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Japan Advanced Institute of Science and Technology

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST：Japan Advanced Institute of Science and Technology）は、学部を
置くことなく、独自のキャンパスと教育研究組織を持つ、日本で最初の国立大学院大学として平成 2 年に創設
されました。

JAISTについて

平成 2 年 10 月  開学　情報科学研究科を設置
平成 3 年 ４月  材料科学研究科を設置
平成 8 年 5 月  知識科学研究科を設置
平成 16 年 4 月  国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学を設立
平成 18 年 4 月  マテリアルサイエンス研究科を設置（材料科学研究科を名称変更）
平成 28 年 4 月  先端科学技術研究科先端科学技術専攻を設置
　　　　　　　　　（知識科学研究科、情報科学研究科、マテリアルサイエンス研究科を統合）
平成 30 年 4 月  先端科学技術研究科融合科学共同専攻（修士課程）を設置（金沢大学との共同教育課程）
令和 ２ 年 4 月  先端科学技術研究科融合科学共同専攻（博士後期課程）を設置（金沢大学との共同教育課程）

【  研究科等の主な沿革  】
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　附属図書館は、平成８年４月に開館した鉄筋コンクリー
ト３階建の建物です。「24時間開館」「研究図書館」「電子図
書館」の３つをキーワードとして運営されており、アクセシ
ビリティや蔵書構成において大学院大学にふさわしいクオ
リティを備えた大学図書館を実現しています。

撮影場所：附属図書館

　現在、世界はかつてないような規模とスピードで日々変化しています。

このような世界の変化を的確にとらえ、そこで生じる新しい課題に挑戦し

解決へと導くためには、広い分野の学術や先端科学技術の知識と方法論を

身につけ、自主性とチャレンジ精神を持つ人材が必要とされます。独自の

キャンパスと教育研究組織を持つ日本初の国立大学院大学として構想され

設立されたJAISTは、世界トップレベルの研究を背景として、正にそのよ

うな人材の育成を志向しており、現在の理念にも「豊かな学問的環境の中

で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代の世界を拓く指

導的人材を育成する」ことを掲げています。

JAISTでは、2016年4月にそれまでの3研究科を1研究科に統合し、それ

を機に教員間の連携による新しい研究分野の開拓と異分野融合を進めてい

ます。文部科学省からも高く評価され、本学を代表する研究拠点であるエ

クセレントコアについても、メンバーに海外の研究者を加えることでグ

ローバルエクセレントコアとして進化・発展させ、より進んだ国際連携体

制に基づく世界レベルの研究を推進しています。エクセレントコアに次ぐ

研究拠点であるリサーチコアや各研究センターについても、国内外の研究

者はもちろん、世界中の大学や公的研究機関、企業などとの幅広い連携を

強化し、世界の先端科学技術研究のハブとしての機能の確立を目指してい

ます。

　教育においては、まず学生それぞれの自主性を大切にしています。各学

生は自分自身の学修計画に基づいて修了に必要な単位を全開講科目から自

由に選択することができ、幅広い基礎知識と方法論をオーダーメイド的に

修得することができます。

JAISTの在学生は40％以上が海外からの留学生であり、世界の多くの国

から意欲にあふれた学生が集まっています。外国人教員の割合も日本の大

学ではトップクラスであり、博士後期課程を中心に多くの授業が英語で行

われています。東京サテライトを中心に社会人学生も多く在学しており、

このようなダイバーシティ豊かな環境がチャレンジ精神にあふれたグロー

バル人材の育成に有効であると考えています。

　また、産業界の知を研究だけでなく教育にも活かすべく、ベンチャー企

業の社長から大企業の研究者まで幅広い層から産学官連携客員教員を80名

程度任命し、修士・博士論文の中間発表会や各種のセミナーなどで学生た

ちを直接指導していただく機会を設けています。

JAISTは2020年10月に創設30年の節目を迎え、これからも「世界トップ

レベルの研究の推進とそれを通じた人材育成、そして教育・研究による社

会貢献」を使命として大きく発展していきます。

北陸先端科学技術大学院大学長
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先輩インタビュー先輩インタビュー

