
令和 2 年 3 月 30 日  

 

令和２年度 

 

授業開始までの日程 

（ご案内） 

 

３月３１日（火） ～ ４月６日（月） 

※ 授業は４月２０日（月）より実施します。 

  ４月７日（火）から授業開始までの期間については、別途 説明します。 

 

 

 

 

金沢工業大学 
● 工学部 
● 情報フロンティア学部 
● 建築学部 
● バイオ・化学部 

 

新型コロナウイルス感染症予防のために授業開始までの日程を変更します。 

３７．５度以上の熱がある場合や、風邪の症状がある場合は、登校しないでください。 

３７．５度以上の熱が 4 日以上続くなど体調に変化がある場合は、学内の診療所には直接行かず相談

窓口（扇が丘診療所）または居住地の保健所に電話で相談し、その指示に従ってください。療養後、医

師が発行する治癒証明書（診断書）を修学相談室に提出することによって、登校が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入生必携 

修学に関するお問い合せ先：金沢工業大学 修学相談室 直通電話 076-294-6739 

時間 （平日）8:30～17:20  （土曜）8:30～13:00 

◆相談窓口：金沢工業大学 扇が丘診療所 直通電話 076-246-1393 

時間（平日のみ）8:30～17:20 

◆新型コロナウイルス感染症に関する相談：（居住地管轄の保健所） 

石川中央保健福祉センター 直通電話 076-275-2250 

金沢市保健所 直通電話 076-234-5116 

時間（平日のみ）9：00～21：00 
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学期および時間割 

学 期 前学期 後学期 

授業期間 令和２年４月２０日～７月３１日 令和２年９月２４日～令和３年１月２６日 

時間割（授業時間：１００分、 休み時間：１５分、 昼休み：６０分） 

第１時限   ８：４０ ～ １０：２０ 

第２時限 １０：３５ ～ １２：１５ 

昼休み １２：１５ ～ １３：１５ 

第３時限 １３：１５ ～ １４：５５ 

第４時限 １５：１０ ～ １６：５０ 

第５時限 １７：０５ ～ １８：４５ 

※ 新型コロナウイルス感染症の予防対策として、前学期の授業日程を変更します。 

※ 前学期の授業実施日程の詳細は別紙 学年暦（3/31 に配付）を確認ください。 

※ 通常、月曜日～金曜日は第１時限から第４時限に授業が行われます。 

  



 

 
学習の継続 新入生のみなさんが入学後スムーズに授業を受けられるよう、高校での学習を復習しておくことが大切です。 

 

通学方法 
 

通学は公共交通機関を利用してください。自転車・バイクを利用する場合は自転車置き場またはバイク置き場に鍵

（２重ロック）をかけて置いてください。場所は「5.学内 MAP（扇が丘キャンパス）」で確認してください。 

※自動車による通学は禁止されています。 

 

住まいについて 
（寮・アパート） 
 

本学指定の寮・アパートを紹介する「寮・下宿相談室 新篁」（21 号館 2 階ＫＩＴサービスセンター）がキャンパス

内にあり、大学と指定の寮・アパートの管理人とが常に連絡をとれる体制を整えています。 

まだ住居を決定していない方は「寮・下宿相談室 新篁」をご利用ください。 

 

引越し 
 

３月は引越しの多い時期です。引越し業者などへの手配は早めに済ませ、荷物の運送日や入居日時などを、あらか

じめ寮・アパートの管理人の方と連絡をとり、入居してください。 

 

自然災害への 
備え 
 

自然災害などへの備えは十分にしておく必要があります。 

地震や災害時にどのように行動すべきか、新しい住居での避難場所はどこか、家族との連絡はどのようにとればよいかを

よく調べておいてください。 

大学での避難場所は、「5.学内 MAP（扇が丘キャンパス）」で確認してください。なお、大学は災害時のために非常

用食品や毛布、水を用意しています。 

 

 

 

 

会場 ： ８号館２・３階 教科書・教育用品販売会場（ＭＡＰ➑） 

日時 ： 3 月 28 日（土）・29 日（日） 9：00～16：00 

       3 月 30 日（月）          9：00～15：00 

●教科書・教育用品の購入 

  「教科書・教育用品購入一覧リスト」は販売会場にて配付しています。参照して購入してください。 

※教育用品には大学指定のものと大学推奨のものがあります。大学指定のものは必ず購入してください。大学推奨のものは、授

業にふさわしい商品を販売していますのでご購入をお奨めします。 

※本学には体育の授業があります。運動に適した用品（スポーツウエア上下、T シャツ、内履き）を準備してください。当日授業

にふさわしい商品を販売していますのでご購入をお奨めします。 

●昨年度実績による、各学科の費用（参考金額） 

学科 実験服 
教育用品 

(大学指定) 
教科書 総計(概算) 

