
学園のあゆみ

S49/4/1	 情報科学研究所開設
S54/10/１	 環境科学研究所開設
S55/4/1	 演算子法構造解析研究所開設
S56/12/26	 材料システム研究所開設
S57/2/1	 地域計画研究所開設
S58/6/1	 基礎語学教育研究所開設
S59/6/18	 電子デバイスシステム研究所（現、光電相互変換デバイスシステム

研究開発センター）開設
S61/6/1	 計算機応用技術研究所（情報通信フロンティア研究所）開設
S62/9/1	 経営科学研究所開設
H5/4/1	 場の研究所開設
H6/3/20	 八束穂に人間情報システム研究所
H7/4/1	 日本学研究所開設
H9/3/12	 高度材料科学研究開発センター開設
H9/4/1	 科学技術応用倫理研究所、創造技術教育研究所開設
H9/12/17	 KIT/MIT共同脳磁研究所開設
H10/4/1	 先端電子技術応用研究所、先端材料創製技術研究所開設
H11/4/1	 光電磁場科学応用研究所開設
H12/4/1	 通信技術研究所開設
H12/10/１	 ＩＴ研究所開設
H13/8/1	 生活環境研究所開設
H14/2/21	 KIT/UMD共同脳磁研究所開設
H15/4/1	 心理科学研究所、未来デザイン研究所、知的財産科学研究所開設
H15/7/1	 ゲノム生物工学研究所開設

H17/4/1	 国際学研究所、メディア情報研究所、情報マネジメント研究所、情
報フロンティア研究所開設

H18/2/1	 ものづくり研究所開設
H18/8/31	 KIT/マッコーリー大学脳科学研究所開設
H19/3/1	 感動デザイン工学研究所開設
H20/4/1	 ＦＭＴ研究所、地域防災環境科学研究所、建築アーカイヴス研究

所、知的創造・経営研究所、ユビキタス情報システム研究所開設
H21/1/23　	ニューヨーク大学にKIT/NYU共同脳磁研究所開設
H21/7/8	 英国ロンドン大学にKIT/UCL/CNRS共同小動物脳磁研究所開設
H22/4/1	 コンテンツ＆テクノロジー融合研究所を虎ノ門キャンパスに開設
H22/6/1	 生体機構制御技術研究所開設。情報フロンティア研究所とユビキ

タス情報システム研究所を統合し情報技術研究所を開設
H23/2/1　			電気・光・エネルギー応用研究センター開設
H23/5/31					KIT/NYUアブダビ校共同脳磁研究所開設
H24/4/1　			実海域船舶海洋研究所開設
H24/8/1　			航空システム工学研究所開設
H25/3/1　			医工融合技術研究所開設
H25/7/1							革新複合材料研究開発センター開設
H28/2/1	 	 	 	 	情報マネジメント研究所を地域共創イノベーション研究所に名称		

変更
H28/6/1	 加齢医工学先端技術研究所開設
H29/2/1	 地方創生研究所開設
H29/3/31						未来デザイン研究所、地域計画研究所廃止
H29/4/1	 金沢歴史都市建築研究所開設

S57/5/31	 ハワイ大学マノア校との協力協定書に調印（米国）
H4/10/27	 ローズ・ハルマン工科大学との協力関係に関する覚書に調印（米国）
H5/3/2	 ロチェスター工科大学との国際交流プログラムに関する基本合意

書に調印（米国）
H5/3/11	 シンガポール理工学院との協力関係に関する覚書に調印（シンガ

ポール）※

H7/5/13	 イリノイ大学理事会との協定覚書に調印（米国）
H7/7/12	 セントマイケルズ大学との協定覚書に調印（米国）※

H7/12/1	 ハーヴィー・マッド・カレッジとの協力関係に関する覚書に調印（米国）
H11/1/21	 ユニテック工科大学との協力関係に関する覚書に調印（ニュー

ジーランド）
H12/4/18	 国立成功大学との学術協力協定書に調印（台湾）
H12/6/28	 国立台湾大学との学術交流に関する協定書に調印（台湾）
H13/5/10	 メリーランド大学カレッジ・パーク校との学術協力協定書に調印

