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空間情報

人工知能

センサー グリッド

ロボットIoT

エネルギー画像認識

～AI、IoT、データサイエンス、ロボティクスで社会と生活を変える～

異なる専門分野・
文理が連携

資源の探索

歴史文化都市

遠隔観光

遠隔農業

自動宅配

スマート工場

衣・食・住のスマート化

健康管理

遠隔医療

ロボットと介護

創薬

自動運転

EV

教育

自然エネルギー

スマート農場

エネルギーエネルギー地域産業地域産業

福祉医療福祉医療
ICT基盤ICT基盤

Society 5.0 を創る社会実装フィールドで学ぶ未来社会「 」

Society  5.0

ワクワク、ドキドキ、没頭しよう。 国際高専（ICT）は、併設校の金沢工業大学（KIT）と
9年間一貫の「KIT／ ICTスクールシステム」を構築。
大学受験を意識することなく、
実社会の課題をSTEAM教育を通して探究する
一貫した学びと研究活動を実践します。

国際高等専門学校は、Society 5.0で活躍できるグローバルイノベーターの育成を目指しています。
Society 5.0は、サイバー空間と現実空間が高度に融合した新たな人間中心の社会です。センサーなどを通じてサイバー空間に
集められたビッグデータからAIが価値ある情報を生み出し、AIやロボットが現実世界に新しい付加価値をもたらします。革新技術
で経済発展と社会的課題の解決の両立を目指す意味で、SDGsやカーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現にもつながります。
国際高専では、AIやIoT、データサイエンス、ロボティクス分野の実践力を英語で涵養し、Society 5.0でイノベーションを創出す
る基盤を身につけます。グローバル社会で英語とテクノロジーを駆使して人に役立つことをしたいと思う方は、国際高専で一緒に
挑戦しませんか。ワクワク、ドキドキ、没頭することがきっと見つかります。
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CREATE OUR FUTURE SOCIETY

国際高専 学びのポイント

Society 5.0の基盤となるAIやIoT、データサイエンス、
ロボティクス分野の実践力を英語で涵養する「English STEM教育＊」

ユーザー視点でアイデアを創出し、具体化しながら、
よりよい解決策を考える「エンジニアリングデザイン教育」

白山麓キャンパスでの2年間の全寮制教育(1・2年生)

ニュージーランドへの1年間の留学(3年生)

金沢キャンパスで、大学生と共に学び、研究に取り組む(4・5年生)

国際高専卒業後は、金沢工業大学3年次に編入・大学院へ。
高度な環境のもと、社会実装研究に取り組む
＊English STEM教育：STEM教育とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、
Mathematics（数学）を統合的に学ぶ教育のこと。国際高専では教育の主柱として英語でSTEMを学ぶ
English STEM教育を1年生から実施しています。

※全てのページの学生の学年は取材当時（2021年度）のものです。

科学技術倫理 SDGs

Well-being 脱炭素社会

IoT、AI技術による
あたらしいものづくり
システムの構築

3D空間情報データを
活用して、ドローンに
よるあらたなインフラ
サービスの提供

地産電力を活用した植物工場
の運用、LED技術などを活用
した効率的な栽培の実現

太陽光などの複合
電源による発電と
蓄電をDCグリッド
で最適運用

IoT・画像認識技術
などによる獣害対策
システム

IoTセンサーからのビッグ
データ、画像認識技術、
GNSS空間情報などを
活用したロボットAI農林業

間伐材などを利用した
バイオマス発電

EVリサイクルバッ
テリーの蓄電活用

ハーベスト電力で充電
したEVによる移動

ロボットやIoT技術に
よる高齢者サポート

AIによる見守り
システム

中山間地域での健康
維持、お薬デリバリー
サービス

遠隔でのヘルスケア
サポートシステム

教育・少子化を支援する
エデュテック・トイ
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スクールシステム

国際高専1年生・2年生

全寮制の白山麓キャンパス
English STEM教育の実践と、地域のリアル課題への挑戦

自然豊かな白山麓の全寮制キャンパスで、数学や科学、AI、
IoT、データサイエンスなどのコンピュータ技術や、ロボティク
スを英語で統合的に学ぶEnglish STEM教育を実施、創造の
道具にします。カリキュラムの主柱にある「エンジニアリング
デザイン」では、持続可能な未来社会の実現に向けて、サイエ
ンスとテクノロジー、ビジネスマネジメントの知識を応用しなが
らキャンパスが立地する白山麓のリアル課題に取り組み、イノ
ベーションの創出に挑みます。大学受験を意識することなく、
１・２年生という早い段階から専門分野に幅広く触れることで、
没頭できるもの、学んでいきたい専門分野などを見つけ、３年
以降、より専門性を深めていきます。

新設の国際教養理工学環で学びます。講義は英語で行われ、
世代・分野・文化を超えた多様性あるチームで実社会の課題
解決に取り組むほか、コーオプ教育や国際プロジェクトなどを
通じて、「Global Leader」（新しい社会の仕組みや価値創出に
挑戦するイノベーター）、「Global Engineer」（理工学専門分野
と幅広い教養を融合し、新しいモノ・コトづくりに挑戦する技
術者）、「Global Researcher」（学際的視点から融合分野の研
究に果敢に挑戦する研究者）を目指します。大学院では高度
な環境のもとで社会実装研究を推進。海外提携大学とのDual 
Degreeの道もあります。

全員が１年間の
ニュージーランド留学

プロジェクト型の社会実装研究で
新しい社会の仕組みや価値創出に挑戦

国際高専の提携校であるニュージーランドの国立オタゴポリテ
クニクに留学し、世界中から集まる学生とともに専門科目を学
びます。
国立オタゴポリテクニクはニュージーランドで歴史のある国立
の高等教育機関で、本校とは 2002年から協力協定を結んで
います。ポリテクニクとは実社会で即戦力となる知識と技術の
修得に重点を置いた学校で、企業からの高い評価を得ていま
す。オタゴポリテクニクでは、約4,000名の学生が在籍し、世
界中から集まった留学生が学んでいます。現地では地元の家
庭にホームステイします。企業でのインターンやプロジェクト
活動など様々なプログラムが準備されています。

金沢工業大学と共有する金沢キャンパスで
研究やプロジェクトに没頭
金沢工業大学の国際教養理工学環と連携し、大学の専門科目
も履修。AIやIoT、データサイエンス、ロボティクス分野の専門
性を高めます。5年生では金沢工業大学の研究室と連携した
クラスター研究室（分野横断型研究室）で大学生とイノベー
ション創出に挑むことができます。金沢工業大学と共有する夢
考房やChallenge Labで、プロジェクト活動やものづくりに没
頭できるのも大きな魅力です。

白山麓キャンパス ニュージーランド 金沢キャンパス 金沢工業大学大学院金沢工業大学への編入

プロジェクトデザイン教育の実践

国際教養理工学課程（2023年度新設予定）

・ 高度な研究環境のもとで
 最先端の社会実装研究

・ 研究成果を国際会議で発表

・ 海外提携大学とのDual Degreeの道も

金沢工業大学
大学院工学研究科

金沢工業大学
国際教養理工学環

国際高専

金沢工業大学国際教養理工学環 1年次・2年次の専門科目も履修
+

国際高専の5年間 金沢工業大学・大学院の4年間

English STEM教育の実践 大学院科目の履修

エンジニアリングデザイン教育の実践

ビジネスマネジメント

英語・リベラルアーツ（文学・歴史文化・技術者倫理・人文科学etc.）

Society 5.0の基盤となるAI、IoT、データサイエンス、ロボティクス分野の実践力を英語で涵養

ユーザー視点での価値創出手法「デザインシンキング」と工学教育の世界標準「CDIO」(Conceive、Design、Implement、Operate）を
取り入れた国際高専の教育の中心軸。アイデアをプロトタイプとして具体化しながら学生主体でよりよい解決策を考える。

収益計算やビジネス成長性の分析、改善策、企業経理などを幅広く学ぶ

ITリテラシー

国際高専の5年間国際高専の5年間

5（国際高等専門学校   　　） 4 9（金沢工業大学 学部2年間+大学院2年間）の 年間一貫教育＋

国際高専3年生 国際高専4年生・5年生 金沢工大3年次編入・大学院までの4年間P10～ P20 P21～ P26～

「KIT/ICTスクールシステム」は、国際高専の5年間と、金沢工業大学3年次編入から大学院修士課程までの4年間をあわせた
9年一貫の新しい高等教育システムです。英語でAIやIoT、ロボティクスなどを統合的に学ぶ「English STEM教育」と、実社
会のリアル課題に取り組む中で知識の応用力を高める「エンジニアリングデザイン教育（国際高専）/プロジェクトデザイン教
育（金沢工業大学）」を、「全寮制の白山麓キャンパス」「1年間のニュージーランド留学」「金沢工業大学と共有する金沢キャン
パス」「高度な研究環境が整う金沢工業大学学部・大学院」という多様性豊かな活動フィールドで実践し、Society 5.0で新
たな価値を創出できるグローバルイノベーターを目指します。

＊金沢工業大学の教育の中心軸。工学教育の世界標準「CDIO」のうち、
特にImplement、Operateに重きを置く。世代・分野・文化を超えた多様性
あるチーム編成で、実社会の課題解決に向けて社会実装研究に取り組む。

【学びの領域】ロボティクス、AI、IoT、データサイエンス、
マネジメントを活用しながら以下の領域に取り組む
・ Future Social Design(Futurology)：
 社会・空間・時間・構造・都市のデザイン
・ Creativity and Social Innovation：
 社会と生活を支える技術創出とイノベーション
・ Robotics and Human Society：
 人とロボットと新技術のかかわりと共生
・ Well-being and Happiness：
 安心安全な社会と生活・幸せ・未来への希望

国際高専

1年
国際高専

2年
国際高専

3年
国際高専

4年
国際高専

5年
金沢工業大学

3年
金沢工業大学

4年
大学院修士課程

1年
大学院修士課程

2年

KIT/ ICT

大学研究室（学部4年生、大学院生）と取り組む
高専・大学クラスター研究プロジェクト
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　私は一度興味を持ったら、とことん極めた
くなるタイプ。エンジニアリングデザインの授
業で使い始めた3D CADソフトの「Autodesk  
Fusion 360」にハマって、気がついたら徹夜
するほど夢中になっていました。授業以外で
も作品をつくるようになり、1年生の12月に
「Fusion 360学生デザインコンテスト2020」に
応募しました。その時の共通テーマは「クリ
スマスを楽しく彩るアイテム」。コロナ禍で本
を読む時間が増えると考え、ツリーに見立て
た本立てを作ったところ特賞を受賞しました。
　コンテストにはその後も毎月応募してい
て、今はライフワークのような感じ。私が講師
となって3Dを教える「ふれあいFusion 360教
室」を自分で企画し、学内で開催したことも

あります。
　この学校はやりたいことがあれば、それを
応援してくれる人がたくさんいます。さまざ
まな国籍、バックボーンを持つ人たちがいる
インターナショナルな環境は自分の世界を広
げてくれるし、クリエイティブな発想をする上
でもいい刺激になっています。
　Fusion 360は自分を表現するには最高の
ツールですが、あくまでツールのひとつ。これ
からは電気回路やAI、プログラミングなど幅広
いスキルを身につけて、それらをコラボレー
ションさせることで自分にしかできない表現を
したいです。将来はクリエイターを束ねるプロ
デューサーになりたいので、今はそのための
ツールをたくさん身につけておきたいです。

