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2. 学事運営組織
2.1 学事運営組織と役割
学事運営の組織構成を図 2-1 に、また、部長会以下の主な役割を示します。

図 2-1 学事運営の組織構成
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教

務

部：

教務運営の方針及び教育実施状況の把握、教育内容の精査と改善及び授業満足度評価に関する事項

学

生

部：

修学指導の方針及び修学アドバイザーの指導状況の把握、修学指導の把握、分析及び対策、評価と学生満足度評価に関する事項、
KIT オナーズプログラムの運用・障がい学生の支援、学生の厚生及び補導に関する事項

進

路

部：

進路指導の方針及び進路アドバイザーの指導状況の把握、進路開拓と卒業生満足度評価に関する事項

入

試

部：

教育活性化のための入学者の数と質の確保に関する事項、入試システムの充実改善、入学者及びその保護者並びに高等学校の満足
度評価に関する事項

研

究

部：

大学全体の研究方針及び研究実施状況の把握、大学院における「高度な技術者教育」の実施に伴う教育方針及び教育内容の精査と
改善

教育点検評価部：

教育活性化のための教育実態把握と内容の評価及び改善、外部評価に対する対応と調整

専門基礎教育部：

学部における専門基礎教育の実施方針及び実施状況の把握、専門基礎教育における教材開発及び改善等
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2.2 教育支援・学習支援組織と機能
年間 365 日のうち、授業を実施している日数は 150 日で、残りの 215 日は夏期・春
期休暇や日曜・祝日です。教育目標である「自ら考え行動する技術者の育成」を達成す
るため、授業に加えて課外の教育プログラムも充実させ、年間 300 日、学生が主体的・
自主的に活動できるキャンパスを目指しています（図 2-2 参照）。
学生の教育や学習を支援する枠組みを図 2-3 に、また、それを推進・支援する組織を
以下に示します。

図 2-2 学生が活動できる日数

図 2-3 授業と課外活動の連携
(1) 学生生活支援
①

大学事務局
大学事務局では、履修申請や成績、授業に関する各種手続きを担っているほか、修学や学生生活
全般に関する質問や相談を行うこともできます。また、在学証明書・成績証明書などの各種証明書
の発行、各種奨学金や教育職員免許の窓口にもなっており、学習や生活など学生サポートの中心
的役割を果たしています。

②

学生ステーション
学生ステーションは、学生同士または学生と教職員が交流・情報発信する場であり、学年・学科の
枠を超えて学生同士が、共通の話題で対話し、自由な活動を通じて自己成長をおこないます。
平日は 21 時まで、土曜は 17 時まで開館しており、学生主体の交流イベントや講習会の企画・実
施、学生スタッフによる相談窓口を開設しています。また、学内インターンシップ制度の窓口として、ガ
イダンス、ビジネスマナー研修を実施しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/gstation/ で紹介しています。
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(2) 課外活動支援
①

プロジェクト教育センター・夢考房
プロジェクト教育センターは、ものづくり機能を有する夢考房と、健康管理や体力の向上の機能を有
するスポーツ考房から成っています。夢考房は年間約 300 日、平日は 21 時まで、土曜・日曜は 17
時まで開館しており、安全作業の基本や工作機械の使用法を学ぶ講習会を年間約 350 回実施す
るほか、ソーラーカーやエコランなどの学生主体で活動する夢考房プロジェクトを支援しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/ で紹介しています。

②

アントレプレナーズラボ
アントレプレナーズラボ（プロジェクトブース、イノベーションホール、デザインスタジオ）は、イノベーション
創出を担う人材を育成し、アントレプレナーシップを醸成する場です。イノベーションに向けた「学び」
「気づき」そして「行動」を実践する場として、企業や自治体・地域団体等とも連携し、各種イベントや
地域社会の課題解決に取り組む教育研究プロジェクトを展開しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/prj/ で紹介しています。

(3) 授業・学習支援
①

数理工教育研究センター
数理工教育研究センターは、数学や理科（物理・化学・生物）など工学の基礎となる分野の数理
基礎力の定着と向上をねらいとして、学生の習熟度やニーズに応じた学習支援や学習相談への対
応をしています。また、質問対応や補習等の学習指導だけでなく、専門分野で必要な基礎力を身に
つけるための学習教材や Web 教材を開発し、その教材を無償で提供するなどして、学生の自学自
習を促しています。さらには、これらの教材を活用した講座や学習プログラムの提供や、スマートフォン
を活用したネットチューターによる学習サポートも行っています。
このほか、数理教育研究と教員の教育機能も有しており、数理教育の更なる向上を図っています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/efc/ で紹介しています。

②

基礎英語教育センター
基礎英語教育センターは、総合的な英語コミュニケーション能力向上をサポートする多様なアクティビ
ティを提供しています。授業に関する個別指導の他に、会話中心の English Lounge やセミナー形
式の Mini-workshop があり、インターネットで配信される KIT English Podcast によるリスニング
力強化、2 泊 3 日の英語浸けキャンプなどの課外活動もあります。さらに、交換留学制度を利用す
る学生には留学前英語学習支援を行っています。
詳細は、https://kitnet.jp/eec / で紹介しています。

③

ライブラリーセンター（LC）
ライブラリーセンターは、教室や実験室で得た知識をさらに深めることができる図書館で、「学習支援」
「研究支援」「卒業生支援」「地域の情報センター」としての役割を担っています。年間約 340 日、平
日は 22 時まで開館しており、就職や授業と連携した文章添削指導を行うライティングセンター、専門
基礎学力の増進プログラムを運営する学習支援デスク、マルチメディア技術の修得を目的とした
Digital Contents Factory を有しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/ で紹介しています。また、ライブラリーセンタ
ーの館内は、https://kitnet.jp/panorama/05/ で紹介しています。