　私は将来、大学の研究者を目指し、その素養を身に付けるためJAIST
に進みました。学部を持たない本学では、様々なバックグラウンドから集っ
た学生が、学部に縛られることなく大学院生になり、低額な寮費をはじめ
生活の利便に配慮した学生寮、都会の騒がしさから隔離された自然豊か
な立地、充実した最新の実験装置など、研究に没頭できる環境を与えられ
ます。私はとくに数学系の研究集積度が高いことに惹かれました。
　浅野研究室では、数学を用いたロボットの運動解析に取り組んでいます。
私は、滑りやすい路面を滑らないように移動制御するのではなく、滑りを利
用することで効率的かつ安定的な移動を実現するための研究をしていま
す。そうした摺動を利用した新たな物の移動形態も検討しています。本研
究室では、学生がやりたい研究に取り組めるなど主体性が尊重されます。
国内・国際学会に発表・出席する機会も多く得られます。海外の研究者と
対話する中で、どのような考え方で研究に対峙しているのか、論文には著
されていない事を知ることができ、研究を進める上でたいへん参考になりま
す。また、学内には留学生が多く、語学力や国際感覚が自然と養われます。
　私はこの先も、先進的な応用研究だけでなく、数学的アプローチによる
基礎研究も続けていきます。最新とされる技術に対して従来にはない視点
から分析する、そういう研究姿勢でありたいと考えています。

　大学時代は臨床工学技士の資格取得のために勉学していましたが、生体の
問題を根本的に解決する研究がしたいと考えるようになりました。私が訪ねた
大学院では「分野を変えるのは至難だから…」と否定的な反応。その矢先、
JAISTのオープンキャンパスに参加、先輩たちが研究を説明する楽しげな様子
や最新の実験装置が印象的でした。そして、研究に必要な専門科目をしっかり
学べることを知り、「全員が一からのスタート」という思いで本学を志望しました。
　現在の研究室の主テーマはバイオマテリアルで、私は細胞の凍結保存に関
して研究しています。両性電解質高分子には細胞の凍結に伴う浸透圧ダメー
ジを抑える機能がありますが、機序はよくわかっていません。私は、その機序を
明らかにして新しい凍結保護材料の創製に繋げることをめざしています。
　本学の良さは、留学生が多く、語学力や国際感覚が身につくこと、学部生が
いない分、先生との距離が近いこと、里山の立地なので日頃は研究、休日は「下
界に降りて」友人と遊覧、というふうに生活にメリハリをつけられること。何より、
大学時代には見えなかった展望、自分の研究は社会にどう役立つのかが見え
るのは励みになります。大学時代とは心機一転、目標を立てて自分を試そうと
するなら、本学はきっと歓迎してくれます。

　私は水産大学校で舶用ディーゼルエンジンについて学び、熱効率が
50％に達した時点で、推進効率の向上には別のアプローチを探るべきだと
考え始めました。人的作業の効率化によって推進効率を上げられないか、
そんな特異な研究ができるラボはあるだろうか？そうして巡り合ったのが本
学の内平研究室です。ここでスタートした研究は、『音声つぶやきシステム
を活用した漁船・内航商船の機関業務への支援システム』です。機関業
務で機器の数値は記録されますが、機器の音や振動などから異常を発見
するといった機関士の経験的、主観的な情報は残されません。支援システ
ムを利用することで機関士の気づきを記録し、その知識の継承や業務の改
善などを図ることが可能です。
　前期課程を終えて船舶関係の企業に就職すると同時に、博士後期課程
へ進みます。研究は企業との共同研究とし、リモートワークを行うということ
で企業に交渉した結果です。私はこれまでに機械工学、情報、マネジメン
トを学び、海技士資格を取り、遠洋マグロはえ縄漁船に実験で乗船した経
験もある。後期課程も研究を通してスキルを伸ばしたい。そして、修了後は
船舶を動かせる博士として力を発揮していこうと思っています。やりたい研
究に挑戦し、自身の個性を伸ばせるのも本学のサポートがあればこそ、と
感じています。