Fusion 360学生デザインコンテスト2021「梅雨
を楽しむアイテム」で優秀賞に輝いた「アマトイ」。
雨どいとTOYを掛け合わせています

Fusion 360のスキルは勉強を始めてから1週間
ほどで習得。後輩たちに教えることもあり、自分
で教室も企画

山崎 史依さん2年
津幡町立津幡南中学校（石川県）出身

インターナショナルな環境で
クリエイティブな発想ができる

3D CADソフト「Fusion 360」の

学生デザインコンテストで特賞受賞

自分にしかできない表現をしたい

　周りの友達がチャレンジ精神旺盛な人ばかり
で、「自分も何かに挑戦したい」と思っていまし
た。そんな時出会ったのが、「Breakthrough 
Junior Challenge」という学生を対象とした世
界的な科学動画コンテストです。私はSpace 
Debris（宇宙ゴミ）をテーマに、全編英語の動
画を制作しました。締め切りまで1カ月ほどしか
なかったため、コンピュータアニメーションでは
なく、手づくりアイテムを使ったコマ撮りムー
ビーをつくりました。放課後先生にアドバイスを
もらったり、動画の制限時間をオーバーしてしま
うハプニングがあったりして、提出できたのはな
んと締め切りの15分前！ 大変でしたが、自分を
成長させてくれるいい経験になりました。
　2021年12月には高専英語プレゼンテーション

コンテストの全国大会にも出場しました。中学
校の頃ソフトテニス部で、私はイスラム教徒で
体を隠しているため、ルール上試合に出場でき
ないと言われました。私はみんなと平等な機会
が欲しいと思い、学校を通じて県の競技団体と
交渉しました。その経験とSDGsの目標10「人
や国の不平等をなくそう」を交えて発表し、全国
優勝することができました。内容はもちろん、ネ
イティブの先生に積極的に話しかけてスピーキ
ング力を磨いた努力の結果でもあります。
　今はラジオプロジェクトや絵本作りにも挑戦し、
先日、英語の絵本を出版することができました。
やりたいことがいっぱいあって、時間が足りませ
ん！ これからも興味があることにチャレンジしてい
きたいですし、国際高専はそれができる環境です。

2022年3月にはAmazon KDPから英語の絵本
『Adam and Snack』を出版。食べることが大好
きな少年アダムの物語です。デザインも自分で
行い、イラストは1年生の柿田さんが描きました

ザッカーバーグ氏らがつくった米国・ブレークス
ルー賞財団が実施している科学動画コンテストの
応募作品

アファフ・アラーさん2年
金沢市立野田中学校（石川県）出身

ジャンルをしぼらず、
世界を相手にやりたいことにチャレンジ

世界的な科学動画コンテスト

「Breakthrough Junior Challenge」に挑戦

「高専英語プレゼンテーションコンテスト」では全国優勝

01
Interview

02
Interview

大学受験にとらわれず、
5年間、やりたいことに没頭する

Student Interviews

国際高専ではEnglish STEM教育を通じて、3Dモデリングや画像編
集、WEB製作や映像編集などのコンピュータ技術に1年生から幅広く
触れることができます。学んだことを活かし、さまざまな活動にチャレン
ジしている学生を取材しました。
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　2年生のエンジニアリングデザインの授業
では白山麓の獣害対策に取り組みました。白
山麓で猿による農作物の被害が出ていること
は知っていましたが、地元の方に直接インタ
ビューしてみると、電気柵をよじのぼるなど猿
の想像を越えるずる賢さに驚かされました。
高齢化と人口減少が進む白山麓では人手が
かからない効率的な獣害対策が必要です。
そこでぼくたちが提案したのが、畑に猿が
入ったら自動で発見し、猿から作物を守ってく
れるシステムです。まずはAIで畑に侵入した
猿を認識するシステムの開発に取り組み、小
型AIコンピュータボード「Jetson nano」に猿
の写真を学習させることにしました。最初はイ
ンターネット上にある写真を100枚ほど学習さ
せたのですが、信頼度30％と低い結果に。対
策として森林動物園で撮影した写真7000枚を

学習させたところ、信頼度が90％にまで上が
りました。地域の方にプロジェクトの成果を報
告すると、「期待しているよ」と喜んでいただ
き、うれしかったです。社会と交流しながらプ
ロジェクトに没頭できるのはこの学校ならでは
です。プロジェクトでの成果は電気学会U-21
学生研究発表会でも発表し、最優秀賞を受賞
しました。システムの開発は後輩に引き継が
れ、改良が進み、実用性が高まっています。
　ぼくは実家が兼業農家なので、農業が抱え
る課題は身近なテーマです。3年生のエンジ
ニアリングデザインの授業では小型農業機械
の自動化をテーマに足まわりのクローラーを
研究しました。将来はロボティクスの分野で、
農業機械の開発をしたいです。小回りが利
き、なおかつ馬力がある自動の小型農業機械
を作って日本の農業を支えることが夢です。

金沢キャンパスにある金沢工業大学情報工学科中
沢実教授のラボ主催の勉強会に参加。大学生と
ともにプログラミング言語のPythonとAIを学んだ

小型農業機械用の足まわりを研究中。大型に比
べ小型は牽引力が小さくなってしまうため、それ
を解決できるクローラーを開発中

畠中 義基さん3年
志賀町立志賀中学校（石川県）出身

白山麓での学びは
日本の課題解決につながる

人の生活と農作物を守りたい

AIを用いた獣害対策システムの開発で

電気学会「U-21学生研究発表会」最優秀賞受賞

　3年生でニュージーランドへ留学する予定
でしたが、コロナ禍で中止になってしまいま
した。今はオンラインで留学先のオタゴポリ
テクニクとつながり、講義やエンジニアリン
グデザインの授業を受けています。授業で
は現地の先生が社会的なトピックスについて
話をしてくださり、例えば、エコロジーや教
育制度、文化などについてディスカッションや
ディベートをします。また、同級生にニュー
ジーランドで育ち、国際高専に入学した帰国
子女の友だちがいて、彼女との会話でも生
きた英語を学べています。
　留学の中止は残念でしたが、気持ちをポ
ジティブに切り替えるためにチャレンジした
のが英検です。2年生の時に英検2級、3年
生で英検準1級に合格しました。この学校に
は外国人の先生がたくさんいるので、英語で

のコミュニケーションは日常的。普段から英
語でのリスニング、スピーキングに慣れ親し
んでいます。低学年からプレゼンテーション
をするチャンスもあり、もちろんすべて英語。
私も、英語で自由研究を発表するSTEMフェ
アやエンジニアリングデザインの授業で、英
語でのプレゼンテーションを何度も経験して
きました。プレゼンテーションと英語のスキ
ルは、将来何をするにしても役立つはずで
す。
　夢はまだ決まっていませんが、これからも
英語を勉強し続けたいと思っています。大学
へ進学したら、ぜひ留学にもチャレンジした
いです！ 得意の英語を生かして、新しいもの
を開発したり、ワクワクするエンターテインメ
ントを届けるような仕事に就くのもいいなと
思っています。

3年生のエンジニアリングデザインではSDGsを
テーマに体験型ゲームを提案。ボルダリング
ウォールにプロジェクションマッピングを投影し、
楽しさを演出

オタゴポリテクニクの先生とはオンラインでやりと
り。レポートやプレゼンテーションも、もちろん全
て英語です

德山 美結さん3年
金沢市立高尾台中学校（石川県）出身

スピーキングも、リスニングも
使える実践的な英語を磨きたい

グローバルでダイバーシティな学習環境

英語でのコミュニケーションは日常的

飛躍的に英語力が向上した

Student Interviews

03
Interview

04
Interview

大学受験にとらわれず、5年間、やりたいことに没頭する
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国際高専校舎

国際高専学生寮

国際高専体育館

1・2年で共同生活を送る学生寮は
1ユニットに6人が生活します。6人
それぞれがユニット内での役割を
果たし、グローバル社会を生きる健
やかで豊かな人間性を育みます。

Dormitory（学生寮）富士山、立山とともに日本三名山として知られる白山。その麓に1年生、
2年生が過ごす白山麓キャンパスがあります。ここは学生が教員やス
タッフとともに生活を共にしながら学習や課外活動に取り組む「ボー
ディングスクール」です。教員の6割が外国人で構成され、特色ある
English STEM教育が行われています。また、白山麓は人口減少や少
子高齢化に伴う休耕田の増加、害獣被害など、日本が世界に先がけて
向き合う課題に溢れています。“SDGsで地方創生”をテーマに“身近な
課題の解決が地球規模の課題の解決につながる”と考え、リアルな課
題にサイエンスやテクノロジーを応用しながら取り組みます。

白山麓キャンパスでは、
月曜日～金曜日の19:30
～ 21: 30に、ラーニング
セッションが行われます。
学習内容の確実な定着
と、次回授業に積極的に
参加する上での重要な
必修の課外学習です。
担当教員はいますが、教室における授業の延長ではなく、学
生同士が学び合い、教え合うことを教員がサポートする形式で
す。授業が英語で行われていることから、英語のサポートも習
熟度に合わせて行います。ダイバーシティを通じて個々の学
生の教育付加価値を高める国際高専の強みの一つです。

渡り廊下を通り、学生寮から校舎へ

学生が主体的に行動する
「アクティブ・ラーニング」が
すべての授業で行われています

寮生は併設の温泉施設を無料で
利用できます

それぞれやりたいことをして過ごす
時間。ジムでのトレーニングやスポー
ツ、ボードゲームなどを楽しむことも

食事はGolden Eagle Cafeteriaで
朝食

登校

1限目

2限目

昼食

3限目

4限目

Free Time

夕食

夜の学校

Free Time

消灯

7:30

8:30

8:40 -10:20

10:30 -12:10

12:10

13:00 -14:40

14:50 -16:30

16:30

18:30

19:30 -21:30

21:30

23:00

（ラーニングセッション）

学生同士で教え合うことも

学生の
一日

キャンパス内温泉施設・比咩（ひめ）の湯
寮生は無料で利用できます

耐震構造に関する共同研究の成果を
設計に反映させた大型木槽を設置。
森林資源の活用を目指しています

再生可能エネルギーの地産地消を
目指して地元産木材チップを使った
バイオマスボイラーを設置。発電と
排熱利用に関する実証実験を実施

産学連携で研究用いちご農圃を設置。5G等の
科学技術を活用した農業イノベーションを共創。
冬場の暖房にバイオマス発電の排熱を利用する
ことで農業分野の脱炭素化を目指しています

研究用ドームハウス内に魚の養殖
と野菜の水耕栽培を一体化させた
「アクアポニックス」を設置

自然とコミュニケーションが生まれる

学習や活発な交流の場
Library and Work Commons

Living Commons

施
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・
設
備
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特色ある全寮制教育とSDGs実践の場
キャンパスマイクログリッド化
エネルギーマネジメント実証実験の場

白山麓キャンパス

年生・1 年生国際高専 2

一人ひとりの学びが充実  夜の学校
国際高専の

強み

地域連携・産学連携・教育研究・研修の場
金沢工業大学地方創生研究所
イノベーションハブ

廃棄瓦を有効活用した
緑化コンクリートの
実証実験を実施

太陽光発電
パネル

EV

再生可能エネルギーに最適な直流
（DC）給電網を構築。太陽光発電と
バイオマス発電によるベストミック
スでコテージに電力を供給。バイオ
マスボイラーから回収した温水はコ
テージの暖房に有効利用されます。
蓄電した電力をEVで運ぶ仮想配電
線の検証実験も実施

校舎前の休耕田ではAIを用いた獣害
対策システムの実証実験を実施

クリエイティブな学習環境
Computer Lab

Laboratory

Maker Studio

3Dプリンターやレーザーカッターなどが揃
い、浮かんだアイデアをプロトタイプ（試作
品）としてすぐに制作し、発表できる。仲間同
士で批評し合おう！

Gymnasium（体育館）

明かりが差し込む広 と々した体育館は体育の授業や地域との交流行事等にも活用。
2階にはトレーニングルームがあります。

食事は朝・昼・夜を提供しています。食事はセルフサービスのカフェテリア
方式。メニューは日替わりで洋食から和食、エスニックまで世界各国のさ
まざまな料理があり、食文化の多様性が体験できます。