④

CDIO イノベーション＆デザインスタジオ
CDIO イノベーション＆デザインスタジオは、「グローバル人材の育成」と「イノベーション力の育成」をキ
ーワードに、授業・授業外の予習復習・課外教育プログラムの充実に向けた新しい形の学習環境で
す。平日は 21 時まで、土曜は 17 時まで開館しており、アクティブラーニングや学生間のチームラーニ
ングなどで活用できます。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/gstation/studio/index.html#ids で紹介し
ています。
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⑤

自習室
自習には、個人で自習する場合と、複数人もしくはチームで自習する形態があります。本学には個人
利用の自習室に加えて、チームでも使用できる自習室として、いつでも課外学習に取り組めるよう、
220 席を有する 365 日 24 時間オープンの自習室があります。
自習室の室内は、https://kitnet.jp/panorama/09/ で紹介しています。

⑥

教職支援室
本気で教師を目指す「教職課程登録者」の学修支援を行う場として、教職支援室を設置していま
す。学生同士が活発に交流し、各種イベント・勉強会等を行っています。教員採用試験対策として
各種資料・書籍も備えています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoshoku/ で紹介しています。

⑦

国際交流センター
国際交流センターでは、留学をはじめとする各種国際交流プログラムを実施し学生の主体的な活動
をサポートしています。主にアメリカ、イギリス、ニュージーランド、ASEAN 諸国などへの各種留学プログ
ラムを開催し、学生の海外への派遣や海外からの留学生の受け入れを行っています。海外への派遣
留学や海外の協定校から受け入れる留学生と交流する学内留学プログラムなどを通して、学生は他
国の文化を理解するだけではなく、自国の文化なども再認識し、幅広い分野・地域で多様な人と協
働できる実践的な力を養います。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/international/ で紹介しています。

⑧

Challenge Lab
Challenge Lab（チャレンジ ラボ）では、専門分野や学科、研究室の枠を超えて学生がプロジェク
トを組み、社会性のある課題に取り組む「クラスター研究室」が活動しています。また、本学が所蔵し
ている、科学技術に関する偉人たちの初版本を活用し、学問の本質を追究する科学技術講座など
も開講しており「学問の本質を学び、未来にチャレンジする」教育・研究を行っています。また、同施設
の 2 階は、AI 技術分野の知識・スキルを学べる教育コンテンツの開発などを行う「AI ラボ」の活動場
所となっています。

(4) 進路・キャリア支援
①

自己開発センター
自己開発センターでは、資格取得による学生の総合的な能力向上を推進しており、各資格試験の
情報提供をはじめ、資格取得のための講習会も多数開催しています。また、既に資格を取得した学
生が、これから資格取得を目指す学生を教える「学生と学生の学び合いの場」を運営しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/shikaku/ で紹介しています。

②

進路開発センター
進路開発センターでは、専門のキャリアカウンセラーが就職や仕事選びに関するアドバイスを行うととも
に、模擬面接や履歴書添削を実施しています。22,500 社を超える本学独自の企業情報データベ
ースを構築し学生に公開するなど、就職活動に必要な情報を提供しています。また、経済的負担を
軽減するために、「就職活動支援バス」を東京、京都・大阪、名古屋、新潟、山形・仙台、岡山・広
島に運行しています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/career/ で紹介しています。
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(5) 情報環境支援
①

情報処理サービスセンター
情報処理サービスセンターでは、教育・研究活動を行なう上で欠かす事が出来ないコンピュータ、ネッ
トワークなどの IT インフラに関する管理や運営とともに学生ポータル、ポートフォリオ、e シラバス、履修
登録などの学修支援システムと教職員向け学事システムなどの開発・運用を行っています。
詳細は、https://www.kanazawa-it.ac.jp/dpc/ で紹介しています。

(6) 教育研究・研修施設
①

天池自然学苑
天池自然学苑は、本学のメインキャンパスである扇が丘キャンパスからバスで約 25 分の金沢市南東
部の丘陵地に位置し、体育館、サッカー場、ラグビー場、野球場、ゴルフ練習場などがあり、体育の授
業や学生の課外活動に使用します。

②

池の平セミナーハウス
池の平セミナーハウスは、本学のメインキャンパスである扇が丘キャンパスから自動車で約 3 時間の新
潟県妙高高原にある収容人数 60 名の施設です。ここでは、研究室単位の活動として教員と寝食
を共にし、この研修を通して教員や友人とのコミュニケーションの充実を図ることを目的に使用します。

③

KIT 国際交流会館
KIT 国際交流会館は、最大 50 名の留学生が宿泊滞在可能な住居スペースを持つ文化を超えた
共創教育の施設です。2 階、3 階は留学生の住居エリアで、1 階はラーニングスペースやコミュニケー
ションコモンズ、共同キッチン等が設置されており、文化の異なる人々と、互いに理解を深め、協働す
る力を養う場として使用します。

④

白山麓キャンパス
白山麓キャンパスは、本学のメインキャンパスである扇が丘から自動車で約 45 分の白山市の南部に
位置し、併設している国際高等専門学校との教育研究活動を基盤として、地域の方々や地元企
業との共創を図る、自然環境豊かな地域連携・産学連携の拠点となる実証実験キャンパスです。

 健康・体育施設は、8 章 3 健康・体育施設 で紹介しています。
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