（米国）
H13/6/12	 スタンフォード大学との研究協力協定に調印（米国）
H13/7/23	 メルボルン大学化学工学科との学術協力協定書に調印（豪州）
H14/8/26	 カリフォルニア大学バークレー校との学術交流協定書に調印（米国）
H14/12/17	 オタゴポリテクニクとの協力関係に関する覚書に調印（ニュージー

ランド）※

H17/6/14	 マッコーリー大学との連携大学院プログラムに関する覚書に調印
（豪州）

H19/4/5	 ソウル科学技術大学校との協力関係に関する覚書に調印（韓国）
H19/12/22	 シンガポール理工学院との協力関係に関する覚書に調印（シンガ

ポール）＊

H21/11/18	 パデュー大学との同意書に調印（米国）
H22/8/23	 泰日工業大学との学術交流および協力に関する合意書に調印（タ

イ）
H25/9/28	 ナンシー国立高等建築学校との学術協力に関する協定書に調印

（フランス）
H26/6/30	 ホーチミン市工業大学との協力関係に関する覚書に調印(ベトナ

ム)＊

H26/8/7	 アデレード大学との協力関係に関する覚書に調印（豪州）
H27/11/18	 マラ工科大学との協力関係に関する覚書に調印（マレーシア）※

H28/4/13	 シンガポール工科大学との協力関係に関する覚書に調印（シンガ
ポール）＊

H28/10/25				レスター大学との協力関係に関する覚書に調印(英国)
H28/12/9							スラナリー工科大学との協力関係に関する覚書に調印(タイ)
H29/3/6	 ムハマディア大学ジョグジャカルタ校との協力関係に関する覚

書に調印(インドネシア)＊

学園

教育支援

研究支援
S32/6/1	 北陸電波学校開校
S33/4/1	 北陸電波専門学校開校
S34/4/1	 北陸電波高等学校開校
S37/4/1	 金沢工業高等専門学校開校
	 電気工学科設置
S38/4/1	 金沢工業高等専門学校
	 機械工学科設置
S40/4/1	 金沢工業大学開学	機械工学科　電気工学科設置
	 北陸電波高等学校から金沢工業大学付属高等学校へ改称
S41/4/1	 大学、経営工学科設置
S42/4/1	 大学、土木工学科設置
S44/6/1	 大学本館（益谷記念館）完成
S45/4/1	 大学、建築学科、電子工学科、情報処理工学科設置
S48/9/21	 扇が丘診療所開所
S49/8/1	 明倫館（文・武道館）開館
S53/4/1	 大学院工学研究科修士課程機械工学専攻、土木工学専攻、情報工

学専攻設置
S55/4/1	 大学院工学研究科博士課程機械工学専攻、土木工学専攻、情報工

学専攻設置
	 大学院工学研究科修士課程建築学専攻、電気電子工学専攻設置
S57/4/1	 大学院工学研究科博士課程電気電子工学専攻設置
	 大学院工学研究科修士課程経営工学専攻設置
S61/4/1	 大学、機械システム工学科設置
S62/4/1　					大学、情報処理工学科を情報工学科に名称変更
H2/4/1	 大学院工学研究科博士課程システム設計工学専攻、材料設計工学

専攻設置
H2/12/18	 高専新校舎完成
H7/4/1	 大学第一次教育改革、物質応用工学科、人間情報工学科、環境シス

テム工学科設置
H12/4/1	 大学第二次教育改革、先端材料工学科、居住環境学科設置、物質

応用工学科を物質システム工学科、経営工学科を経営情報工学科
に名称変更

H15/4/1	 大学院工学研究科博士課程建築学専攻設置、土木工学専攻を環
境土木工学専攻に名称変更

H15/4/1	 高専、国際コミュニケーション情報工学科設置、電気工学科を電気
情報工学科に名称変更

H16/4/1	 大学第三次教育改革、工学部ロボティクス学科、航空システム工学
科、電気電子工学科、情報通信工学科、環境・建築学部バイオ化学
科、環境化学科、環境土木工学科、建築学科、建築都市デザイン学
科、情報フロンティア学部メディア情報学科、生命情報学科、心理
情報学科、情報マネジメント学科設置。東京虎ノ門キャンパス開
設。大学院工学研究科修士課程知的創造システム専攻設置、大学
院心理科学研究科修士課程臨床心理学専攻設置