博士前期課程　松村研究室（物質化学領域）

塚田友梨子  さん

目標実現という未来を見つめて。
自分を試すチャレンジをここから

　博士号をめざす院生のすべきことは、だれにも解けなかった問題を解くこと。この志を胸
にJAISTへ入り、上原研究室を知りました。先生が難解な計算理論を扱うこと、研究室が
折り紙の研究で日本のトップクラスにあることに私は強く惹かれました。折り紙は非常に古
い歴史がありますが、一般には、伝統的な遊びとして認識されています。しかし近年、計
算折り紙という新しい分野が発展しています。たとえば、人工衛星の太陽電池パネル、梱
包や建築の折りたたみ、タンパク質の折りたたみなど、折りの技術はさまざまなところで応
用されています。しかも、計算折り紙の分野には解明されていない問題が多く、私は一刀
切りの定理の証明に関する研究を行っています。
　JAISTの特長をひと言で表せば「自由」。第一に、この静かな環境は、都会の雑音や娯
楽に煩わされることなく研究に集中するには最適です。第二に、スパコンを学生自身が使
えること。情報科学に関わる研究者にとって素晴らしいことです。第三に、本学は情報科
学系・知識科学系・マテリアルサイエンス系で構成されていますが、どの研究室に所属す
るかは入学後に検討することができます。どの研究系の授業を取ることもでき、私の場合、
知識科学系の授業で3Dプリンターとレーザー加工機を用い、チームでアイデアを形にする
という課題を学び、チームワークの良い経験になりました。また、学部がない分、先生と学
生との距離が近く、多様な分野の先生と接し、多様な研究スタイルを知ることもできます。
　将来は、研究を実用に結びつけることを重視し、研究者として社会に貢献したいと思っ
ています。

博士後期課程  上原研究室（ゲーム・エンタテインメント領域）

Hu Guoxin  さん

トップクラスの研究と「自由」が
JA I S T の大きな魅力

Interview

1
博士後期課程  浅野研究室（知能ロボティクス領域）

西原　正継  さん

自在に研究に没頭できる
JA I S T で研究者を志す

Interview

2
博士前期課程　内平研究室（知識マネジメント領域）

井上杜太郎  さん

異彩を放つ人材として
次代の大海を進む

Interview

3
Interview

4
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　浅野研究室では、数学を用いたロボットの運動解析に取り組んでいます。
私は、滑りやすい路面を滑らないように移動制御するのではなく、滑りを利
用することで効率的かつ安定的な移動を実現するための研究をしていま
す。そうした摺動を利用した新たな物の移動形態も検討しています。本研
究室では、学生がやりたい研究に取り組めるなど主体性が尊重されます。
国内・国際学会に発表・出席する機会も多く得られます。海外の研究者と
対話する中で、どのような考え方で研究に対峙しているのか、論文には著
されていない事を知ることができ、研究を進める上でたいへん参考になりま
す。また、学内には留学生が多く、語学力や国際感覚が自然と養われます。
　私はこの先も、先進的な応用研究だけでなく、数学的アプローチによる
基礎研究も続けていきます。最新とされる技術に対して従来にはない視点
から分析する、そういう研究姿勢でありたいと考えています。

