
○金沢大学理工学域編入学規程 

(平成21年11月20日規程第 1377号) 

 

  (趣旨) 

第1条 この規程は，金沢大学理工学域(以下「本学域」という。)における編入学に関し，

金沢大学学則，本学域規程に定めるもののほか，必要な事項を定める。 

(編入学の時期) 

第2条 編入学の時期は，原則として第 3年次の始めとする。 

(規定の適用) 

第 3条 編入学をした者については，本学域の当該年次の学生に適用する諸規定を適用する。 

(単位の認定) 

第4条 編入学をした者には，申請により以下の単位数を上限として共通教育科目を修得し

たものと認定することができる。ただし，その場合においては，授業科目別の認定は行

わないものとする。 

 数物科学類 44単位 

 物質化学類 51単位 

 機械工学類 46単位 

 電子情報学類 46単位   

 環境デザイン学類 47単位 

 自然システム学類 46単位 

2 編入学をした者は，本学域規程別表第 3に定める 1，2年次開講の授業科目について，書

類審査又は単位認定試験により単位認定を受けることができる。ただし，学域 GS科目及

び学域GS言語科目について，本学域が教育上有益と認めるときは，書類審査及び単位認

定試験によることなく単位認定を受けることができる。 

3 前項の書類審査及び単位認定試験にかかる実施科目は，別表のとおりとする。 

4 本学域が教育上有益と認めるときは，編入学をした者は，別表以外の専門科目について

も，書類審査又は単位認定試験により単位認定を受けることができる。 

5 前3項の単位認定において，書類審査実施科目，学域GS科目及び学域GS言語科目の評

語は「認定」とし，単位認定試験による場合の評語は「S」，「A」，「B」及び「C」とす

る。 

(課題研究・卒業研究) 

第5条 編入学をした者が，課題研究・卒業研究を履修しようとする場合は，本学域に1年

以上在学し，本学域規程別表第 6に定める単位を修得しなければならない。 

2 数物科学類については，前項に規定する本学域規程別表第 6 に定める要件にかかわらず，

3年次に修得した専門科目の単位数が単位認定科目を除いて 40単位以上である場合，学

類会議の議を経て，課題研究の履修を認めることができる。 

3 前項に規定する単位数には，単位認定科目と合わせて，3年次までに修得すべき必修科

目及び選択必修科目 36単位以上を含まなければならない。 

4 第1項の規定にかかわらず，環境デザイン学類のホーチミン市工科大学とのツイニング

プログラムによる編入学生については，本学域に 1年以上在学し，本学域規程別表第１

に定める共通教育科目 47単位以上及び別表第 3に定める専門科目(専門基礎科目を含む)5

6単位以上合計 103単位以上を修得しなければならない。ただし，3年後期までの必修科



目の単位すべてと，専門基礎科目Ⅰの選択科目から 2単位以上を修得しなければならな

い。また，専門科目Ⅰおよび専門科目Ⅱの選択Ⅰから 12単位以上，専門科目Ⅱの選択Ⅱ

から 2単位以上，専門科目Ⅱの選択Ⅲから 2単位以上を修得しなければならない。 

(卒業) 

第6条 編入学をした者が，本学域に 2年以上在学し，本学域規程別表第1及び別表第 7に

定める卒業に必要な単位を修得した場合には，教育研究会議の議を経て卒業を認定する。 

(転学類等) 

第7条 編入学をした者の転学類(本学域以外への転学類も含む。)及び転コースは，原則と

して認めない。 

附 則 

この規程は，平成 22年4月 1日から施行する。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 23年4月1日から施行する。 

2 平成23年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 25年1月28日から施行し，平成24年度入学者から適用する。 

2 平成24年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 26年4月1日から施行する。 

2 平成26年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 27年4月1日から施行する。 

2 平成27年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 28年4月1日から施行する。 

2 平成28年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

 
 