機械工学科 5,100 円 7,500 円 6,900 円 19,500 円 

航空システム工学科 5,100 円 7,700 円 5,000 円 17,800 円 

ロボティクス学科 5,100 円 8,500 円 7,600 円 21,200 円 

電気電子工学科 7,100 円 1,800 円 9,000 円 17,900 円 

情報工学科 5,100 円 8,700 円 9,700 円 23,500 円 

環境土木工学科 (上下) 10,000 円 2,300 円 12,300 円 24,600 円 

メディア情報学科 不要 1,400 円 8,400 円 9,800 円 

経営情報学科 不要 300 円 7,100 円 7,400 円 

心理科学科 不要 500 円 6,900 円 7,400 円 

建築学科 5,100 円 17,500 円 23,800 円 46,400 円 

応用化学科 (白衣) 4,600 円 2,300 円 8,400 円 15,300 円 

応用バイオ学科 (白衣) 4,600 円 2,300 円 4,700 円 11,600 円 

※実験服の３L 以上のサイズは＋500 円になります。 

※学力診断の結果に基づき指定された履修コース別に、英語の教科書(3500 円程度・上表には含まず)を購入する必

要があります。  

  

１．入学までの準備 

２．教科書・教育用品の購入 



 

 

■ ３月３１日（火） 

時間 項目 場所 内容 

9:30～10:20 新入生受付 5･7・8･23 号

館 MAP❶ 

受付は学科別に行います。 

指定教室へは、係員および案内表示に従って入室してください。 

持参する物：学生証引換証 

10:35～12:15 学力診断の説明と今後の

スケジュール説明 

指定教室※ 
午後から行う、修学のための学力診断について説明を行います。 

 
持参する物：筆記用具、学生証 

13:15～14:55 修学のための 

 学力診断（英語） 

指定教室※ 
英語の学力診断を行います。この結果に基づき、前学期の英語履修コースを

決定します。履修コースについては、４月６日（月）のクラス別オリエンテー
ション③でお知らせします 

持参する物：筆記用具（鉛筆、プラスチック消しゴム）、学生証 

 

■ ４月１日（水） 

時間 項目 場所 内容 

～9:50 まで 指定教室へ入室 指定教室※ 

 

指定教室へは、9：50 までに入室してください。 
 
 

10:00～10:30 

 

 

入学式 

 

 

式次第  １. 開式の辞 ５. ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ生証授与 

 ２. 国歌斉唱 ６. 校歌紹介 

 ３. 学長式辞 ７. 閉式の辞 

 ４．新入生代表宣誓  

10:30～12:15 クラス別 

オリエンテーション① 

指定教室※ 

 

学科の代表教員より、挨拶があります。 

 
持参する物：筆記用具 

13:15～14:55 クラス別 

オリエンテーション② 

修学アドバイザー（クラス担当教員）の自己紹介と役割、本学の教育につ
いて説明します。 

持参する物：筆記用具 

15:10～16:30 リーダーシップアワード生証

授与式(対象学生のみ) 

5 号館 

101 教室 

MAP❷ 

対象者：リーダーシップアワード生 
（スカラーシップフェロー、スカラーシップメンバーに選定された学生） 

リーダーシップアワード生証の授与式および、アワード生としての学生生活や注

意事項、KIT オナーズプログラムなどについて説明します。 

持参する物：筆記用具、印鑑 

 

■ ４月２日（木） 

時間 項目 場所 内容 

8:40～10:20 修学のための 

  学力診断（数学） 

対象：工学部 

指定教室※ 
 

 
数学の学力診断を行います。この結果に基づき、前学期の履修クラスを決定
します。履修クラスについては、４月６日（月）のクラス別オリエンテーション

③でお知らせします。 

持参する物：筆記用具、学生証 
10:35～12:15 修学のための 

  学力診断（数学） 

対象：情報ﾌﾛﾝﾃｨｱ学部 

     建築学部 

     バイオ・化学部 

指定教室※ 

13:15～14:55 

 

日本学生支援機構 

奨学金説明会Ⓐ 

（貸与・給付予約採用決定者） 

多目的ホール 

ＭＡＰ❸ 

対象者：高校在学中に「令和２年度日本学生支援機構奨学生採用候
補者決定通知」を受理された方（貸与・給付予約採用決定者）。 

持参する物：「採用候補者決定通知（原本）」、学生証、筆記用具 

15:10～16:50 日本学生支援機構 

奨学金説明会Ⓑ 

（予約採用決定者以外 

・貸与希望者） 

多目的ホール 

ＭＡＰ❸ 

対象者：日本学生支援機構奨学金の 「貸与」 を希望する方で、予約採

用決定者を除き、新たに希望する方は必ず出席してください。 

持参する物：学生証、筆記用具 
 

 