　大学時代は臨床工学技士の資格取得のために勉学していましたが、生体の
問題を根本的に解決する研究がしたいと考えるようになりました。私が訪ねた
大学院では「分野を変えるのは至難だから…」と否定的な反応。その矢先、
JAISTのオープンキャンパスに参加、先輩たちが研究を説明する楽しげな様子
や最新の実験装置が印象的でした。そして、研究に必要な専門科目をしっかり
学べることを知り、「全員が一からのスタート」という思いで本学を志望しました。
　現在の研究室の主テーマはバイオマテリアルで、私は細胞の凍結保存に関
して研究しています。両性電解質高分子には細胞の凍結に伴う浸透圧ダメー
ジを抑える機能がありますが、機序はよくわかっていません。私は、その機序を
明らかにして新しい凍結保護材料の創製に繋げることをめざしています。
　本学の良さは、留学生が多く、語学力や国際感覚が身につくこと、学部生が
いない分、先生との距離が近いこと、里山の立地なので日頃は研究、休日は「下
界に降りて」友人と遊覧、というふうに生活にメリハリをつけられること。何より、
大学時代には見えなかった展望、自分の研究は社会にどう役立つのかが見え
るのは励みになります。大学時代とは心機一転、目標を立てて自分を試そうと
するなら、本学はきっと歓迎してくれます。

　私は水産大学校で舶用ディーゼルエンジンについて学び、熱効率が
50％に達した時点で、推進効率の向上には別のアプローチを探るべきだと
考え始めました。人的作業の効率化によって推進効率を上げられないか、
そんな特異な研究ができるラボはあるだろうか？そうして巡り合ったのが本
学の内平研究室です。ここでスタートした研究は、『音声つぶやきシステム
を活用した漁船・内航商船の機関業務への支援システム』です。機関業
務で機器の数値は記録されますが、機器の音や振動などから異常を発見
するといった機関士の経験的、主観的な情報は残されません。支援システ
ムを利用することで機関士の気づきを記録し、その知識の継承や業務の改
善などを図ることが可能です。
　前期課程を終えて船舶関係の企業に就職すると同時に、博士後期課程
へ進みます。研究は企業との共同研究とし、リモートワークを行うということ
で企業に交渉した結果です。私はこれまでに機械工学、情報、マネジメン
トを学び、海技士資格を取り、遠洋マグロはえ縄漁船に実験で乗船した経
験もある。後期課程も研究を通してスキルを伸ばしたい。そして、修了後は
船舶を動かせる博士として力を発揮していこうと思っています。やりたい研
究に挑戦し、自身の個性を伸ばせるのも本学のサポートがあればこそ、と
感じています。

博士前期課程　松村研究室（物質化学領域）

塚田友梨子  さん

目標実現という未来を見つめて。
自分を試すチャレンジをここから

　博士号をめざす院生のすべきことは、だれにも解けなかった問題を解くこと。この志を胸
にJAISTへ入り、上原研究室を知りました。先生が難解な計算理論を扱うこと、研究室が
折り紙の研究で日本のトップクラスにあることに私は強く惹かれました。折り紙は非常に古
い歴史がありますが、一般には、伝統的な遊びとして認識されています。しかし近年、計
算折り紙という新しい分野が発展しています。たとえば、人工衛星の太陽電池パネル、梱
包や建築の折りたたみ、タンパク質の折りたたみなど、折りの技術はさまざまなところで応
用されています。しかも、計算折り紙の分野には解明されていない問題が多く、私は一刀
切りの定理の証明に関する研究を行っています。
　JAISTの特長をひと言で表せば「自由」。第一に、この静かな環境は、都会の雑音や娯
楽に煩わされることなく研究に集中するには最適です。第二に、スパコンを学生自身が使
えること。情報科学に関わる研究者にとって素晴らしいことです。第三に、本学は情報科
学系・知識科学系・マテリアルサイエンス系で構成されていますが、どの研究室に所属す
るかは入学後に検討することができます。どの研究系の授業を取ることもでき、私の場合、
知識科学系の授業で3Dプリンターとレーザー加工機を用い、チームでアイデアを形にする
という課題を学び、チームワークの良い経験になりました。また、学部がない分、先生と学
生との距離が近く、多様な分野の先生と接し、多様な研究スタイルを知ることもできます。
　将来は、研究を実用に結びつけることを重視し、研究者として社会に貢献したいと思っ
ています。

博士後期課程  上原研究室（ゲーム・エンタテインメント領域）

Hu Guoxin  さん

トップクラスの研究と「自由」が
JA I S T の大きな魅力

Interview

1
博士後期課程  浅野研究室（知能ロボティクス領域）

西原　正継  さん

自在に研究に没頭できる
JA I S T で研究者を志す

Interview

2
博士前期課程　内平研究室（知識マネジメント領域）

井上杜太郎  さん

異彩を放つ人材として
次代の大海を進む

Interview

3
Interview

4
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研究科について

先端科学技術の確かな専門性とともに、
幅広い視野や高い自主性、コミュニケーション能力を持つ、

社会や産業界のリーダー

人間力と創出力、そして高い専門性によって、
求められる人材になれる!!