Golden Eagle Cafeteria

BEST 3人気メニュー

ラザニア ビーフバーガー イタリアンピッツァ
クリーミーで
ボリュームたっぷり

ぶ厚いパティが嬉しい
本格バーガー

野菜がたくさん入って
食べ応えあり

1位 2位 3位

Breakfast
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白山麓キャンパスでの全寮制教育

イノベーションを創出する力を
世界標準の創造的な活動体験を通じて
身につける

1年生の後学期に、おもちゃ作りのプロジェクトに取り組みました。「人を
楽しませ、驚かせること」「バイオミミクリー（生物の仕組みを生かすこと）」
を共通条件としながら、ユーザーとなる先生にヒアリングした情報をもと
にオリジナルのおもちゃに仕上げていきました。途中、「自分たちの考え
で大丈夫かな？」と疑問が出てきたら、もう一度先生にヒアリングしてユー
ザーファーストのものづくりを心がけました。私はモータを担当し、プログ
ラミングにも挑戦しました。チームによるプロジェクトだと、メンバーや先
生の意見を聞くことでアイデアの幅が広がるし、みんなでよりいいものに
ブラッシュアップさせていく工程が面白かったです。

グローバル社会や産業界で活躍
するエンジニアに求められる工学
の基礎知識となるサイエンス、実
践、スキルのバランスを重視した
質の高い工学教育の実践

国際高専では「エンジニアリングデザイン教育」を教育の中心
軸に据えています。誰一人取り残さない持続可能な世界の実
現に向けて、授業で修得した知識やスキルを応用し、イノベー
ションの創出に取り組む国際高専オリジナルの教育です。
エンジニアリングデザイン教育は、工学教育の世界標準である
CDIO（Conceive、Design、Implement、Operate）と、ユー
ザー視点での価値創出手法である「デザインシンキング」を取
り入れているのが特徴です。"ペルソナ"と呼ばれるユーザー像
を想定し、そのユーザーにとって何が問題で、何が必要なのか
アイデアを創出します。
キャンパス内のMaker Studioにあるレーザーカッターや工作
機械、3Dプリンター、校舎内に設置されているデバイスなどを
使って、モノやシステムなどのプロトタイプを作りながら、より
よい解決策を考えていきます。
1年生は身近な生活で役立つモノの創出を通じて、まず「エンジ
ニアリングデザイン」のプロセスを実践。2年生になるとフィール
ドを校舎外に移し、白山麓地域の課題解決等に取り組みます。

ヒアリングした情報をもとに
ユーザーファーストのものづくり

めまぐるしく変化する時代に求められるのは、新たな価値を生
み出せる人材です。「エンジニアリングデザイン教育」ではあ
らかじめ用意されたゴールに向かって学ぶのではなく、学生
自身が問題を発見し、アイデアをカタチにしていきます。1年
生では身のまわりの課題発見と解決のためのものづくりから
スタートし、2年生では地域連携型のプロジェクトにチームで
取り組みます。地域連携型のプロジェクトではユーザーとな
る白山麓の方から意見をフィードバックしてもらい、ユーザー
目線でアイデアをブラッシュアップしていく面白さと難しさを
学びます。テクノロジーやデザインを活用しながら、モノ・コ
ト作りを通して新たな価値を生み出すワクワク感が体験でき
る授業です。

プロジェクトを通して新しいモノやコトを創造する

▲
▲
▲

動画で
メッセージ

エンジニアリングデザイン教育

MESSAGE

スイッチを押すと、ボード内
にあるシャチのしっぽがサイ
コロを振り、シャチの口の中
へ投げ入れる。ボードにセッ
トされたコマにサイコロがあ
たるか、あたらないかという
ハラハラ感が味わえる！

レーザーカッターや3Dプリンター、各種
の工作機械など、アイデアを具体化でき
る装置・機器が揃います。授業でのプ
ロトタイプの作成などに使われるほか、
放課後もロボットの製作など、思い思い
のものづくりに活用されています。

三輪 恵万さん1年 大府市立大府中学校（愛知県）出身松下 臣仁 教授    国際理工学科科長

＊国際高専と金沢工業大学はCDIOイニシアチブ加盟校、国際的な工学技術者教育のメンバーです（2022年現在 世界42の国・地域から198機関が加盟）
＊2014年「CDIOアジア地域会議2014」を金沢工業大学とともに実施　＊2018年世界大会である「CDIO2018国際会議」を金沢工業大学とともに実施

浮かんだアイデアはすぐに具体化

Maker Studio

学生に聞く！

考え出す

調査・共感

Conceive

Research
分析

Analyze
問題定義

Define
アイデア出し

Ideate
プロトタイプ

Prototype

設計する
Design

実現させる
Implement

運用する
Operate

ユーザー視点によるデザインの手法や考え方を用いた創造的問題解決のアプローチ

のフレームワークCDIO

デザインシンキングの活用

レーザーカッターでプロトタイプを作成

教員に「どんなおもちゃが
欲しいか」を英語でヒアリン

グ。集めた意見をグルーピン
グ。面白い、つまらない、実現
可能かどうかでアイデアを絞る。

エンジニアリング
デザイン教育：
CDIO & Design Thinking

1 思い浮かんだアイデアはス
ケッチしたり、ホワイトボー

ドに書き出したり。授業で学ん
だドローイングの知識を活かす。

2 チームでディスカッション
し、デザインシンキングでア

イデア出し。シャチ（オルカ）を
モチーフにしたハラハラ感が楽し
めるボードゲームを作ることに！

3

プロトタイプを作り、試行
錯誤しながら、よりよい解決

策を考えていく。教員とのディ
スカッションも英語で行われる。

5 3Dプリンターやレーザー
カッターを使い、パーツ

づくり。サイコロを振るシャ
チのしっぽは「LEGO EV3」
を使ったモータを搭載。

4
トラック型のボードは、細
長い板を何層にも組み合
わせてなめらかな曲線に！

完成！

Report
エンジニアリング
デザイン教育

教員をユーザーに見立ててインタビュー

レゴEV3で、今までにないおもちゃを創る
実践例

年生・1 年生国際高専 2
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＊ 人形浄瑠璃にハマり中。TESOL（英語教授法）で修士号（セント
 マイケルズ大学）。デザイン方法論で修士号（イリノイ工科大学）



白山麓は豊かな自然や文化がある一方、人口減少や耕
作放棄地、獣害など日本の中山間地域に共通する課題
を抱えています。それらの解決策を考える「Agriculture 
Innovation Project」では、今、世界に求められている
「持続可能な社会」を築くために必要なスキルを身につ
けていきます。
1年間にわたるプロジェクトの中で、学生たちは役割分担
をし、仕事の進め方やチームワーク、リーダーシップを学
びます。地域と一緒に活動することで「社会に貢献し、と
もに生きる力」を磨いていけるのは、地域と密接につな
がる白山麓キャンパスだからこそできることです。また、
プロジェクトはこれまで授業で学んだテクノロジーのスキ
ルを活用する場でもあり、学生たちは「なぜ、このスキル
が社会で必要なのか」を肌で感じることができます。
課題解決の答えはひとつではなく、社会やテクノロジー
も変化していくため、教員も学生たちと一緒に学び続け
なければなりません。私たちがチャレンジし続ける姿を
見せることも、大事な学びになるはずです。

地域連携型プロジェクトで
「社会に貢献し、ともに生きる力」を磨く

▲
▲
▲

動画で
メッセージ
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2年生のエンジニアリングデザイン教育では “SDGs
で地方創生”をテーマに「Agriculture Innovation 
Project」に取り組みました。プロジェクトは、休耕
田を使ってサツマイモの「紅はるか」を栽培し、農
業の経営ビジネスを体験する「ビジネス班」と獣害
対策システムを開発する「アグリテック班」に分か
れて、通年にわたり活動しました。

ビジネス班はキャンパスの前にある休耕田でサツマイモ「紅は
るか」を栽培し、農業法人のビジネスを体験しました。チーム
で役割分担しながらマーケティングや販売、広告宣伝、管理な
どをし、ぼくは財務管理とポスター制作を担当しました。実社
会と関わることで、ビジネス
に参加している実感がわき、
限られた時間で利益を上げ
ていく経営のシビアさも体
感しました。このプロジェク
トで学んだのは経営におけ
る労働力の大切さです。も
ちろん利益や成長性も重要
ですが、労働者の環境やや
りがいなど根本がしっかりし
ていないとビジネスは成功
しないと思いました。将来
は起業を考えているので、
ここでの学びを経営者に
なった時に役立てたいです。

アグリテック班は先輩たちが開発した獣害対策システムを改良
し、猿の侵入をLINEで農家に通知できる機能と、IoTの技術で
猿を撃退する機能を追加しました。ぼくは通知のプラグラミン
グと、IoTを使った撃退機能を担当しました。授業で習ったプロ
グラミングのスキルを応用
させるのは大変でしたが、
自分のプログラミングで実
際にシステムが作動した時
はうれしかったです。地域
の方から困りごとをヒアリン
グし、プロトタイプの提案と
改善を繰り返すプロジェクト
はIT企業のプロセスのよう
で、やりがいがありました。
学生たちの提案では足りな
い部分を農家の方に指摘し
てもらったこともあり、ユー
ザーの意見を深く聞くこと
の大切さを実感しました。

実践型のプロジェクトで
地域に学び、地域に貢献する

勝方 正宗さん2年 学習院中等科（東京都）出身

農家をクライアントとした
IT企業のようなプロセスを体験

バシュロ 琉海ジェームズさん2年
沖縄アミークスインターナショナル中学校（沖縄県）出身

畑での作業からすべて学生が行う。
地元の方のレクチャを受けて農業機械も操作。

猿の獣害対策システムは後輩に受け継がれ、
今後はドローンによる撃退機能の追加も目指す。

アグリテック班も交えて試食。効果的
なアピール方法をディスカッション。

パッケージやポスター、POPなど
の販促物を制作。色使いやフォ
ントを工夫。

学生に聞く！

2021年10月31日に白山麓
キャンパス前にある「道の
駅瀬女」でプロジェクトが
栽培した紅はるかの店頭
販売を行いました。テック
班の学生がリポーターと
なって取材した動画が国
際高専YouTubeチャンネ
ルにアップされています。

「道の駅瀬女」で販売風景を動画配信！

MESSAGE

身近な課題の解決が地球規模課題の解決につながるSDGs

休耕田を活用した地域活性化プロジェクト

ビジネス班 アグリテック班

ビジネス班 アグリテック班年生・1 年生国際高専 2

山崎 俊太郎教授
＊NECで環境エネルギー事業推進部長を経験

Report
エンジニアリング
デザイン教育

実践例
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英語でサイエンスやテクノロジー、
数学を統合的に学ぶ
STEM教育とは、Science（科学）、Technology（技術）、
Engineering（工学）、Mathematics（数学）を統合的に
学び、理工学的思考力を身につける教育を意味します。
学ぶ内容は世界共通ですが、日本では日本語で学び、
用語も日本語で覚えるのが一般的です。これに対して
国際高専では、数学、物理、化学、生物などのサイエン
ス、テクノロジーを世界の共通言語である英語で統合
的に学ぶEnglish STEM教育を実施。グローバルイノ
ベーターとして必要な学力を身につけます。
また4年生、5年生では、金沢工業大学と連携したより
高いレベルでのSTEM教育に取り組みます。

例えば数学の場合は、数学を専門にする外国人教員と工
学を専門にする外国人教員によるチームティーチングを通
じて、実例を用いながら多角的に学び、実生活の問題にさ
まざまな数学理論が役立つことを理解します。さらに教室
にはバイリンガルの日本人教員も参加し、授業のサポート
を行っています。

いきなり英語で数学やサイエンスを学ぶことに不安だとい
う方もご安心ください。国際高専ではSTEM教育の準備と
して理工系分野における英語の語彙や表現方法を事前に
学ぶ「ブリッジイングリッシュ」を入学早々から実施。ス
ムーズにSTEM教育に入れるようにサポートしています。

国際高専では英語を単なる語学ではなく、イノベーターとし
て成長し続けるために必要なツールとして学びます。英語で
「聞く力」「効果的に話す力」「読む力」「書く力」を磨き、クリ
エイティブでクリティカルに思考する力も伸ばしていきます。
段階的にアカデミックに英語を使いこなせるレベルを目指
し、その目安としてIELTS5.5（→P20）の取得を目標にして
います。ブリッジイングリッシュでは理工学特有の表現やボ
キャブラリーを学び、理工系の分野を探究できるスキルを身
につけます。学生たちは授業以外でも英語を使って絵本づく
りやスピーチコンテストなど興味のあることに挑戦し、英語
がイノベーションを起こすツールであることを体感します。