1 この規程は，平成 30年4月1日から施行する。 

2 平成30年 3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

学類 コース 書類審査実施科目 単位認定試験実施科目 

数物 

科学類 

全コース 1，2年次開講の全科目  

物質 

化学類 

化学コース 1，2年次開講の全科目  

応用化学 

コース 

 情報処理演習，物理化学基礎，

有機化学基礎，無機化学基礎，

有機化学I，化学熱力学，分析

化学基礎，応用物理化学I，無

機材料化学，高分子化学I，有

機化学II，応用化学演習I，応

用化学演習II，応用化学演習II

I，応用化学基礎実験，課題探究

ゼミナールI，微分方程式及び

演習，ベクトル解析及び演習，

フーリエ解析及び演習，複素解

析及び演習，量子物理学，化学

工学量論，移動現象論基礎，単

位操作基礎 

機械 

工学類 

機械システム 

コース 

知能機械 

コース 

数学物理基礎リテラシー，機械工

学設計製図基礎，機械機能発見 

工業力学，機械解析入門Ａ，機

械解析入門Ｂ，微分方程式及び

演習，ベクトル解析及び演習，

フーリエ解析及び演習，複素解

析及び演習，材料力学I及び演

習，振動工学I及び演習，流れ

学 I及び演習，材料工学Ａ，材

料工学Ｂ，基礎加工学Ａ，基礎

加工学Ｂ，熱力学 I及び演習，

制御工学IＡ，制御工学IＢ，材

料力学IIＡ，材料力学IIＢ，技

術と倫理Ａ，技術と倫理Ｂ，振

動工学IIＡ，振動工学IIＢ，数

値解析Ａ，数値解析Ｂ，機械材

料学 IＡ，機械材料学IＢ，応用

数理解析Ａ，応用数理解析Ｂ，

生産工学Ａ，生産工学Ｂ 

人間機械 

コース 

エネルギー 

環境コース 

数学物理基礎リテラシー，機械工

学設計製図基礎，計算機プログラ

ミング演習 

工業力学，機械解析入門Ａ，機

械解析入門Ｂ，微分方程式及び

演習，ベクトル解析及び演習，

フーリエ解析及び演習，複素解

析及び演習，材料力学I及び演

習，振動工学I及び演習，流れ

学 I及び演習，材料工学Ａ，材

料工学Ｂ，加工学Ａ，加工学



Ｂ，熱力学I及び演習，材料力

学 IIＡ，材料力学IIＢ，技術発

展史Ａ，技術発展史Ｂ，技術と

倫理Ａ，技術と倫理Ｂ，機械要

素Ａ，機械要素Ｂ，流れ学II

Ａ，流れ学IIＢ，人体科学Ａ

(人間機械コースのみ)，人体科

学Ｂ(人間機械コースのみ)，環

境学Ａ(エネルギー環境コースの

み)，環境学Ｂ(エネルギー環境

コースのみ)，人間工学Ａ，人間

工学Ｂ，物質循環工学Ａ，物質

循環工学Ｂ，機械解剖実習 

電子情報 

学類 

電気電子 

コース 

電気電子工学実験第 1，微分方程

式及び演習，フーリエ解析及び演

習，ベクトル解析及び演習，力

学，熱・統計力学，複素解析及び

演習，確率及び演習，計算機シス

テム，システム制御基礎，数値解

析，電気エネルギー変換工学，半

導体工学 

計算機リテラシー，プログラミ

ング序論，電気回路第1及び演

習，電気回路第 2及び演習，電

子回路第1及び演習，電気磁気

学第 1及び演習，論理回路，電

気磁気学第2及び演習，プログ

ラミング演習 

情報システム 

コース 

情報システム工学実験第 1，微分

方程式及び演習，フーリエ解析及

び演習，ベクトル解析及び演習，

データセット解析及び演習，離散

系数学，複素解析及び演習，確率

及び演習，半導体工学，電子回路

第2及び演習，電気磁気学第 1及

び演習，形式言語論とオートマト

ン 

計算機リテラシー，プログラミ

ング序論，電気回路第1及び演

習，電気回路第 2及び演習，電

子回路第1及び演習，論理回

路，信号とシステム，計算機シ

ステム，情報理論，アルゴリズ

ム論，プログラミング演習 

生命情報 

コース 

情報システム工学実験第 1，微分

方程式及び演習，フーリエ解析及

び演習，ベクトル解析及び演習，

データセット解析及び演習，離散

系数学，複素解析及び演習，確率

及び演習，電気回路第 2及び演

習，電子回路第 1及び演習，信号

とシステム，半導体工学，電子回

路第 2及び演習，電気磁気学第1

及び演習，形式言語論とオートマ

トン 

計算機リテラシー，プログラミ

ング序論，電気回路第1及び演

習，論理回路，計算機システ

ム，情報理論，アルゴリズム

論，プログラミング演習 

環境 

デザイン 

学類 

全コース 土木情報処理演習 A，土木情報処

理演習 B，応用物理学，微分方程

式及び演習，ベクトル解析及び演

習，フーリエ解析及び演習，確率

統計学及び演習，複素解析及び演

 



習，環境デザイン基礎演習，測量

学及び実習第 1，測量学及び実習

第2，構造力学第 1，流体力学及

び演習，環境工学概論，構造力学

第2，水理学基礎及び演習，土質

力学第 1，建設材料学第1，環境

基礎工学第 1，計画理論，構造解

析学第 1，管水路水理学及び演

習，開水路水理学及び演習，土質

力学第 2及び演習，応用振動学

A，応用振動学 B，環境基礎工学第

2，水環境工学，計画プロセス，

建築学概論，建設材料学第2 

自然シス

テム学類 

生物学コース 1，2年次開講の全科目  

地球学コース 1，2年次開講の全科目  

 


