知の創造と融合

金沢大学
理工学域

数物科学類

電子情報学類

物質化学類

環境デザイン学類

機械工学類

自然システム学類

自然科学の基礎を学ぶ

数物科学類
自然科学の基礎から最先端を数学・物理
学・コンピュータを使って探求します。代数・
幾何・解析などの純粋数学の研究や素粒子理論の研
究から、 ナノ科学など各種物理現象の実験研究や宇
宙観測、 宇宙探査機のセンサーの開発も行っていま
す。 分子レベルの解析能力をもつ高速原子間力顕微
鏡を開発し、 世界ではじめて 「動くタンパク質」 の観測にも成功し

た実績があります。 京コンピュータを使った教育・研究が行われてい
る北陸唯一の大学です。
数学や物理が好きな学生を求めています。 コースの受入人数に制限
がないので、 自分の好きなコースへ確実に進むことができる特徴があり
ます。
所属コース：数学コース／物理学コース／計算科学コース
学類 web サイト：
http://wwwhep.s.kanazawa-u.ac.jp/mathphys/
動くタンパク質の動画はこちらで確認できます：
http://www.s.kanazawa-u.ac.jp/phys/biophys/index.htm

理学系の基礎化学、 工学系の応用化学、
その両方を学ぶことができます。スタッフが潤沢
で、ノーベル賞候補として国際的にも注目
されている研究者もいます。化学分野での広い

“守備範囲”があり、 原子核の崩壊などを研究する
放射化学から、地元企業と協力して納豆開発を行うな
ど、 研究テーマは実にさまざまです。 太陽電池や燃料電池の開発なども行っ
ています。

実験が好きな学生を求めています。 高校で習った化学からさらに発展し
た実験を試してみたい、 未知の分野にチャレンジしたい、そんな学生を二つのコース
が迎えます。
所属コース：化学コース／応用化学コース
学類 web サイト：
http://chem.s.kanazawa-u.ac.jp/top/

ロボットから飛行機︑宇宙探査機まで

機械工学類

理論も実験も、「機械」 で考えられるテーマ

のほとんどを網羅しています。いわゆる 「もの
づくり」 だけではなく、 コンピューターシミュ
レーションや理論計算など、さまざまな研究が
行われています。自動車、 飛行機、ロボット、 宇宙
探査機などのほかに、 医学と連携した人工骨の開発
や、 介護目的の新型の車いすの開発など、 約 60 名の教員による幅広いテーマが特
徴です。企業との共同研究も数多くあります。

物理が好きな学生を求めています。 機械の基礎はさまざまな力学です。
高校で学んだ力学を、より実践的に使ってみませんか。
所属コース：機械システムコース／知能機械コース／人間機械
コース／エネルギー環境コース
学類 web サイト：
http://www.me.se.kanazawa-u.ac.jp/

六つの学類

化学の基礎から応用まで

物質化学類

「先端科学技術」 という言葉に相応しい
のがまさにこの学類といえます。 ナノテクノロ
ジーの計測技術、プラズマの基礎とその応用技術、
クラウドコンピュータ基盤の開発、マルチメディア技術
の最先端を走っています。 宇宙探査技術の開発も進
衛星イラスト：池下章裕

めており、水星探査衛星 「ベピ・コロンボ」 のプロジェ
クトにも大きく関わっています。

物理や数学が得意で、 先端科学技術に興味のある学生を求め
ています。 社会からの需要が多いこともこの学類の特徴で、 非常に多くの求人数
を誇っています。将来、 電機メーカーや ICT 系企業、自動車メーカーなどの基幹産
業への就職に非常に有利です。
所属コース：電気電子コース／情報システムコース／生命情報コース
学類 web サイト：
http://www.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/

環境デザイン学類

「この橋は、お父さん（お母さん）がつくっ
たんだ！」。 将来、 そう胸を張って子どもに言うこ
とができる学類です。橋梁、 道路、 河川海岸、 古都
保存。こうした土木に関するさまざまな技術
を学ぶことができます。また、 近年は地震防災の技
術研究も注目されており、 液状化対策や地盤工学な

ども大きなテーマになっています。世界水準の技術者養成を行っており、 学類卒業生
は技術士補の資格を自動的に取得するほか、 単位の選択次第では 一級・二級建

築士の受験資格も取得できます。
「縁の下の力持ち」として、 地域貢献に関心のある学生を求めています。
所属コース：土木建設コース／環境防災コース／都市デザインコース
学類 web サイト：
http://www.ce.t.kanazawa-u.ac.jp/env_home/