  

 ３．授業開始までの日程 

※学科ごとのスケジュールおよび指定教室は、３月 31 日に配付する「授業開始までのスケジュールおよび指定教室一覧表」を 
確認してください。 

 



■ ４月３日（金） 

時間 項目 場所 内容 

8:40～16:50 ICT 基礎【学内ﾈｯﾄﾜｰｸ設

定ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ】 
(機械工学科、電気電子工
学科、情報ﾌﾛﾝﾃｨｱ学部、
建築学部が対象） 

指定教室※ 

 

学科ごとのグループを 4/3（金）と 4/6（月）に分けて、学内ネットワークの

接続設定を行います。 

持参する物：個人のパソコン、教科書『ICT 基礎』、AC アダプター、 
LAN ケーブル、DVD ドライブ（パソコンに内蔵していない場

合）、筆記用具 

8:40～17:20 定期健康診断 第１体育館 

ＭＡＰ➍ 

学校保健安全法により、定期健康診断を受診する必要があります。自分の
健康を自分で守るためにも、必ず受診してください。 

○女子学生受診時間 16:00 ～17:20 学科指定時間で受診ください。 

 

■ ４月４日（土） 

時間 項目 場所 内容 

10:35～12:15 日本学生支援機構 

奨学金説明会Ⓒ 

（予約採用決定者以外 

・給付希望者） 

多目的ホール 

ＭＡＰ❸ 

対象者：日本学生支援機構奨学金の 「給付」 を希望する方で、予約採

用決定者を除き、新たに希望する方は必ず出席してください。 

持参する物：学生証、筆記用具 

 

■ ４月６日（月） 

時間 項目 場所 内容 

8:40～16:50 クラス別 

オリエンテーション③ 

指定教室※ 

 

大学の教育や大学生活について説明します。 
 

持参する物：修学アドバイザーが指示したもの、筆記用具 

8:40～16:50 ICT 基礎【学内ﾈｯﾄﾜｰｸ設

定ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ】 
(4/3（金）学内ﾈｯﾄﾜｰｸ
設定ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ実施以外
の学科が対象） 

指定教室※ 

 

学科ごとのグループを 4/3（金）と 4/6（月）に分けて、学内ネットワークの

接続設定を行います。 

持参する物：個人のパソコン、教科書『ICT 基礎』、AC アダプター、 
LAN ケーブル、DVD ドライブ（パソコンに内蔵していない場
合）、筆記用具 

4/6（月）クラス別オリエンテーション③で配付される「履修許可時間割表」の英語科目名を確認し、当日中に指定

教科書をライブラリーセンター１階にて購入ください（3500円程度をご準備ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

奨学金説明会の注意事項 

奨学金を希望する方は次のフローチャートを確認し、対象の説明会に参加してください。 
説明会は学生が対象です。保護者の方の入場はご遠慮願います。 



本学への公共交通機関 

 

 

 

●学生証について 

学生証は、本学学生であることを証明するもので、卒業まで使用します。学内では、入館や各種手続きなどに必要となります 
ので、常に携帯してください。紛失や、他人に使用等されることのないよう、取り扱いには十分注意してください。 

 

 

●在学証明書の発行・・・１号館２階（ＭＡＰ➎） 

 必要な方は、「証明書自動発行機」をご利用ください。その際には学生証が必要となります。 
   利用時間  （平  日）  8：30 ～ 17：20 
           （土曜日）  8：30 ～ 13：00 （日曜、祝日は発行できません） 

※在学証明書の発行は、４月１日の入学式終了以降になります。 

 

 

●通学証明書の発行について 

各公共交通機関の定期券を購入するためには、「通学証明

書」が必要となります。経路や乗り継ぎ方法などは、各公共交

通機関の窓口にて確認し、必要な通学証明書の発行手続

きをしてください。 

通学証明書の発行場所は以下の通りです。 

➢ＪＲ／IRいしかわ鉄道／あいの風とやま鉄道 

修学相談室 1 号館 2 階（MAP➎） 
（平  日）  8：30 ～ 17：20 
（土曜日）  8：30 ～ 13：00 

（日曜日、祝日は発行できません） 

※修学相談室では、3 月 30 日・31 日、新入生対象に「４月１日以降有効」の通学証明書を発行します。 

その際は入学許可書の提示が必要です。 

➢北陸鉄道バス、北陸鉄道石川線・浅野川線（電車） 

KIT サービスセンター 21 号館 2 階（MAP➏） 
（平  日）  9：00 ～ 17：30 
（土曜日）  9：00 ～ 14：00 

（日曜日、祝日は発行できません）※3 月 29 日(日)のみ発行可能（9：00～16：00） 

※KIT サービスセンターでは、北陸鉄道の定期券の予約購入も可能です。 

※3 月 28 日から 31 日、新入生対象に予約を受け付けます。その際は入学許可書の提示が必要です。定期券の引渡し

は４月 1 日以降になります。 

 