英語はイノベーションを起こすために
必要なツールのひとつ

外国人教員とバイリンガルの日本人教員との
チームティーチング

理工系分野の英語表現を事前に学習
「ブリッジイングリッシュ」

▲
▲
▲

動画で
メッセージ

教育English STEM

「コンピュータスキルズ」ではイノベーターに必要な
ICTとしてソフトウェアやプログラミングなどを英語
で学び、それらを使って動画編集やWEB制作などに
チャレンジします。例えば、先輩たちはゲームのプ
ロモーション動画を編集したり、コンピュータで絵本
を作ったり、好きなテーマでアイデアを形にしていま
す。使用するソフトウェアやプログラミング言語は
授業で習ったものにとどまらず、自分たちで習得し
たいものを選択し、教員とともに学んでいます。目
標にたどりつくまでのプロセスにワクワクする学びが
あり、学生の数だけ答えがあります。ここでの学び
を生かして、好奇心旺盛なエンジニアやイノベーター
になってほしいと願っています。

プログラミングやアプリを使って
ソリューションにチャレンジ

▲
▲
▲

動画で
メッセージ

AI教育のためにマイクロコンピュータ「Jetson」を用
いています。授業では「Jetson」を搭載した自律型
ロボットカー「NVIDIA JetBot」に画像を使ってコー
スの障害物を学習させ、AIへの効率的な学習のさせ
方を探り、またIoTのスキルとして自分のスマート
フォンから「JetBot」を遠隔操作する機能も学びま
す。学生はエンジニアリングデザインの授業でAIや
IoTのスキルを活用しますが、必要があれば自ら学
びたいプログラミング言語や基盤などを選択できま
す。自分たちが思い描くソリューションに向けて学
生が最適なツールを探し出し、教員も一緒に試行錯
誤しながら最先端のスキルを身につけられるところ
が国際高専のICT教育の面白さです。

学生と教員が一緒に学び、
AIとIoTの最先端を探究し続ける

▲
▲
▲

動画で
メッセージ

AIやIoT、ロボティクスなど
成長分野も英語で学ぶ
国際高専のEnglish STEM教育では、AIやIoT、
ロボティクスなどの成長分野にかかわるソフト
ウェアとハードウェアの専門知識・技術も幅
広く英語で学びます。
1年生から行われる「コンピュータスキルズ」
の授業では、早い段階から、コンピュータに
関するさまざまなスキルを学びます。Word、
Excel、PowerPointなどのビジネスソフトは
もちろん、CADソフトを使った3Dモデリング
や、IllustratorやPhotoshopを使ったデザイ
ン・画像編集、WEBサイト制作に欠かせない
コーディング技術や映像編集も学びます。
2年生になるとAIやIoT（Internet of Things）、
NVIDIA Jetsonを使ったマイコン制御、AIや
データサイエンスに欠かせないプログラミン
グ言語であるPythonやコンピュータサイエン
スも学習。3年生に向けて、自分の興味・関
心のある分野を考えます。

MESSAGE

MESSAGE

NVIDIA JetBotで自動運転プログラムを作成

夜の学校・ラーニングセッションの模様（P11参照）

エジプト出身のアラー・ホセイン准教授による数学の授業の模様

米国出身のデイビス・エバンス講師による物理の授業の模様

年生・1 年生国際高専 2

ポーリン・ベアード 教授（米国出身）
＊英語修辞法でPh.D.を取得（米国）。様々な国で教壇に立つ

ロバート・ソンガー 准教授（米国出身） ハヤト・オガワ 准教授（米国出身）
＊ ウィスコンシン州立大学大学院で修士号。面倒見の良さは抜群
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＊ 学生時代から日本に興味、夏期留学の経験も。博士号取得を目指し、
 金沢工業大学大学院工学研究科情報工学専攻に在籍中



国際高専では入学早々からSDGsや論理的思考・ディ
ベートの手法などの知識・スキルを必修科目の「修学基
礎」で学びます。
また、新しい価値を生み出しても、社会で実装し、ビジネ
スとして展開できなければ、真の意味で「誰一人取り残さ
ない世界」は実現しません。新しい価値をビジネスに活
かしていく上で欠かせない「ビジネスマネジメント」を１
年生、２年生の必修科目として開講。収益計算やビジネ
ス成長性の分析、改善策、企業経理などを幅広く学び、
「エンジニアリングデザイン」科目で実践していきます。

2000年代に米国で始まった科学技術の新しい教育モデル「STEM教育」。今日では、芸術、生活文化、経済、政治など
の、文系・理系の枠を超えたリベラルアーツの学びとしてA＝Artを加えた「STEAM教育」が提唱されています。国際高
専では、グローバルイノベーターとして必要な素養が身につけられるよう、芸術や歴史文化、日本文学、英文学、人文科
学、地政学といった文系科目も充実させています。

SDGs、論理的思考・ディベートの手法や
ビジネスマネジメントを必修で学ぶ

国際高専ではアイデアを形にして、ストーリーとしてまとめ、伝えるために必要なスキルや思考力を養う授業として
「ビジュアルアーツ」や「パフォーミングアーツ」というユニークな授業を実施しています。

発想力・表現力を育むユニークな科目

■

■

手を使って考え、思考の深化を図る
「ビジュアルアーツ」

1・2年生の特別活動として、県伝統工芸士の香月久代さん
と香月さんに師事して作品作りと情報発信に取り組む白山
手取川ジオパーク推進協議会のスーザン・メイさんを講師に
招き、檜（ヒノキ）細工に関する講義とワークショップを実施しました。
檜細工は、約400年前に、尾口村深瀬（現在の白山市深瀬）を訪れた旅の
僧が農民に檜笠の製法を伝授したことが始まりとされ、石川県の伝統工芸
に指定されています。ヒンナと呼ばれる、檜を薄く細い経木（きょうぎ）に
したものを編む作業は今も手作業で行われ、熟練を要する一方で、従事
者のほとんどが高齢のため、技術の伝承が課題となっています。
学生たちはスーザンさんによる英語での講義のあと、コースターづくりに
チャレンジ。デジタルのものづくりに慣れている学生たちですが、細かい
手作業は最初、苦戦をしたようで、織っては解しを繰り返す光景があちこ
ちで見られました。伝統工芸から直に学ぶリアルなクラフト体験と匠の技
に触れられる貴重な機会となりました。

「ランゲージ＆カルチャークラブ」の活動テーマの一つが国の重要無形民
俗文化財に指定されている伝統芸能「東二口文弥人形浄瑠璃 でくまわし」
です。これは白山麓で350年以上継承されている伝統芸能ですが、近年
は人口減少と担い手の高齢化が課題となっています。
今回の活動の目的は、東二口文弥人形浄瑠璃の現状理解をもとに、国内
外に向けて「でくまわし」のPRと地域伝統芸能を活用した地域活性化に
ついて保存会に提案し、共に実践することでした。保存会の方々へのイン
タビューや演技指導を通じて、東二口文弥人形浄瑠璃に関する理解を深
め、たくさんの課題が見えてきました。そこからポイントを定め、アイデア
を出し合い、①道具への愛着（地域伝統芸能である檜細工を活用した人形
用檜笠の製作）、②文化に触れ、魅力を伝える機会（地域の小中学生に向
けて、人形浄瑠璃を身近に感じてもらうためのミニ人形製作ワークショッ
プの実施）、③情報の集約と発信（保存会の活動や人形浄瑠璃の魅力を継
続的に発信する保存会独自のWEBサイト及びSNSの構築）の３つに絞り
活動を行いました。

クラブ活動

国際高専のユニークな"               教育"STEAM

「ビジュアルアーツ」は美術、工芸、デザイン
などに触れ、芸術への知識と感性を高める
とともに、創作活動を通して発想力・表現
力を養う科目です。アイデアを図として表現
したり、手を使って考えるプロセスを通じ、
新たな気づき・思考の深化を図るとともに、
表現力や創造に必要なマインドを育むことを
目指しています。例えば「CDのホールド機
能とその構造を考える」という課題では紙を
使ってCDを空中に保持し、あらゆる方向に
傾けてもCDが外れない構造体の制作に取
り組みました。

表現力を育む
「パフォーミングアーツ」

アメリカのIT企業では、CEO自らがプレゼン
します。CEOでなくとも開発者や研究者は、
相手の心を揺さぶるようなプレゼンのスキル
が求められます。アイデアの採用や製品の
売上がプレゼンターの表現力次第で大きく
変わることもあります。国際高専ではパ
フォーマンスを実践的に学ぶ「パフォーミン
グアーツ」を開講しています。
例えばジャズ歌手をキャンパスに招いて
「Fly Me to the Moon」といったスタンダー
ドナンバーを歌ったり、演技やダンスなどを
実践することで、豊かな表現力を養います。

大学教員から
「バイオアート」を学ぶ

菌が
アートに！

白山麓キャンパス内の研究施設イノベーション
ハブで金沢工業大学バイオ・化学部応用バイ
オ学科の相良純一准教授による「バイオアー
ト特別講義」が行われ、1、2年生が参加しま
した。微生物実験に必要な知識を学んだ後、
キャンパス内で菌を各自採取。培養された菌
を “絵の具”としてパレットに載せ、シャーレの
寒天培地に絵を描きました。相良准教授は
「バイオテクノロジーは、研究の先にアートとい
う楽しい世界が待っています。これがきっか
けで、バイオの世界で没頭できるものを見つ
けてもらえれば」と期待を寄せています。

18 19

白山麓キャンパスには「ネイチャー
＆アドベンチャークラブ（キャンプや
山登りなど自然の中で活動）」「ラ
ンゲージ＆カルチャークラブ（様々
な文化について学ぶ）」「デザイン
＆ファブリケーションクラブ（モノづくりやデザイ
ン活動）」の3つのクラブがあり、それぞれ自分た
ちでテーマを見つけ、多彩な活動をしています。

この活動は、公益社団法人大学コンソーシアム石川の「2021年度地
域課題研究ゼミナール支援事業（地域課題発掘枠）」に採択されてお
り、2022年2月に行われた成果発表会で優秀賞を受賞しました。

１・2年を過ごす白山麓キャンパスは、日本三名山の一つ、
白山の麓にあり、大自然の中で四季折々の活動が楽しめ
ます。地域の皆さんと一緒にイベントを企画したり、ボラ
ンティアに参加したり、伝統芸能に触れたり、白山麓の
地域性を生かした活動をたくさん行っています。

学ぶ、 遊ぶ触れる、

ます。地域の皆さんと一緒にイベントを企画したり、ボラ
ンティアに参加したり、伝統芸能に触れたり、白山麓の

白山麓で

課外活動で地域の課題に取り組む「でくまわし」継承者の減少白山麓に伝わる檜細工のワークショップを体験

学生たちが夏休みの間に行った研究をポスターセッション形式
で発表する国際高専のオリジナルイベントです。白山麓キャン
パスの教員が各学生のブースをまわり、評価シートを集計して
ファーストプレイス、セカンドプレイス、各STEM科目の担当教
員によるスペシャルアワードを選定しました。教員からは「まだ
習っていないテーマをしっかり研究していて感心した」「努力が
見えて甲乙つけ難かった」と称賛が絶えませんでした。

自由研究を英語で発表「STEMフェア」

年生・1 年生国際高専 2
ST

EA
M
教
育
　
　

H
AK

U
SA

N
RO

K
U

 C
AM

PU
S H

AK
U

SAN
ROK

U
 CAM

PU
S
　
　
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ



金沢キャンパスで、学部4年生・
大学院生とともに学び、研究

国立オタゴポリテクニクに3年生全員が留学

4年生から「KIT指定学生アパート」でひとり暮らしをしています。ここを
選んだポイントは光回線が設定できること、同級生が同じアパートに住ん
でいることもきっかけになりました。学校へは歩いて数分、大家さんが近
くにいるので、何かあればすぐ相談できるし、学びにも趣味を楽しむにも
快適な環境です。2021年夏に東京で開催されたアートイベントに制作メ
ンバーとして参加し、サーバサイドの開発を担当しました。これまで学ん
だコンピュータのスキルを生かし、アパートからリモートで作業を進め、作
品を完成させることができました。