“理科基礎力”と“応用としての工学” を重視
する日本有数の学類です。 1 年次に物理、 化学、 生
物、 地学の理科 4 分野を必須科目として修め、 理科全般
の知識と考え方を身につけることができます。また、
国内外で展開される野外教育の充実度も国内高水準であると
いえるでしょう。分子・細胞・個体レベルの生物科学、 バイオ

テクノロジーに基づく環境調和型技術、高分子化学、ナノ粒子、
マントル掘削を狙う 21 世紀モホール計画、 地震学など研究分
野はさまざまです。

理科が好きな学生を求めています。 学生を迎えるコースは計 4 コース。
理科やものづくりが好きな学生に応える体制が整っています。
所属コース：生物学コース／バイオ工学コース／物質循環工学コース
／地球学コース
学類 web サイト：
http://natsys.w3.kanazawa-u.ac.jp/

理科４分野の融合

自然システム学類

社会基盤をつくる﹁縁の下の力持ち﹂

君を待つ

や人工知能の開発、生命情報など、まさにテクノロジー

電子・情報の融合した先端科学技術

電子情報学類

金沢大学理工学域 資格・進路・入試情報
資格

単位の修得次第では、教員免許を中心にさまざまな
資格が取得可能
卒業と同時に理学、あるいは工学の学士の学位が授与さ
れます。また、学類によって、所定単位を修得することで、
次のような資格を取得できます。
数物科学類：中学校教諭一種免許（数学・理科）、 高等学校教諭一
種免許（数学・理科・情報）
物質化学類：中学校教諭一種免許（理科）、高等学校教諭一種免許（理
科・工業）、 毒物劇物取扱責任者、 危険物取扱者（甲種）受験資格、
公害防止管理者（※）、技術士補、技術士第 2 次試験受験資格（※）
機械工学類：高等学校教諭一種免許（工業）
電子情報学類： 高等学校教諭一種免許（工業）、 電気主任技術者
（※）、 第 1 級陸上無線技術士及び電気通信主任技術者の各資格試
験の一部が免除
環境デザイン学類：高等学校教諭一種免許（工業）、 技術士補、 技

入学試験

最新の入試情報はホームページで！
金沢大学理工学域
http://www.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/20_se/
金沢大学入試情報
http://www.kanazawa-u.ac.jp/enter/admission/
毎年８月にはオープンキャンパスが開催され、 11 月には
金大祭にあわせ 「ふれてサイエンス & てくてくテクノロ
ジー」 と題した研究活動紹介が開催されます。どちらも
教職員や在学生と直接話すことができるので、 おすすめ
のイベントです。
日程 は、 上 記 サイトの 他、 金 沢 大 学 の web サイト
http://www.kanazawa-u.ac.jp/ や、 下記までお問い
合わせください。

術士第 2 次試験受験資格（※）、 測量士補（※）、 基礎施工士受験
資格（※）、コンクリート技士受験資格（※）、 2 級土木施工管理技
士受験資格（※）、 1 級土木施工管理技士受験資格（※）、 2 級建
築士受験資格、 1 級建築士受験資格（※）、ほか
自然システム学類：中学校教諭一種免許（理科）、 高等学校教諭一

【問い合わせ先】
金沢大学理工系事務部（総務係）
TEL. 076（234）6821

種免許（理科・工業）、 危険物取扱者（甲種）受験資格
全学類：安全管理者受験資格（研修・実務が必要）
※卒業後の実務経験が必要

進学と就職

約 70% は大学院へ進学
学類によって異なりますが、 卒業生の約 45% 〜 80% は
大学院へ進学して研究を進めています。また、 企業から
の求人倍率が 10 倍になる学類もあるなど、 高い就職率
が特徴的です。
【主な就職先】
宇宙航空研究開発機構、ＮＴＴドコモ、 花王、 鹿島建設、 関西電力、
キヤノン、京セラ、クボタ、清水建設、大和ハウス工業、中部電力、
デンソー、東海旅客鉄道、東芝、東レ、
トヨタ自動車、西日本旅客鉄道、
日産自動車、 任天堂、 東日本旅客鉄道、 日立製作所、 日立造船、
富士通、北陸電力、本田技研工業、マツダ、三菱重工業、三菱電機、
中・高校教員、 地方公務員、 国家公務員 ほか

画像・写真等の説明は金沢大学理工学域のホームページで。
発行：金沢大学理工学域
写真：金沢大学理工学域、 柴田竜一写真事務所