イノベーション創出人材の養成

知的たくましさ

博士前期 博士後期
幅広い基盤的専門知識を理解し、
問題解決に応用できる技術者

高い研究能力と俯瞰的な視野をもち、
問題発見と解決ができる研究者・技術者

「社会で求められる自分」に変革して
新しい可能性を開拓する

・幅広い経験と知を求める挑戦力
・不断のチャレンジ精神
・何かを変える勇気
・決してくじけない粘り強さ
・どの世界でも成功できる力

【生産性重視・正解主義 】
・生産性や所与の問題を効率よく解く能力を重視
・階層型組織の団結や求心力、組織の均質性を重視
  ( 一致団結・一枚岩 )

【日本人の「綺麗な履歴」観】
・大学と大学院で同じ分野の勉強をし、
  終身雇用を前提とする「シンプルな履歴」

知識社会が必要とする知的にたくましい人材かつての工業化社会が求めていた人材

【正解のない課題】
・知識そのものや正解の決まっている問題を解く能力ではなく、
  思考力、判断力、推理力、交渉力、独創性など定型化でき
  ない能力を重視
・組織内のダイバーシティを重視 (人間力重視 )
【多様な専門】
・大学と大学院で専門分野を変え、広く高度なキャリアに挑戦。
  就職後も継続的に自らのキャリアを開発 (多様な履歴 )

未来ニーズを顕在化し、社会や産業界のリーダーとなる「知的にたくましい」人材

グローバル人材の
養成が必要

知識社会が求める人材の育成は、ダイバーシティ環境に富み、専門分野が融合しあう大学院大学 (JAIST)が担う重要な役割

知的たくましさ
幅広い経験と

知を求める挑戦力
不断の

チャレンジ精神
何かを

変える勇気
決してくじけない
粘り強さ

どの世界でも
成功できる力

幅広い領域を体験し、世界や社会の課題に応える
知的にたくましい、実社会に渇望されるイノベーション創出人材の養成

目指す人材像

人間に求められる
能力は情報機器
では代替されない
能力へと変化

JAISTが目指す「知的にたくましい」人材

研究科について

目指す人材像 p.08

先端科学技術研究科・

領域の概要 p.09

東京サテライト p.12
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▪領域の概要
　本領域の目標は、優しく魅力的で調和した「生き方」や「社会」を創生することにあります。その実現のために、①心理学・生理学・
脳科学・認知科学等の学問に基づき人の精神・認知・身体等の生体的特性に関する基礎的知見を獲得すること、②人の生体的特
性に関する知見に立脚しつつ、同時に人間としての社会性も考慮し、個人や集団による各種活動を支援・拡張する要素技術や応
用技術を研究開発すること、そして、③これらの知見や技術を融合し、人と人あるいは人と物の複雑な関係性や相互作用の中に
おける新たな人の生き方や社会システムのあり様（Human Life）をデザインすることです。これら３つの研究活動を通して、
Quality of Life （QoL）向上のためのイノベーションを実現し、豊かで生きがいのある人類社会の構築と知識創造を目指します。
▪キーワード
知覚情報処理、インタラクション、認知・心理・行動、ヒューマンインタフェース、社会心理学、インタラクティブシステム、創造性支援、
グループウェア、デザイン思考、メディアアート、生活科学、社会インフラ、介護支援、ネットワーク科学とサービス、イノベーションデザイン