国際高専では3年生全員がニュージーランドの国立オタゴポリテクニクに1年間、留学します。
オタゴポリテクニクはニュージーランドの南島南東部に位置し、美しい街並みで知られるオタゴにCentral Otago campusを有します。
3年生は現地でホームステイをしながら専門科目を学びます。

国際高専の4年生、5年生は、併設校・金沢工業大学と共有
する金沢キャンパスで学び、研究に取り組みます。
プログラミングや、AI、IoT、データサイエンス、ロボティクス
に関する専門科目が開講され、各人の興味・関心にあわせて
専門性を深めます。
金沢工業大学国際教養理工学環で開講される英語での専門
科目を受講できるのも国際高専ならではの大きな特色です。
4年生では企業でのインターンシップや金沢工業大学の研究
室へのインターンシッププログラムも開講され、金沢工業大
学編入後の学科・研究室を見据えた学びを本格的に始めて
いきます。
5年生になると、海外の企業で社員の一員として実際の業務
に関する問題発見・解決活動に取り組む「コーオププロジェ
クト」も用意され、国際高専の5年間で学んだ知識・スキルを
企業のリアルな課題の解決に活かすことができます。
5年生の専門ゼミでは、国際高専・金沢工業大学によるクラ
スター研究室（分野融合型研究室）の一員となり、専門分野
でのイノベーション創出に取り組むことができます。

金沢キャンパスでの学生生活

国際高専では2年生終了までに達成するスコアとして、海外の大学進学レベル
とされるIELTS5.5を目標としています。IELTS（アイエルツ）は、主にイギリス
やオーストラリア、ニュージーランドへの留学や移住に使われる英語熟練度を
測る英語検定で、学内で年に1回、全員が受験する機会を設けています。
テスト１回目で5.5以上のスコアを出す学生もいれば、４～ 4.5の学生もおり、習
熟度はさまざまです。しかし、授業や課外でのサポートを受け、2回目はほぼ全
員がスコアを伸ばしています。
英語に自信がある人はもちろん、はじめは自信がなくても英語を使って何かを
勉強したいというマインドのある方にとって、国際高専には英語力を伸ばせる
充実した環境があります。

オタゴポリテクニクの1年間留学に
必要な英語力はどれぐらい？

オタゴポリテクニクでは、必修科目として、ニュージーランドでの生活や現地授業で
必要な英語スキルを学ぶ「ファンクショナルイングリッシュ」、技術英語を学ぶ「テク
ニカルイングリッシュ」、3DCADや電気工作、数理、レゴプロ
ジェクトに取り組む「工学基礎実技」のほか、「エンジニアリ
ングデザイン」も現地で行われます。
専門科目としては「数理工学」を必修科目として履修し、その
他「コンピュータスキルズ」「プログラミング基礎」「電気基礎」
「工業力学」「材料科学」から2科目を選択して受講します。
また企業へのインターンシップや企業におけるプロジェクト活
動など、魅力的なプログラムが用意されています。

オタゴポリテクニクでの学びの概要

金沢キャンパスでのアパート探しの強
い味方がキャンパス内21号館にある
「住まいサポートデスク」。ニュージーラ
ンド留学前に「KIT指定学生アパート」を
事前見学し、帰国後の予約ができます。
「KIT指定学生アパート」は入居者が全
員、金沢工業大学、国際高
専の学生なので安心です。

青木 心路さん4年 印西市立西の原中学校（千葉県）出身

金沢工業大学と共有するキャンパスで
大学生とともに学修・研究を実践
それぞれが取り組みたい分野の
専門性を深める

20 21

Central Otago campus

オタゴ地区の中心、
ダニーデン市の
美しい街並

オタゴポリテクニク
WEBサイト

COLUMN

金沢キャンパスのアパート探しは

「住まいサポートデスク」で

学生に聞く！
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全員がニュージーランドに1年間留学年生3国際高専 年生・4 年生国際高専 5



個人のほかチーム用の自習室もあり、
365日24時間利用可能
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夢考房は学生たちがアイデアを具体化できるよう、樹脂３Dプリンターや金属３Dプリ
ンター、各種の工作機械や電子プリント基板製作装置のほか、樹脂加工、溶接、木材
加工が可能な施設・設備が整っています。学生は、夢考房ライセンスを取得すると、
自分で操作ができるようになります。夢考房の大きな特徴として、本格的なものづくり
に取り組める夢考房プロジェクトを推進している点があります。

金沢キャンパスは金沢市・野々市市にまたがり、広大なアカデミックエリアを形成して
います。写真左上は金沢駅、写真中央上は金沢市の繁華街・香林坊。野々市市はスー
パーやドラッグストアなどが集積し、全国有数の住みよい市として知られています。

金沢キャンパス

夢考房

数理工教育研究センター

■

■
専門科目や研究を進めるには、数学や物理、化学、生物などのサイエンスの知識が欠
かせません。特に理工系はピラミッドのように知識を積み重ねていくので、わからな
いままに進むと、その後に学ぶこともわからなくなってしまいます。「ちょっと理解が不
足していた」「式の展開の仕方がわからない」といったときの学生たちの強い味方が
キャンパス内にある数理工教育研究センターです。課外で教員が個別指導を行ってい
るので、わからないときはそのままにせず、気軽に相談してみましょう。

金沢工業大学と共有

4・5年生が学ぶ国際高専金沢キャンパスは併設校金沢工業
大学のメインキャンパスである扇が丘キャンパスとキャンパス
を共有しています。金沢工業大学には全国から学生が集ま
り、キャンパスの周辺に約5,000人の学生が暮らしています。
学生同士で教え合い、議論し、アイデアを形にして実験・検
証・評価できる充実した教育研究施設が整っています。

60万冊を超える蔵書数を誇る12階建ての
工学系図書館

ライブラリーセンター

数理工教育研究センター

高速バス・飛行機など帰省時のきっぷや
国内・海外旅行の相談・手配を行います。
KIT指定学生アパートの相談窓口「住まい
サポートデスク」もここにあります

国際高専の学生による番組も
放送しているキャンパスFM局

自習室

キャンパス内に設置されている内
科の医療機関。健康診断、医師
による診察やインフルエンザの予
防接種などを実施

扇が丘診療所

お弁当やお菓子も揃うキャンパス
内のコンビニ。焼きたてパンが人気

売店ACQUA

夢考房

KITサービスセンター

朝食から夕食まで提供している
ボリュームたっぷりの学生食堂

学生食堂LA TERRA

分野を超えた研究室が集まり
社会性の高い研究課題に取り
組んでいます

Challenge Lab

留学支援・国際交流センターではさまざまな留学プログラムの
支援を行っています。アジアの学生と多国籍チームを組み、ア
ジアの農村にて約2週間生活し、英語で問題発見解決に取り組
むプログラム「ラーニングエクスプレス」に国際高専・金沢工
業大学の学生が参加しています。

ラーニングエクスプレス
コンピュータのマウスやiOSに搭載された「Siri」、外科手術支援
ロボット「ダビンチ」など世界を一変させるさまざまなイノベーショ
ンを創出してきた米国のSRI（旧スタンフォード研究所）。このイ
ノベーション創出を学ぶワークショップが国際高専・金沢工業大
学の学生を対象にキャンパスで毎年開催されています。英語で
のプログラムもあるのでチャレンジしてみよう。

SRIインターナショナル認定ワークショップ

31号館（国際高専金沢校舎）
● 炭素繊維複合材料のボディに回路、モータに至るまで
「作れるものは全部学生が作る」ソーラーカー
● エンジンまで学生が自作しホンダの全国大会で燃費
2,416km/ℓという国内学生最高記録を樹立したエン
ジンエコラン

● EVを開発するEVエコラン
● ロボットコンテストの世界大会で優勝したロボット
● 筋電位で制御する義手研究開発
● 家庭での高齢者をロボット技術で支援するRoboCup
＠home

●災害救助用ロボット開発に取り組むメカニカルサポート
● 人力のみの動力で飛行する人力飛行機
●学生室内飛行ロボコンに出場している小型無人飛行機
● 企業技術者も参加するETロボコンに出場する組込み
ソフトウエア

● 人工衛星開発

学生主体で活動しているプロジェクト例

4年生・5年生で体験できる特別プログラム
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クラスター研究室の拠点であるi2.lab、AI Dream 
Factory(AI夢考房)、金沢工業大学情報技術AI研
究所 AIラボ、ロボティクスラボが置かれている

i2.lab

金沢キャンパスは金沢市・野々市市にまたがり、広大なアカデミックエリアを形成して
います。写真左上は金沢駅、写真中央上は金沢市の繁華街・香林坊。野々市市はスー
パーやドラッグストアなどが集積し、全国有数の住みよい市として知られています。パーやドラッグストアなどが集積し、全国有数の住みよい市として知られています。

数理工教育研究センター 夢考房

2.lab、AI Dream 
金沢工業大学情報技術AI研金沢工業大学情報技術AI研

ティクスラボが置かれている

金沢キャンパスは金沢市・野々市市にまたがり、広大なアカデミックエリアを形成して
います。写真左上は金沢駅、写真中央上は金沢市の繁華街・香林坊。野々市市はスー
パーやドラッグストアなどが集積し、全国有数の住みよい市として知られています。

AI Dream Factory
（AI夢考房）
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4・5年では金沢工業大学と連携し、分野を横断した研究やプロジェクト
活動に参加します。具体的には大学の研究室でのインターンシップやク
ラスター研究室での研究、大学の授業科目の履修などが挙げられます。
国際高専4・5年生が研究に取り組む研究拠点がクラスター研究室で
す。ここでは、金沢工業大学の研究室と連携して研究に取り組みます。

Challenge Labは大学の研究室が集まり新しい技術に
挑戦するために開設された場所で、クラスター研究室の
拠点でもあります。学生が考えたさまざまなアイデアと
AIの技術、さらに研究所の知識を、分野を超えて結び付
け、未来社会に役立つ新技術や価値の創出にチャレンジ
しています。こだわりのつまったインテリアやプレゼン
テーションやミーティングに活用できるさまざまな設備
が揃い、アイデアがふくらむクリエイティブな環境です。
2022年度には新たに国際高専校舎のある31号館に金沢
工業大学工学部ロボティクス学科の3研究室が移動し、
ロボティクスラボが開設されました。こちらも広く門戸を
開き、大学や高専にとどまらず地域や企業の共同研究者
などさまざまな人が交わる共創の場を目指しています。

幅広く実践的な大学の研究活動に
高専生の段階から参加できる

伊藤 周 教授  博士（理学）
クラスター研究室主任

大学生とふれあい、刺激しあうことで
目の前の世界が大きく広がる

▲▲▲動画で
メッセージ

▲▲▲動画で
メッセージ

中沢 実  博士（工学） 
金沢工業大学情報工学科教授

金沢工業大学情報技術AI研究所AIラボ所長

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

クラスター研究室では大学の先生の指導を受けたり、一緒に研究
活動を行ったりします。金沢工業大学には素晴らしい研究・学修
環境があり、たくさんの面白くて重要な研究をしている先生がいま
す。高専生は大学生より早い段階で研究活動に参加することにな
り、幅広いジャンルから自分のやりたいことを見つけることができ
ます。
国際高専は入学直後からのプロジェクト活動でものづくりの考え
方や基本を身につけることができ、英語の勉強をするにもとても
よい環境が整っています。多くのプレゼンテーションが経験でき
るのも大きな特徴です。企業で研究開発に携わった方など実際
のビジネスの場で活躍したユ
ニークな先生から学べること
も魅力です。私は国立天文
台ハワイ観測所の研究員とし
てハワイに6年間滞在し、苦
労もしましたが他ではできな
いたくさんの貴重な経験をす
ることができました。学生の
皆さんには、ここで力をつけ
て、世界に羽ばたいてほしい
と思います。