 

●住所移転に伴う転入の手続きについて 

  金沢市と野々市市への転入は、次のとおり学内にて手続きができます。 

   ◆期間 ： ３月 28 日（土） 9：00～16：00 

           ３月 29 日（日） 9：00～16：00 

   ◆場所 ： ２１号館１階転入届出張受付窓口（ＭＡＰ➐） 

   ◆必要なもの ： ①転出証明書（前住所地で交付されたもの） 

②住民異動届（窓口に設置してありますので、当日ご記入ください） 

③身分証（保険証、運転免許証、入学許可証など） 

④印鑑 

⑤マイナンバーの通知カード（転入される方のもの） 

 

４．各種手続きについて 



 

 

 

●健康保険被保険者証の手続きについて 

健康保険被保険者証（保険証）は、病気やケガで診察を受ける時に必要です。保護者の元を離れて生活する学生は、必

ず携帯してください。「健康保険被保険者証」は加入の団体によって、カード式で家族全員に交付されている場合と、申請によ

り「遠隔地被扶養者証」として交付されるものがあります。 

申請する場合に必要な「在学証明書」は、１号館２階（ＭＡＰ➎）「証明書自動発行機」をご利用ください。 

 

 

●特設窓口について 

各種手続 
3/28 

(土) 

3/29 

(日) 

3/30 

(月) 

3/31 

(火) 

4/1 

(水) 
時間 場所 

学研災付帯学生生活総合保険 

申込受付 
〇 〇 〇 ― ― 9:00～16:00 21 号館 1 階（MAP➐） 

野々市市・金沢市への 

転入届出張受付 
〇 〇 ― ― ― 9:00～16:00 21 号館 1 階（MAP➐） 

教科書・教育用品の販売 〇 〇 〇 ― ― 
9:00～16:00 

(3/30 は 15:00 まで) 
8 号館 2・３階（MAP➑） 

自転車の販売 〇 〇 〇 ― ― 9:00～16:00 21 号館 1 階（MAP➐） 

新入生何でも相談窓口 

（先輩学生がアドバイスします） 
〇 ― 〇 ― 〇 9:00～16:00 21 号館 1 階（MAP➐） 

   ※３月３１日は修学のための学力診断のため、特設窓口は設けません。 

 

 

  

MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

５．学内ＭＡＰ （扇が丘キャンパス） 

 

 

❸6 号館(3 階)多目的ホール 

・奨学金説明会 

❷5 号館(1 階)5･101 

・リーダーシップ 

アワード生証授与式 

❺1 号館(2 階)修学相談室 

・在学証明書の発行 

・JR･IR･あいの風とやま 

  通学証明書の発行 

➊23 号館(1 階)  

・新入生受付 

機械工学科 

電気電子工学科 

➊8 号館(1 階)  

・新入生受付 

航空システム工学科 

ロボティクス学科 

環境土木工学科 
➊8 号館(4 階)  

・新入生受付 

情報工学科 
➊8 号館(5 階)  

・新入生受付 

応用化学科 

応用バイオ学科 

➐21 号館(1 階)  

・転入届出張受付窓口 

・学研災付帯 学生生活総合保険申込 

 窓口 

・自転車の展示販売 

・新入生何でも相談窓口 

❻21 号館(2 階)KIT サービスセンター 

・北陸鉄道通学証明書発行窓口 

❹第 1 体育館 

・定期健康診断 

➊5 号館(1 階)  

・新入生受付 

建築学科 

北校地避難場所 

南校地避難場所 

東校地避難場所 

●ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 
➊7 号館(2 階)  

・新入生受付 

メディア情報学科 

経営情報学科 

心理科学科 

(保護者の皆様へ) 

新入生受付 3/31 ならびに入学式 4/1

は学生のみの入室となります。 

保護者の皆様には、新型コロナウイル

ス感染予防の観点からキャンパス内へ

の入場をご遠慮いただきます。 

❽8 号館(2,3 階) 

・教科書・教育用品販売会場 