ヒューマンライフデザイン領域
人間情報学と知識科学の融合によるイノベーション創出で
人とシステムが協調する高度ＱｏＬ社会をデザイン

▪領域の概要
　人とモノと計算機が、IoT（Internet of Things）でシームレスに繋がるグローバル社会では、もっとも重要な「経営資源」は、
お金でも、土地でも、天然資源でもなく、人間の「知識」です。JAISTは「知識社会」の到来を見越し、世界に先駆けて知識科学を
確立してきました。本領域は、知識科学に基づき、個人・組織・社会における知識創造を教育・研究する文理融合の領域です。「知
識とは何か？」「知識はいかに創られるか？」「知識をいかに活用するか？」を学問的に深く探求すると同時に、現代社会の様々
な実問題を分析し、技術・サービス・地域のイノベーションをデザインし、実装できる能力を持つ人材を育成します。
▪キーワード
サービス科学、システム科学、データマイニング、説明可能な人工知能、エスノグラフィ、マーケティング、意思決定、社会シミュ
レーション、複雑系、言語・コミュニケーション、実験哲学、学習科学、ナレッジマネジメント、知識経営、技術経営、地域経営、
コンサルティング、観光・医療・介護・教育サービス

知識マネジメント領域
知識科学に基づきイノベーションデザインの

教育・研究を行う文理融合領域

▪領域の概要
　すべての科学技術の発展の裏には、計算機システムとネットワーク、すなわちICT （Information and Communications 
Technology：情報通信技術）の大幅な進歩があります。また、ICT投資が企業業績と密接な関係があることも判明し、我が国の成
長戦略の中心に位置づけられるようになってきました。こうした動きは、今後、日常生活の基盤が「スマート社会基盤」となり
ICTシステムへの依存度を増すにつれ、ますます進むものと思われます。本領域では、ICTシステムの根幹となる基盤技術の教
育研究を推進しており、人材育成や学術的な成果はもとより、産業界への貢献、標準化活動、政府の政策決定に至るまで幅広く
社会に貢献しています。
▪キーワード
スマートシティ、サイバーセキュリティ、IoT、インターネット、情報システム、組込みシステム、ソフトウエアエンジニアリング、
次世代ワイヤレス通信、超LSI設計法、情報理論

セキュリティ・ネットワーク領域
高度情報化社会と科学技術の進展を支える
ＩＣＴシステム基盤技術の教育研究

▪領域の概要
　計算機科学の究極の目標の一つにヒューマノイド・ロボットがあります。ロボットは近年災害救助や介護などさまざまな局面
で人間の補助をすることが期待されています。このときロボットには、機械的にスムーズな動作を実現するという側面とともに、
人間のような知能を持つという側面も求められます。本領域ではこの両面を橋渡しし、機械工学・制御工学に基づくロボット工
学から、人間のように固有の知識と推論機能を持ち、コミュニケーション機能を有するエージェントの研究をカバーします。す
なわち、パーセプション－アクション・サイクルや歩行と言った知覚認知体としてのロボットの研究、人間の思考の基盤をなす
数理論理学、ソフトウェアによる推論機能の実現、分散・並列システム、そして人工知能によるエージェント間通信の実現と言っ
たテーマに学際的に取り組み、社会に貢献します。
▪キーワード
人工知能、ロボティクス、機械力学、制御工学、数理論理学、ソフトウェア科学、分散システム

知能ロボティクス領域
論理的知識表現と知覚認知技術による

知的エージェントとしてのロボット工学研究

▪領域の概要
　便利で安全・安心な社会のために、情報技術は欠かせないものになっています。これをさらに「楽しく学び楽しく暮らせる社会」
にするため、本領域では人工知能や人間情報処理など幅広い技術を駆使し、人とコンピュータのより良い関係を目指しています。
人を楽しませることのできるゲームAI、人の学習を支援するシステムやゲームAI、人にとってのゲームやパズルの面白さ・難
しさの定量化、人と交わるための高度な自然言語処理や画像処理など、重要性を増している困難な課題に学際的に取り組み、社
会に貢献します。
▪キーワード
人工知能、ゲームAI、機械学習、自然言語処理、学習支援システム、ゲーミフィケーション、アルゴリズム、計算幾何学、
画像情報科学、コンピュータビジョン