ものづくりは、着想から設計、構築、評価と長いスパンでやること
が多いのですが、それだと世の中のスピードの速さについていけ
ないことがあります。ここでは、思いついたらすぐにものづくりが
進められる環境を整えています。学生時代にものづくりができる
期間はそれほど長くはありません。どんどん新しいものを早いサイ
クルで生み出せる場にしたいと考えました。研究を進めるにあた
り、それはどこで誰が使うのか、だれにとって「嬉しい」ものなの
かを考えたうえで実装をはじめるのが、研究室の特徴です。この
環境を活用して自由にやりたいことにチャレンジしてほしいです
ね。現在も国際高専を卒業
して金沢工業大学に編入し、
この研究室で活動している学
生さんがいますが、今後はさ
らに連携を深めて大学生と
高専生、お互いが刺激しあえ
る場にしていきたいですね。
金沢工業大学は学科間の交
流や共同でプロジェクトを運
営することが多い大学です。
さまざまな人と関わること
で、世界が大きく広がります。

さまざまなものが有機的に結合し、さらに力を発揮するオープンイノベーションな環境をつくりたい

▲
▲
▲

動画で
メッセージ

鈴木 亮一 博士（情報科学）
金沢工業大学学長補佐

金沢工業大学ロボティクス学科教授
Challenge Lab所長

ロボティクス学科は文字通りロボットの研究をする学科です。ロボットと言っても幅広く、工場
や現場で動いている機械や乗り物もロボットですし、ロボットの頭脳となる人工知能をつくるこ
ともロボットに関わる研究です。世の中を便利にしようとか、新しいことをしようとする場面に
はすべてロボットが関わっているといえるかもしれません。Challenge Labは学部・学科を超
えて学生と教職員たちが集まる場所です。障がい者スポーツのチェアスキーを、スキー場にい
るような臨場感で体験できる日本初のVRチェアスキー・シミュレータの開発も行いました。開
発にはロボティクス学科のほか、機械工学科や応用化学科の学生も関わっています。私たちは
研究を進めるうえで、実際に使用する人の意見を聞くことを大切にしています。自分たちが作っ
たものを評価してもらえるとことに学生はやりがいを感じています。使用する人たちと一緒にも
のづくりをできるのがChallenge Labです。ここには10代から20代の半ばまで広い世代の学生
が集まります。世代や分野を超えて学ぶ環境に身をおくことは大きなメリットになると思いま
す。新しいロボティクスラボもいろいろな人が気軽に参加できる場所にしたいですね。

3年生のインターンシップで大学の研究室を訪問、クラスター研
究室で「発表の態度評価システム」の研究を行いました。AIに学
習させプレゼンターの姿勢や動きを評価するシステムです。クラ
スター研究室は設備が整っていて、リラックスできる椅子なども
あってお気に入りの場所でした。4年生は専門科目の授業がメイ
ンでしたが、5年生はゼミに所属することになります。たくさんの
情報を集めてデータ分析をするような研究ができればと考えてい
ます。将来は経営に関われるよう
になりたいのですが、その前にIT
やデータ分析のスキルを高めたい
ですね。
卒業後は留学してビジネスITを学
ぶ予定です。英語は得意なので
すが、ライティングが少し苦手で、
まだ点数が足りないので勉強中。
日本語が上達したぶん、英語を忘
れないように映画を見たり、ネイ
ティブの先生と話したり、英語を
活用することも心がけています。

3年生のインターンシップでは大学の機械工学科の研究室で勉強
しました。機械と情報とどちらを選択するか迷ったのですが、もと
もと機械が好きだったこともあり、機械を専攻しました。インター
ンシップでは車のバンパーのデザインを決めるためのシミュレー
ションに参加しました。この形でこれだけの力がかかると壊れると
か、さまざまな条件で実験を行うのがとても面白かったです。高
専とはまったく違う環境で学び、機械工学にさらに興味をもつこと
ができました。エンジニアリングデ
ザインでは、担当の先生と相談し、
ヘアアイロンの改良について研究す
る予定です。美容に興味があるの
で、どんな研究ができるか楽しみで
す。将来はまだ具体的に決めてい
ませんが、設計や開発に携わりた
いと思っています。英語もこれまで
がんばって勉強してきて、英検準1
級に合格、次はTOEICにチャレンジ
予定です。せっかく身につけたスキ
ルなのでこれからも磨いていきたい
と思います。

データ分析を学び、将来は経営にも関わりたい
得意の英語を磨いて海外留学も計画中

プラチャクタム・イッサダーさん4年
Satit Bilingual School of Rangsit University （タイ王国）出身

インターンシップで機械工学科の研究室を体験
設計や開発への興味がふくらみました

瀬戸 悠華さん4年
金沢市立森本中学校（石川県）出身

学生に聞く！

AIやIoT、データサイエンス、
ロボティクスの分野で
大学生と共に研究に取り組む

クラスター研究室

年生・4 年生国際高専 5

i2. lab、AI Dream Factory（AI夢考房）、AIラボ■

Challenge Lab、ロボティクスラボ■
大学生と共に学ぶクリエイティブな環境

＊ 天文学で博士号を取得（東京大学）、
 国立天文台ハワイ観測所を経てビクトリア
 大学（カナダ）機械工学科AOラボ研究員
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金沢工業大学は2017年12月、第1回「ジャパンSDGsアワード」SDGs推進副本部長（内閣官房長官）賞を大
学で唯一受賞した日本を代表するSDGs推進高等教育機関です。金沢工業大学SDGs推進センターの平本
督太郎センター長（経営情報学科准教授）は国内におけるSDGsイノベーション教育の第一人者。学生の課外
活動プロジェクトのひとつ、SDGs Global Youth InnovatorsはSDGsカードゲーム「THE SDGs アクション
カードゲームX（クロス）」を開発し、官公庁や自治体、小中高の教育現場で活用されています。また開発に
たずさわった学生は在学中に起業し、SDGsに関するさまざまな教材開発に取り組んでいます。

INTERVIEW 先輩インタビュー

中学生の頃からエンジニアを目指していて、国際高専（入学時は金沢
高専）で5年間を過ごし、金沢工業大学工学部3年に編入、今春、大学
院へ進みました。設備が充実しており、大学まで一貫して学べること
が高専を選んだ理由です。
高専ではマルチコプターを学び、グループでドローンを作って大会に参
加したことが、いちばんの思い出です。大学ではロボットを学びたいと
思い、ロボティクス学科に編入。大学4年生から現在も継続して「遠隔
でいちごを摘果するためのロボットの開発とシステムの構築」を行って
います。研究の舞台は企業と共同で次世代農業の研究に取り組んで
いる白山麓キャンパスの研究用いちご圃場。高品質のいちごを生産す
るためには、実の一部を熟する前に間引く必要があります。この「摘
果」作業を遠隔で指示し、
現地でロボットが行う仕組
みを開発中です。高齢化が
進む農業で、遠隔で作業で
きるシステムは大きな効果
が期待できます。夢考房や
ライブラリーセンターなど、
恵まれた環境をフルに活用
して、研究を進めています。

遠隔地からロボットを操作し、いちごを摘果
次世代農業への貢献が期待される研究に没頭中

新井 友晴さん金沢工業大学大学院工学研究科機械工学専攻1年
※学年は2022年4月現在のものです

KIT-RITデュアルディグリープログラムは、金沢工業大学大学院工
学研究科情報工学専攻博士前期課程の学生が、金沢工業大学
（KIT）とロチェスター工科大学（RIT）の両大学院で学び修了要件
を満たすことで、最短2年間で両大学の修士号取得が可能となるも
のです。しかも学費は金沢工業大学の学費のみで可能です。
RITは、アメリカ・ニューヨーク州北西部、ロチェスター市にある私
立の工科系大学です。雑誌『Forbes Magazine』で全米ベスト大
学の一つと評価されています。第一期生に選ばれた大学院生の本
田彰吾さんは2021年1月に渡米。RITにて声帯振動と脳波を使って
自然なコミュニケーションが難しい人の補助システムの研究に取り
組みました。

最短2年間で金沢工業大学と米ロチェスター工科大学の2大学の修士号が取得できる 
KIT-RITデュアルディグリープログラム（Dual Degree Master’s Program）

COLUMN

金沢工業大学3年次に編入。
高度な専門と幅広い教養を
英語で身につける
国際高専卒業後は、金沢工業大学3年次に編入します。国際
教養理工学環で幅広い教養と理工学の専門分野を英語で学
び、新たな社会の仕組みや価値の創出、新しいモノ・コトづ
くりなどに挑戦します。

国際高専（ICT)と金沢工業大学（KIT)は「KIT/ ICTスクールシ
ステム」を構築。国際高専卒業後は、金沢工業大学3年次に編
入し、学部3年次、4年次は国際教養理工学環で学びます。また
大学院に進学し、さらに２年間、一貫した学びや研究活動に取
り組むことができます。

国際教養理工学環の授業は主に英語で実施され、金沢工業大
学の全学部・学科から希望学生が参加できます。STEAM教育
による豊富な教養と理工学の知識・スキルを修得。世代・分
野・文化を超えた多様性あるチームによる問題設定と問題解決
の実践と社会実装、コーオプ教育や国際プロジェクトなどを通
じて、本質を見極める力、柔軟な思考力と表現力、クリエイティ
ブな発想力と課題解決力（社会実装力）、人と人をつなぐコミュ
ニケーション力とコラボレーション力、グローバルな視点からの
判断力を身につけます。

国際教養理工学環で目指すのは、π（パイ）型（2つ以上の専門
分野と幅広い教養を持つ人材）や、H型人材（高度な専門能力
と幅広い教養で異分野と融合できる人材）。
「Global Leader」（新しい社会の仕組みや価値創出に挑戦する
イノベーター）、「Global Engineer」（理工学専門分野と幅広い
教養を融合し、新しいモノ・コトづくりに挑戦する技術者）、
「Global Researcher」（学際的視点から融合分野の研究に果敢
に挑戦する研究者）を目指します。

金沢工業大学では「扇が丘キャンパス」のほか、研究所が集積し
た「やつかほリサーチキャンパス」や、さまざまな実証実験が可
能な「白山麓キャンパス」があります。大学院では高度な環境の
もとで社会実装研究に取り組み、研究成果は国際会議で発表し
ます。海外提携大学とのDual Degreeの道も開かれています。

卒業後 金沢工業大学へ

国際高専卒業後も一貫した学びと研究活動が可能
「KIT/ ICTスクールシステム」

国際教養理工学環で身につく力

国際教養理工学環で目指す人材

大学院では高度な環境のもとで社会実装研究

3名のグループでロボットのアーム部分を開発 白山麓キャンパス内の研究用いちご圃場 摘果の様子を現場で検証中

編入先の金沢工業大学は日本を代表するSDGs推進高等教育機関

本田 彰吾さん 2022年3月金沢工業大学大学院情報工学専攻修了（金沢工業大学・RIT両大学の修士号取得）
2022年9月アリゾナ州立大学大学院博士課程進学予定
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募集学科及び入学定員

入学試験日程

授業料等の納入金

検定料

入学金

15,000円

200,000円

国際理工学科 （Department of Science and Technology）

国際高等専門学校（ International College of Technology, Kanazawa）

定員：45名

入学手続締切日

2023年1月10日（火）～1月18日（水）

2023年1月24日（火）～2月  9日（木）

2023年2月14日（火）～2月24日（金）

１年

２年

250,000円

250,000円

3,000,000円

3,000,000円

2023年  1月28日（土）

2023年  2月18日（土）

2023年  3月  4日（土）

2022年  7月23日（土）
2022年  8月27日（土）
2022年10月  1日（土）
2022年10月29日（土）
2022年11月26日（土）

2022年  7月29日（金）15時
2022年  9月  2日（金）15時
2022年10月  7日（金）15時
2022年11月  4日（金）15時
2022年12月  2日（金）15時

2023年  2月  3日（金）15時

2023年  2月22日（水）15時

2023年  3月  9日（木）15時

金沢、東京、大阪

金沢、東京、大阪

オンラインで
実施します

オンラインで
実施します

2023年  2月16日（木）

2023年  3月  7日（火）

2023年  3月16日（木）

2022年12月15日（木）
2022年7月1日（金）～11月16日（水）
※出願締切日は各試験日の10日前です。

グロ－バル入試

一般入試Ａ

一般入試Ｂ

自己推薦入試

出願に関する詳細については、WEBサイトを必ずご確認ください。

＊ パソコン、ワーキングジャケット、体操服等の費用は、
授業料に含まれます。

＊教材等一式及び寮費は授業料に含まれません。

＊教材等一式及び寮費は授業料に含まれません。

＊留学に係る費用には渡航費用は含まれていませんので、
別途必要になります。

＊授業料及びホームステイ費用等は、ニュージーランド政府
の規則に従ってオタゴポリテクニクが2024年12月に決定
し、2024年12月に日本円での全額一括納入とします。

