他に、夢考房プロジェクト、華道講座などの課外活動もあります。 
 
 

（５）キャンパスライフと修学環境

本校は、学校教育法が定める高等専門学校設置基準に沿った校地、校舎が整備されています。校舎内

には、教室、研究室、実験・実習室、コンピュータ演習室などが整備されています。また、金沢工業大

学との共用施設として、運動施設（体育館、運動場、天池自然学苑）、図書館（ライブラリーセンター）、

語学学習用の教室、機械実習施設（夢考房）、合宿研修施設（池の平セミナーハウス）などが整備されて

おり、本校の教育に必要な教育環境が整備されています。 
学生は、授業時間外の各教室やコンピュータ演習室、アクティブラーニングルームなどを自由に利用

することができます。また、この他に教員の３分の１にあたる外国人の先生と自由に英会話を楽しむス

ペース、イングリッシュラウンジが開放されています。校舎は、学生の学習の場として、さらに学生間

のコミュニケーションの場として有効に活用されています。また、金沢工業大学との教育支援に係わる

共用施設は、学生の自主的な学習やキャンパス生活の場として有効に利用されています。特に、ライブ

ラリーセンターでは、図書、学術雑誌、視聴覚資料などが整備されると共に、教科科目に対応した参考

図書をはじめ、資格検定テキストなどが準備してあります。また、その資料の活用を促進するために、

本校教員をサブジェクトライブラリアン*に任用し、高専教育に直結した支援とサービスを提供していま
す。 

 
*サブジェクトライブラリアン：各分野の専門家として、その分野の先端情報や資料の体系的把握、評価を行うと共に、ライブラ     

リーセンターの利用や専門的事項を調べる際など、分からないことがあった場合の相談相手となり

ます。 
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本校の教育運営
（平成 年度以前入学生適用）
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時間を合わせ、学期を前学期・後学期の２学期制、授業時間を 100分に改めます。これらの変更により、
大学教員による授業を受ける機会を設けやすくなり、大学生と共に学習や研究を行うことで、本校学生

の能力の幅を広げることができます。 

（２）授業と学習支援計画書（シラバス） 

本校では、教育課程の編成の趣旨に沿って学習支援計画書を作成しています。この中には「科目概要」、

「評価方法」、「受講上のアドバイス」、「各週ごとの授業項目」、「到達目標または行動目標」が記載され

ており、各科目の授業担当者が自身の授業計画に基づき作成しています。 
学習支援計画書により、教員には「わかりやすい授業」の実施と共に課外学習の充実を図ることを求

め、学生には学年の始めの授業で配付し、能動的な学習態度を求めています。 

（３）クラス担任制度

本校は、修学支援体制の中核をなす仕組みとしてクラス担任制（各クラスに担任と副担任を配置）を

有しています。クラス担任は、学生の意見や要望を聞くと共に、生活面での相談相手になるなど、教育

活動と生活面における円滑化を推進する役割を担っています。このクラス担任制度により、学生ガイダ

ンス、修学指導、成績集計、学生の自主的活動、生活面、進路指導に至る修学や生活全般に亘り行き届

いた指導を可能としています。 
また、毎週ホームルームを行うことで学生と学校の意思疎通および学生の状況把握に努め、校長、学

生主事、学科長と日常的に情報交換を行うことで、学生一人ひとりの状況を把握し、関係教員との情報

共有に努めています。 
さらに、部活動顧問や科目担当者が学生から相談を受けることもあり、クラス担任、部活動顧問、科

目担当など複数の教員が立場を異にして学生の声を聞く体制が確立されています。 

（４）課外活動（部活動、資格取得、プロジェクト）

本校では、３年次までの全員が部活動に参加することを義務づけています。全ての部活動の顧問は、

本校教員が担当することで活動の活性化に努めると共に、学生と教員の積極的な係わりやコミュニケー

ションにより、学生一人ひとりの人間力の醸成を図っています。また、部活動のコーチにおいても、本

校の非常勤職員として採用された者が当たるなど、活動支援体制の充実に努力しています。 
また、各学生の専門分野における資格取得支援を図るために、具体的な目標を授業でも意識づけでき

るように、学生の学習意欲を触発し自主的・主体的学習態度の育成を目指しています。 
さらに、近年、学園の夢考房プロジェクト活動に参加する学生や本校のハンズオン部に入り、各種コ

ンテストへ挑戦する学生が増加しており、課外活動の充実が各教員の積極的な支援により推進されてい

ます。 
 

 
 
 
 
 
 