H19/4/1	 大学院工学研究科修士課程高信頼ものづくり専攻設置
H20/4/1	 大学第四次教育改革、バイオ・化学部応用バイオ学科、応用化学科

設置、情報フロンティア学部を情報学部に名称変更、情報マネジメ
ント学科を情報経営学科に名称変更、情報工学科を工学部から情
報学部へ変更。大学院工学研究科材料設計工学専攻をバイオ・化
学専攻に名称変更。大学院工学研究科博士後期課程高信頼ものづ
くり専攻設置

H21/4/1	 高専、電気情報工学科を電気電子工学科に、国際コミュニケーショ
ン情報工学科をグローバル情報工学科に名称変更。大学院工学研
究科経営工学専攻をビジネスアーキテクト専攻に名称変更。東京
虎ノ門キャンパス工学研究科修士課程にビジネスアーキテクト専
攻設置

H23/4/1　				扇が丘保育園開園
H24/4/1　		 	大学第五次教育改革、情報学部を情報フロンティア学部に名称変

更。情報工学科を情報学部から工学部へ変更。情報通信工学科、情
報経営学科、建築都市デザイン学科を電子情報通信工学科、経営
情報学科、建築デザイン学科に名称変更

H27/4/1								高専、グローバル情報学科設置
H28/4/1							東京虎ノ門キャンパス大学院（改組）イノベーションマネジメント研

究科イノベーションマネジメント専攻設置

S43/11/5	 穴水湾自然学苑開苑
S44/1/16	 情報処理センター（現、情報処理サービスセンター）開設
S44/4/1	 教育工学研究所（現、情報処理サービスセンター）開設
S52/5/19	 天池自然学苑開苑
S57/6/1	 ライブラリーセンター開館
H2/4/26	 工学基礎実技センター（現、プロジェクト教育センター）開設
H5/3/22	 工学専門実技センター開設
H5/7/8	 夢考房開設
H7/4/1	 人材開発センター（現、自己開発センター）開設
H8/4/1	 マルチメディア考房開設

H10/12/14	 池の平セミナーハウス開設
H12/4/1	 工学基礎教育センター（現、数理工教育研究センター）開設
H14/4/1	 基礎英語教育センター開設
H16/4/1	 臨床心理センター開設
H24/4/1　				情報基礎教育研究センター開設
H24/9/21						イノベーション＆デザインスタジオ開設
H26/3/19							アントレプレナーズラボ開設

H29/4/1							新夢考房開設
H29/7/3							Challenge	Lab開設

国際交流

H16/11		石川県野々市市
H21/3				石川県金沢市
H25/5				石川県白山市
H26/3				石川県加賀市

H27/4				長野県
　　　　（就職支援に関する連携）
H27/6				長野県坂城町
　　　　（就職支援に関する連携）

H27/6				京都市教育委員会
　　　　（高大連携協定）
H27/12		新潟県
　　　　（就職支援に関する連携）

H28/1　静岡県
　　　　（就職支援に関する連携）
Ｈ28/4			石川県
　（COC+、就職支援に関する連携）

連携協定

※金沢工業高等専門学校との締結　　＊金沢工業大学及び金沢工業高等専門学校との締結

昭和32年
北陸電波学校
開校

昭和33年
北陸電波専門
学校開校

昭和34年
北陸電波高等
学校開校

昭和40年
金沢工業大学開学
北陸電波高等学校を
金沢工業大学付属
高等学校に改称

平成16年
東京虎ノ門キャンパス
開設

昭和37年
金沢工業高等
専門学校開校

昭和43年
教育支援機構設置

平成25年
COI研究推進
機構設置

平成5年
研究支援機構
設置

平成21年
進路開発センター（大学）、企画調
整部（教育支援機構）、研究支援機
構事務局が産学連携機構として統
合再編

昭和53年
修士課程設置

北陸電波
学校

金沢工業
高等専門

学校
金沢工業

大学
教育支援

金沢工業
大学

大学院
研究支援

平成28年
産学連携局とし
て統合再編

昭和55	年
博士課程設置

平成6年
やつかほリサーチ
キャンパス開設