＊為替レートは、NZドル1.00＝¥80.00で算出しています。

＊教材等一式は授業料に含まれません。

・ 学費（夜間授業料を含む）　1,516,000円
・ 教材等一式（教科書、補助教材等を含む）　308,000円
・ 寮費【全寮制】（食事 300日分、部屋代、光熱費、掃除費、
 リネン代等を含む）  1,176,000円

・ 学費（夜間授業料を含む）　1,516,000円
・ 教材等一式（教科書、補助教材等を含む）　308,000円
・ 寮費【全寮制】（食事 300日分、部屋代、光熱費、掃除費、
 リネン代等を含む）  1,176,000円

・ 費用には、課外活動費、疾病・傷害・損害賠償等の保険
 料を含みます

オタゴポリテクニク授業料

ホームステイ費用等

備　考

21,000NZドル
（1,680,000円）

15,000NZドル
（1,200,000円）

（1） 授業料

（2） 上記以外に委託徴収会費（年額）が必要です。（2022年度参考）

育友会費（保護者会費）20,400円、  学生会費 9,600円、  同窓会費 6,000円

国際高専ではグローバルイノベーターの育成を目指
し、ICTリーダーシップアワード奨学生制度を設け、
SDGs等多様な活動においてリーダーシップを発揮
し得る学生を支援します。
SDGsは、「誰一人取り残さない」という理念のもと
に、国連全加盟国が合意した、世界を変えるための
17の目標のことです。国際高専では併設校の金沢
工業大学（KIT）と連携して、このSDGs達成に貢献
するため、身近な社会課題と地球規模課題を結びつ
けた社会実装型の教育研究プロジェクトを推進して
います。
奨学生には、「Golden Eagle Scholarship Student」
の名称を与えると共に、以下の奨学金を給付します。

リーダーシップアワード奨学生制度ICT
Golden Eagle Scholarship Student

入学試験において極めて優秀な評価を受けた者。

KIT/ ICTスクールシステム修学支援制度

 1～3年生 年額 750,000円
 4～5年生 年額 800,000円

年生（定員 5名）

給付金額

選抜方法

※奨学金は授業料の一部として取り扱う給付方法です。
※ICT リーダーシップアワード奨学生制度は最長で5年間継続して
　給付を受けることが可能です。

1

上記試験の合格者の中から、グローバル入試では2名、
一般入試Aでは3名を試験結果及び出願書類により総合
的に選抜します。

以下の基準により、選考します。

（a） 各学年終了時におけるGPA※がすべて2.5以上
（b） クラブ活動における積極的なリーダーシップの発揮及

び外部への情報発信
（c） SDGsを始めとする課外活動への積極的な参加と学

校広報活動への貢献
（d） 学校が指定する活動への参加と教育研究活動への

貢献

対象入試：グローバル入試、一般入試A

年生～ 年生（各学年定員 5名）2 5

■金沢工業大学3年次編入時の入学金200,000円を半額
免除します。

■金沢工業大学大学院入学金250,000円を免除します。

5＋4（国際高専5年＋金沢工業大学3年次編入から大学院
修士課程修了までの4年）のKIT/ICTスクールシステムでは、
充実した修学支援制度を設けています。

年　額月　額 授業料内訳

４年

５年

800,000円

800,000円

800,000円

800,000円

1,600,000円

1,600,000円

後学期前学期 年　額

３年

３年

４年、５年

ニュージーランド国立オタゴポリテクニク留学に係る費用（授業料等）

１年、２年

125,000円 125,000円 250,000円

後学期前学期 年　額

金沢工業大学大学院には充実した特待生
制度および修学奨励金制度があります。
詳しくは金沢工業大学WEBサイトを
ご覧ください。

合格発表日時試験場試験日出願受付期間

年　額（概算）

※GPA : GPA（Grand Point Average）とは、個々の科目の成績評価
（0～4ポイント）に基づき、全履修科目における1単位当たりの成績
評価の平均値を表すものです。



解析基礎Ａ

基礎数学Ａ

物理基礎Ａ

化学基礎Ａ

解析基礎Ｂ

基礎数学Ｂ

物理基礎B

化学基礎B

微分・積分Ａ

代数・幾何学Ａ

物理Ａ

化学Ａ

生物Ａ

微分・積分Ｂ

代数・幾何学Ｂ

物理Ｂ

化学B

生物B

エンジニアリングデザインⅠA エンジニアリングデザインⅠB エンジニアリングデザインⅡA エンジニアリングデザインⅡB

コンピュータスキルズⅠＡ コンピュータスキルズⅠＢ コンピュータスキルズⅡＡ コンピュータスキルズⅡＢ

言語・人文社会

自然科学

共創科目

ITリテラシー

一
般
科
目

専
門
科
目

特別活動特別活動 特別活動

Precalculus A

Fundamental Mathematics A

Fundamental Physics A

Fundamental Chemistry A

Precalculus B

Fundamental Mathematics B

Fundamental Physics B

Fundamental Chemistry B

Calculus A

Algebra & Geometry A

Physics A

Chemistry A

Biology A

Calculus B

Algebra & Geometry B

Physics B

Chemistry B

Biology B

修学基礎 ビジネスマネジメントⅠ AI基礎

コンピュータサイエンス入門

電気基礎Ⅰ

データサイエンス基礎

ロボティクス基礎

ビジネスマネジメントⅡ

Academic Foundation Business Management I Basics of AI

Introduction to Computer Science

Electric Foundations I

Basics of Data Science

Robotics Foundations

Business Management II

Engineering Design IA Engineering Design IB Engineering Design IIＡ Engineering Design IIB

Computer Skills IA Computer Skills IB Computer Skills IIA Computer Skills IIB

Natural
Science

Language and 
Humanities

保健体育ⅠＡ 保健体育ⅠＢ

ビジュアルアーツⅠ

保健体育ⅡＡ

ビジュアルアーツⅡ

保健体育ⅡＢ

パフォーミングアーツ

保健体育・他
Health and Physical Education IA Health and Physical Education IB

Visual Arts I

Health and Physical Education IIＡ

Visual Arts II

Health and Physical Education IIB

Performing Arts

Health and 
Physical
Education

General 
Education 
Courses

Co-creation

工学基礎
Basic 
Engineering

IT Literacy

Special ActivitiesSpecial Activities Special Activities

1年 1st Year 2年 2nd Year

Specialized 
Courses

言語・人文社会

共創科目

専
門
科
目

ITリテラシー

エンジニアリングデザインⅢ

工学基礎実技

一
般
科
目

Specialized 
Courses

Language and 
Humanities

Co-creation

IT Literacy

ファンクショナルイングリッシュ

テクニカルイングリッシュ

グローバルスタディーズ

生活と文化Ⅰ

生活と文化Ⅱ

Functional English

Technical English

Global Studies

Global Life and Culture I

Global Life and Culture II

Engineering Design III

Introduction to Engineering Practice

コンピュータスキルズⅢ

プログラミング基礎

Computer Skills III

Basic Programming

工学基礎
Basic 
Engineering

数理工学

電気基礎Ⅱ

工業力学

材料科学

Engineering Mathematics

Electric Foundations II

Engineering Mechanics

Material Science

3年 3rd Year 

General 
Education 
Courses

Department of Science and Technology 2023年度入学生対象 For students enrolling in 2023
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きたるSociety 5.0に向けた技術者の育成を国際理工学科カリキュラムの目的とします。（グローバルイノベータの具体的な技術者像）
具体的にはSociety5.0 の基盤をなすIoT、AI、ロボット分野における実践力を涵養します。

ビッグデータ
Big Data

プランニング  Planning

制御アクチュエータ
Control /Actuators

ロボット

IoT

AI

ネットワーク技術
Network 

Technology

データベース
Database

システム化
System 

Integrationエッジ・IoT
デバイス 

コンピュータ
Computers

エッジ・IoTデバイス
Edge/IoT Devices

セキュリティ
Security

機構
Mechanisms

WEB（セマンティックWeb）・テキストマイニング
WEB (Semantic WEB) / Text Mining

機械学習 Machine Learning

環境知能化
Ambient 

Intelligence

サーバ・クラウド
Servers/Cloud

センサー
Sensors

認識技術
（音声・動画等の
非構造化データ）

Society 5.0 : サイバー空間と現実空間を高度に融合させた社会。センサー等で現実世界から集めた膨大なデータ（ビッグデータ）からAIが価値ある情報を生み出し、
AIやロボットが現実世界に新しい付加価値をもたらす。これにより経済発展と社会的課題の解決を目指します。（SDGｓの実現）

データ分析・予測
Data Analysis / Predictive Analysis

入力 処理・制御 出力・ネットワーク 収集・分析・予測 活用・応用

当カリキュラムは2023年度入学生対象のものです。
文部科学省に申請予定のものになりますので、開講学年や科目名等は変更になる場合があります。

国語表現ⅠＡ

英語表現ⅠA

日本語ⅠＡ

リーディング・ライティングⅠＡ

リスニング・スピーキングⅠＡ

日本語基礎A

ブリッジイングリッシュA

日本文学

英文学

歴史文化ⅠＡ（日本語）

歴史文化ⅠＡ（英語）

Japanese Expression IA

English Expression IA

Japanese IA

English Reading and Writing IA

English Listening and Speaking IA

Fundamental Japanese A

Bridge English A

Japanese Literature

English Literature

History and Culture IA (Japanese)

History and Culture IA (English)

国語表現ⅡA

英語表現ⅡA

日本語ⅡA

リーディング・ライティングⅡA

リスニング・スピーキングⅡA 

海外英語研修

歴史文化Ⅱ（日本語）

歴史文化Ⅱ（英語）

Japanese Expression IIA

English Expression IIA

Japanese IIA

English Reading and Writing IIA

English Listening and Speaking IIA

Overseas English Program

History and Culture II (Japanese)

History and Culture II (English)

国語表現ⅡB

英語表現ⅡB

日本語ⅡB

リーディング・ライティングⅡB

リスニング・スピーキングⅡB

英語資格技術

社会科学（日本語）

社会科学（英語） 

Japanese Expression IIB

English Expression IIB

Japanese IIB

English Reading and Writing IIB

English Listening and Speaking IIB

English Certification Training

Social Science (Japanese)

Social Science (English)

国語表現ⅠＢ

英語表現ⅠＢ

日本語ⅠB

リーディング・ライティングⅠB

リスニング・スピーキングⅠB

日本語基礎B

ブリッジイングリッシュB

英語上級

歴史文化ⅠB（日本語）

歴史文化ⅠB（英語）

Japanese Expression IB

English Expression IB

Japanese IB

English Reading and Writing IB

English Listening and Speaking IB

Fundamental Japanese B

Bridge English B

Advanced English

History and Culture IB (Japanese)

History and Culture IB (English)

Society5.0の基盤をなす技術要素（イメージ）

必修科目（一般） 必修科目（専門） 選択必修科目 選択科目
Required Courses Required Courses Elective CoursesCompulsory Elective Courses

Technological elements that form the foundation of Society 5.0 (outline)

Input Processing / Control Output / Networking Collection/Analysis/Prediction Utilization / Application

The objective of the Department of Science and Technology is to foster engineers for the coming Society 5.0. (Specific image of a global innovator as an engineer)
Specifically, we will cultivate practical skills in the fields of IoT, AI, and robotics, which form the foundation of Society 5.0.
Society 5.0: A society in which cyberspace and real space are highly integrated. AI generates valuable information from the vast amount of data (big data) collected from the real world by 

sensors, etc., and AI and robots bring new added value to the real world. Through this, we aim to achieve economic development and solve social issues. (Realization of SDGs)

This curriculum is for students enrolling in the 2023-24 academic year.
The course years, course names, etc. may be subject to change as the curriculum is scheduled 
to be submitted to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).