部活動一覧

運動部 文化部 
1） 陸上競技部 8） 卓球部 1） 吹奏楽部 
2） バレーボール部 9） バドミントン部 2） 放送・無線部 
3） バスケットボール部 10） 水泳部 3） 電子計算機部 
4） ソフトテニス部 11） 剣道部 4） 写真部 
5） テニス部 12） 柔道部 5） 美術部 
6） 野球部 13） スキー部 6） ハンズオン部 
7） サッカー部 14） ハンドボール部 7） 囲碁・将棋部 
バレーボール部、ソフトテニス部、テニス部、剣道部、柔道部、スキー部、放送・無線部、写真部、 
美術部、囲碁・将棋部を休部とする。 
この他に、夢考房プロジェクト、華道講座などの課外活動もあります。 
 
 

（５）キャンパスライフと修学環境

本校は、学校教育法が定める高等専門学校設置基準に沿った校地、校舎が整備されています。校舎内

には、教室、研究室、実験・実習室、コンピュータ演習室などが整備されています。また、金沢工業大

学との共用施設として、運動施設（体育館、運動場、天池自然学苑）、図書館（ライブラリーセンター）、

語学学習用の教室、機械実習施設（夢考房）、合宿研修施設（池の平セミナーハウス）などが整備されて

おり、本校の教育に必要な教育環境が整備されています。 
学生は、授業時間外の各教室やコンピュータ演習室、アクティブラーニングルームなどを自由に利用

することができます。また、この他に教員の３分の１にあたる外国人の先生と自由に英会話を楽しむス

ペース、イングリッシュラウンジが開放されています。校舎は、学生の学習の場として、さらに学生間

のコミュニケーションの場として有効に活用されています。また、金沢工業大学との教育支援に係わる

共用施設は、学生の自主的な学習やキャンパス生活の場として有効に利用されています。特に、ライブ

ラリーセンターでは、図書、学術雑誌、視聴覚資料などが整備されると共に、教科科目に対応した参考

図書をはじめ、資格検定テキストなどが準備してあります。また、その資料の活用を促進するために、

本校教員をサブジェクトライブラリアン*に任用し、高専教育に直結した支援とサービスを提供していま
す。 

 
*サブジェクトライブラリアン：各分野の専門家として、その分野の先端情報や資料の体系的把握、評価を行うと共に、ライブラ     

リーセンターの利用や専門的事項を調べる際など、分からないことがあった場合の相談相手となり

ます。 
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自己点検・評価の仕組み
 
 
 
 
 
本校は、教育の改善を図るために外部機関による評価を受けると共に、本校でも学生と教職員が一体

となり、各種の方法で自己点検・評価を実施しています。 
 
学生は、自ら学んだ学習内容（学習の到達度）を各科目の成績や修学状況から確認します（図９参照）。

さらに、学生が授業アンケートやＩＣＴ総合アンケートに答えることで、授業への取り組みの積極性や、

成果、課外における活動の充実度を自己点検・評価することができます。 

 
 

図９．国際高専における自己点検・評価の概念図

 
これらの情報は教員にとって、また、本校全体にとって、教育改善のための重要な要素になります。

学生と教員が相互確認した内容をベースに、各教員は、年度末に１年間の活動について自己点検・評価

し、「今年度の教育改善成果に関する自己点検・評価」を校長に提出します。校長は、それを受けて個別

面談を行い、各教員の活動状況全般を確認すると共に、次年度の改善目標について合意形成を図ります。

その上で、「教育改善への取組と今年度の目標」を作成し、授業運営の観点から昨年度の実績とその評価

および反省の上に立って今年度の授業改善に取り組んでいます。 
一方、各教員が授業において実践した活動内容については、教育成果発表会や、創造技術教育研究所

でまとめた教育に関する「創造技術教育」（研究報告書）によって全教員に公開され、個々の教員の優れ

た教育実践例のノウハウが共有されます。また、多年に亘り継続して行われているＦＤ研修会は、授業

の創意工夫を図るものとして定着しています。  

教職員の自己点検・評価

学生と教職員
の相互確認

学校全体の自己点検・評価 学校全体
・ＩＣＴ教育評価委員会
・学務会議
・教務委員会
・厚生補導委員会

・進路指導委員会

教職員
・教育改善への取組と今年度の目標
・創造技術教育（研究報告書）
・教育成果発表会
・ＦＤ／ＳＤ※研修会

学生と教職員の相互確認
・学習支援計画書（シラバス）
・成績、修学状況
・授業アンケート
・ＩＣＴ総合アンケート

・新入生アンケート
・グループインタビュー

※ＦＤ／ＳＤ（Faculty Development/Staff Development）は、

教職員の指導能力の開発及び向上を目的とする活動の
総称。

個々の自己点検・評価を、組織的な取り組みにより
学校全体の自己点検・評価へ展開する仕組み。

Ｐ：計画（ ）

Ｄ：実行（ ）
Ｃ：点検・評価（ ）

Ａ：改善（ ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本校の学事運営を行う組織として学務会議を中心に、教育、修学、進路、教育研究の観点から、「教務