Recognition 
Technology

(Unstructured 
data such as 
audio and video)

ニュージーランド留学 Study in New Zealand

Robots

白山麓キャンパス 1・2年生の活動の様子 1st- and 2nd-year students doing various activities at Hakusanroku Campus
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CURRICULUM MAP国際理工学科



4年 5年

特別活動 特別活動 特別活動

アカデミック・イングリッシュⅠＡ

技術者倫理

人文科学

エンジニアリングデザインⅣA

インターンシップⅠA

インターンシップⅡA

エンジニアリングデザインⅣB

インターンシップⅠB

インターンシップⅡB

一
般
科
目

専
門
科
目

技術者数理Ⅰ

技術者数理Ⅱ

技術者数理Ⅲ

データサイエンスⅠ

技術者の統計

応用数学

離散数学

データサイエンスⅡ

データサイエンス物理

電気電子回路Ⅰ

システムプログラミング

データ構造とアルゴリズム

データベース

電気電子回路Ⅱ

オブジェクト指向プログラミング

コンピュータネットワーク

AI技術

言語・人文社会

ITリテラシー

工学基礎

スペシャリスト
フォーカス

General 
Education 
Courses

Specialized 
Courses

Special Activities

Academic English IA

Ethics for Engineers

Humanities

アカデミック・イングリッシュⅠB

テクニカルコミュニケーション

科学技術と人類

Academic English IB

Technical Communication

Science, Technology, and Human Society

保健体育ⅢＡ
Health and Physical Education IIIA

保健体育ⅢＢ
Health and Physical Education IIIB

Engineering Design IVA

Internship IA

Internship IIA

コンピュータスキルズⅣA
Computer Skills IVA

Engineering Design IVB

Internship IB

Internship IIB

Mathematics for Engineers I

Mathematics for Engineers II

Mathematics for Engineers III

Data Science I

Statistics for Engineers

Applied Mathematics

Discrete Mathematics

Data Science II

Data Science for Physics

Electrical and Electronic Circuits I

System Programming

Data Structures and Algorithms

Database

Electrical and Electronic Circuits II

Object-oriented Programming

Computer Networks

AI Technology

ロボットプログラミングⅠ

移動ロボット入門

ロボット基礎力学

ロボットプログラミングⅡ

制御工学入門

Robot Programming I

Introduction to Mobile Robots

Robot Mechanics

Robot Programming II

Introduction to Control Engineering

アカデミック・イングリッシュⅡ

未来学

特殊講義（情報）

特殊講義（AI・データサイエンス）

特殊講義（IoT・ロボティクス）

環境化学

技術者のための経営Ⅰ

技術者のための経営Ⅱ

サステナブルイノベーション

環境システム

センサフュージョン

情報セキュリティ

オペレーティングシステム

制御工学

製図・CADⅡ

ロボット材料

専門ゼミB(情報）

専門ゼミB(ロボティクス）

コーオププロジェクト

Academic English II

Futurology

グローバル地政学

感性とデザイン

Global Relations and Geopolitics

Sensitivity and Design

Special Lecture (IT)

Special Lecture (AI/Data Science)

Special Lecture (IoT/Robotics)

Environmental Chemistry

Management for Engineers I

Management for Engineers II

Sustainable Innovation

Environmental Systems

Sensor Fusion

Information Security

Operating Systems

Control Engineering

Drawing/CAD II

Robot Materials

Specialized Seminar B (IT)

Specialized Seminar B (Robotics)

Co-op Project

4th Year 5th Year

Special Activities Special Activities

保健体育・他
Health and 
Physical Education

Language and 
Humanities

IT Literacy

共創科目
Co-creation

Basic 
Engineering

Specialist Focus
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デジタル信号処理

コンピュータグラフィックス

ソフトウェア工学

熱工学

製図・CADⅠ

ロボット要素設計

専門ゼミA(情報）

専門ゼミA(ロボティクス）

Digital Signal Processing

Computer Graphics

Software Engineering

Thermal Engineering

Drawing/CAD I

Design of Robot Elements

Specialized Seminar A (IT)

Specialized Seminar A (Robotics)

Computer Skills IVB

Physical Computing

コンピュータスキルズⅣB

フィジカルコンピューティング

必修科目（一般） 必修科目（専門） 選択必修科目 選択科目
Required Courses Required Courses Elective CoursesCompulsory Elective Courses

当カリキュラムは2023年度入学生対象のものです。
文部科学省に申請予定のものになりますので、開講学年や科目名等は変更になる場合があります。
This curriculum is for students enrolling in the 2023-24 academic year.
The course years, course names, etc. may be subject to change as the curriculum is scheduled 
to be submitted to the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
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Department of Science and Technology 2023年度入学生対象 For students enrolling in 2023CURRICULUM MAP国際理工学科

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February 

3
March

These events were held in past and are subject to change in the future.
イベントは過去に開催したものです。今後、変更となる場合があります。

スキー・スノーボード
Winter Sports

クリスマス
Christmas

ハロウィン
Halloween

STEMフェア
STEM Fair

白山登山
Mt. Hakusan Hiking

1年生歓迎会
Welcome Party 
for New Students

終業式
Closing Ceremony

スポーツ
フェスティバル
Sports Festival

高専祭
School Festival

入学式
Entrance Ceremony

白金祭
School Festival

対面式・始業式
Welcome Ceremony and
Opening Ceremony

卒業式
Commencement

EVENT CALENDAR
国際高専の1年



学生の活動がわかる！ 国際高専のWEBサイトとSNS

白山麓キャンパス

金沢駅

北陸鉄道石川線北陸鉄道石川線

金沢西IC

白山IC

美川IC

小松IC

西金沢駅西金沢駅

小松駅

小松空港小松空港

野々市駅野々市駅

松任駅松任駅

野々市工大前駅野々市工大前駅

金沢工業大学
扇が丘キャンパス

国際高等専門学校
金沢キャンパス

白山比咩神社

鶴来駅

北
陸
自
動
車
道

JR
北陸
本線

北陸新幹線

岐阜県

白山白川郷
ホワイトロード

↓福井県

粟津温泉

獅子吼高原

いしかわ動物園

手取峡谷

九谷陶芸村

アクセス ACCESS

Four seasons of Mt.Hakusan

Yatsukaho 
Research Campus

Yatsukaho 
Research Campus

Kanazawa Sta.

Kanazawa-Nishi I.C

Nishi-Kanazawa Sta.Nishi-Kanazawa Sta.

Komatsu 
Airport

Hakusan I.C

Komatsu I.C

Komatsu Sta.Komatsu Sta.

Kutani Ware 
Ceramic Art 
Village

Kutani Ware 
Ceramic Art 
Village

Nonoichi-Koudaimae Sta.Nonoichi-Koudaimae Sta.

Matto Sta.Matto Sta.

Hokuriku Railroad 
Ishikawa Line
Hokuriku Railroad 
Ishikawa Line

Nonoichi Sta.Nonoichi Sta.

Mikawa I.C

Hoku
rik

u Ex
pre

ss
way

JR Hokurik
u Line

Hakusanroku Campus

→

Hakusan Shirakawa-go
White RoadFukui Pref.

Gifu Pref.

Awazu Onsen

Shirayama Hime Shrine

Tsurugi Sta.

Shishiku Plateau

Ishikawa Zoo

Tedori Gorge

Hokuriku Shinkansen

東京→金沢 約2時間30分

大宮→金沢 約2時間5分

高崎→金沢 約2時間15分

長野→金沢 約1時間5分

大阪→金沢 約2時間35分

名古屋→金沢 約2時間30分

札幌→小松 1便／日 約85分

羽田→小松 10便／日 約60分

福岡→小松 4便／日 約85分

那覇→小松 1便／日 約125分

鉄道

飛行機

白山の四季

By Air (to Komatsu Airport)

By Train (to Kanazawa Sta.)

From Tokyo  about 2 hours 30 minutes

From Omiya  about 2 hours 5 minutes

From Takasaki  about 2 hours 15 minutes

From Nagano  about 1 hour 5 minutes

From Osaka  about 2 hours 35 minutes

From Nagoya  about 2 hours 30 minutes

From Sapporo  1 �ight per day about 85 minutes

From Haneda  10 �ights per day about 60 minutes

From Fukuoka  4 �ights per day about 85 minutes

From Naha  1 �ight per day about 125 minutes

金沢駅から
車で約１時間
小松空港から
車で約45分
1 hour by car from
Kanazawa Sta.
45 minutes by car from
Komatsu Airport

やつかほ
リサーチキャンパス

やつかほ
リサーチキャンパス International College of Technology

Kanazawa Campus

Kanazawa Institute of Technology
Ohgigaoka Campus

変更となる場合がありますので、
詳細は小松空港WEBサイト及びJR WEBサイトをご覧ください。

白山

金沢市
白山市

野々市市
富山駅

東海北陸自動車道

北陸
新幹
線

JR北陸本線

金沢駅

白山麓キャンパス白山麓キャンパス

北陸自動車道

Mt. Hakusan

Kanazawa City

Hakusan City

Nonoichi City

Tokai-Hokuriku Expressway

Hokuriku Shinkansen

JR Hokuriku
 Line

Hakusanroku CampusHakusanroku Campus

Kanazawa Sta. Hokuriku 
ExpresswayToyama Sta.

扇が丘キャンパス
金沢キャンパス

Ohgigaoka Campus
Kanazawa Campus

やつかほリサーチキャンパス 白山麓キャンパス
Yatsukaho Research Campus Hakusanroku Campus

All trains and �ights mentioned above are subject to change.
Please con�rm schedule on the Komatsu Airport and JR websites.

国際高専では、キャンパス見学を受付しています。お申込み・お問合せは、WEBサイトの
「キャンパス見学」フォームをご利用ください。日程等について、折り返しご連絡させていただきます。  

We welcome you to visit our campus. Apply for a campus tour online.

Please check our website and social media for details and the latest information

Check us out on social media
SNSもチェックしよう！

国際高専のWEBサイトは、ニュースやイベント情報、入試情報のほか、学校や教育の特色、学びの
内容、教員情報など、さまざまな情報を掲載しています。「白山麓ジャーナル」や、ツイッター、
Facebook、Instagram 、LINEでは、授業や課外での学生の活動の様子を日々発信しているほか、
YouTube公式チャンネルは学生によるプレゼンや国際高専の特色がわかるトーク番組、ムービー
など、盛りだくさんの内容となっています。また「白山麓キャンパス３D VRコンテンツ」では、VR化
された校舎内を自在にウォークスルーできます。各コンテンツのリンク先などの詳細は「国際高専
がわかる！ICTサイト」をご覧ください。

国際高専１、2年生のプロジェクトが作成。白山麓キャンパスの施設内
でどのような生活が送れるのか、学生寮のレイアウトはどうなってい
るのかなど、事前に知りたかったことを思い出しながら、コンテンツ
を制作しました。ストリートビューのように校舎内を自由にウォーク
スルーができるほか、各スポットに置かれたタグをクリックすると解
説や授業風景などの動画もご覧になれます。寮内の部屋の大きさや
家具の寸法など、リアル空間での長さも測定することができます。

「白山麓ジャーナル」は白山麓キャンパスで
のユニークな授業や課外活動について、学
生・教職員が英語と日本語で自ら執筆した
情報サイト。SNSでは伝えきれないさまざ
まな活動内容が具体的にご覧になれます。

成田空港

国際高専国際高専

羽田空港
中部国際空港

関西国際空港

小松空港

Central Japan 
International Airport 

Kansai 
International 
Airport 

Komatsu 
Airport 

Haneda Airport 

Narita Airport 

International College of 
Technology, Kanazawa
International College of 
Technology, Kanazawa
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国際高専が
わかる！
ICTサイト

白山麓キャンパスの活動を
学生・教職員自らがリポート

コンテンツ ピックアップ

校舎内を自在にウォークスルー。
白山麓キャンパス３D VRコンテンツを学生が作成

キャンパス見学のご案内

白山麓ジャーナル

国際高専トップページからは
上部メニューの「ICTで学びた
い方」をクリックしてください。