委員会」、「学生委員会」、「進路指導委員会」、「創造技術教育研究所」などが設置されています。多くの

教員が教育活動の点検と学事運営に携わることで、各教員が行った教育実践や学事運営における自己点

検の内容が、本校全体の改善活動の中で活かされる仕組みとなっています。さらに、「ICT教育評価委員
会」を設け本校の教育に関する取り組みを評価改善すると共に、学園理事会の諮問機関で第三者評価を

行う「十年委員会」に対して、教育・研究活動における取り組みの状況や計画などを報告しています。 
このように、本校の自己点検のシステムは、個々の自己点検が組織的な取り組みへと展開される仕組

みを有しており、校長のリーダーシップのもと、学生、教職員それぞれが学園の理念や本校の教育実践

目標を理解し、さらに行動規範（KIT-IDEALS）に沿って、それぞれが行動することで「工学アカデミ
ア」の実現を目指しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学生委員会
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自己点検・評価の仕組み
 
 
 
 
 
本校は、教育の改善を図るために外部機関による評価を受けると共に、本校でも学生と教職員が一体

となり、各種の方法で自己点検・評価を実施しています。 
 
学生は、自ら学んだ学習内容（学習の到達度）を各科目の成績や修学状況から確認します（図９参照）。

さらに、学生が授業アンケートやＩＣＴ総合アンケートに答えることで、授業への取り組みの積極性や、

成果、課外における活動の充実度を自己点検・評価することができます。 

 
 

図９．国際高専における自己点検・評価の概念図

 
これらの情報は教員にとって、また、本校全体にとって、教育改善のための重要な要素になります。

学生と教員が相互確認した内容をベースに、各教員は、年度末に１年間の活動について自己点検・評価

し、「今年度の教育改善成果に関する自己点検・評価」を校長に提出します。校長は、それを受けて個別

面談を行い、各教員の活動状況全般を確認すると共に、次年度の改善目標について合意形成を図ります。

その上で、「教育改善への取組と今年度の目標」を作成し、授業運営の観点から昨年度の実績とその評価

および反省の上に立って今年度の授業改善に取り組んでいます。 
一方、各教員が授業において実践した活動内容については、教育成果発表会や、創造技術教育研究所

でまとめた教育に関する「創造技術教育」（研究報告書）によって全教員に公開され、個々の教員の優れ

た教育実践例のノウハウが共有されます。また、多年に亘り継続して行われているＦＤ研修会は、授業

の創意工夫を図るものとして定着しています。  

教職員の自己点検・評価

学生と教職員
の相互確認

学校全体の自己点検・評価 学校全体
・ＩＣＴ教育評価委員会
・学務会議
・教務委員会
・厚生補導委員会

・進路指導委員会

教職員
・教育改善への取組と今年度の目標
・創造技術教育（研究報告書）
・教育成果発表会
・ＦＤ／ＳＤ※研修会

学生と教職員の相互確認
・学習支援計画書（シラバス）
・成績、修学状況
・授業アンケート
・ＩＣＴ総合アンケート

・新入生アンケート
・グループインタビュー

※ＦＤ／ＳＤ（Faculty Development/Staff Development）は、

教職員の指導能力の開発及び向上を目的とする活動の
総称。

個々の自己点検・評価を、組織的な取り組みにより
学校全体の自己点検・評価へ展開する仕組み。

Ｐ：計画（ ）

Ｄ：実行（ ）
Ｃ：点検・評価（ ）

Ａ：改善（ ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本校の学事運営を行う組織として学務会議を中心に、教育、修学、進路、教育研究の観点から、「教務

委員会」、「学生委員会」、「進路指導委員会」、「創造技術教育研究所」などが設置されています。多くの

教員が教育活動の点検と学事運営に携わることで、各教員が行った教育実践や学事運営における自己点

検の内容が、本校全体の改善活動の中で活かされる仕組みとなっています。さらに、「ICT教育評価委員
会」を設け本校の教育に関する取り組みを評価改善すると共に、学園理事会の諮問機関で第三者評価を

行う「十年委員会」に対して、教育・研究活動における取り組みの状況や計画などを報告しています。 
このように、本校の自己点検のシステムは、個々の自己点検が組織的な取り組みへと展開される仕組

みを有しており、校長のリーダーシップのもと、学生、教職員それぞれが学園の理念や本校の教育実践

目標を理解し、さらに行動規範（KIT-IDEALS）に沿って、それぞれが行動することで「工学アカデミ
ア」の実現を目指しています。 
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