ゲーム・エンタテインメント領域
人工知能など幅広い情報技術を探究・活用し、
楽しく学び楽しく暮らせる社会に貢献

先端科学技術研究科・領域の概要
＜研究科の目的＞

１．先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主
性、コミュニケーション能力を持つ、社会や産業界のリーダーを
育成すること。

２．世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点
を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな領域を開拓
し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと。

先端科学技術研究科には９つの領域があり、学問分野の枠を超えた活動を行っています。
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Quality of Life （QoL）向上のためのイノベーションを実現し、豊かで生きがいのある人類社会の構築と知識創造を目指します。
▪キーワード
知覚情報処理、インタラクション、認知・心理・行動、ヒューマンインタフェース、社会心理学、インタラクティブシステム、創造性支援、
グループウェア、デザイン思考、メディアアート、生活科学、社会インフラ、介護支援、ネットワーク科学とサービス、イノベーションデザイン
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人間情報学と知識科学の融合によるイノベーション創出で
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レーション、複雑系、言語・コミュニケーション、実験哲学、学習科学、ナレッジマネジメント、知識経営、技術経営、地域経営、
コンサルティング、観光・医療・介護・教育サービス
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▪領域の概要
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なわち、パーセプション－アクション・サイクルや歩行と言った知覚認知体としてのロボットの研究、人間の思考の基盤をなす
数理論理学、ソフトウェアによる推論機能の実現、分散・並列システム、そして人工知能によるエージェント間通信の実現と言っ
たテーマに学際的に取り組み、社会に貢献します。
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１．先端科学技術の確かな専門性とともに、幅広い視野や高い自主
性、コミュニケーション能力を持つ、社会や産業界のリーダーを
育成すること。

２．世界や社会の課題を解決する研究に挑戦し、卓越した研究拠点
を形成すると同時に、多様な基礎研究により新たな領域を開拓
し、研究成果の社会還元を積極的に行うこと。

先端科学技術研究科には９つの領域があり、学問分野の枠を超えた活動を行っています。
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▪領域の概要
　応用物理学の智と技を究めて、原子・分子の科学を基礎とするナノテクノロジーを発展させます。ユビキタスデバイス、量子
デバイス、マイクロ・ナノマシン、原子・分子マニピュレーターなどの将来の社会基盤を支える技術の実現に向けて未踏分野に
挑みます。応用物理学・工学を柱とした革新技術を活用して環境･エネルギー問題を解決し、安心安全な社会の実現、人類社会の
持続的繁栄に貢献します。次世代を担う若者に対して確かな物理的思考力を鍛えて卓越性を磨く場を提供し、問題の根本を看破
して行動する習慣を身につけ、他領域をもシームレスに闊歩する科学者・技術者を育成します。

▪キーワード
ナノ材料、ナノデバイス、ナノイメージング・計測、微細加工、有機／無機材料ハイブリッド、電子・スピン・光工学

応用物理学領域
ナノサイエンス・ナノテクノロジーを探究・駆使し、
応用物理学・工学的アプローチで未来を拓く

▪領域の概要
　生物は、タンパク質・核酸・生体膜・糖鎖などの生命分子を高度に機能化・組織化することで、様々な生命機能を発揮しています。
本領域では、JAIST独自のユニークなバイオテクノロジーを駆使して、そのような生命分子の機能を分子レベル・細胞レベルで
解析するとともに、人工的に生命分子を改変・組織化した新しい人工生命分子の創成を行っています。さらに産業界とも連携し
てバイオデバイス・バイオセンシング等の先端テクノロジーへ応用することで、主に医療・環境分野での実用化も進めています。
▪キーワード
生体関連化学、バイオテクノロジー、化学生物学、合成生物学、生体分子デザイン、バイオデバイス、バイオセンシング、先端医療

生命機能工学領域
生命分子の解析・改変・組織化を通じた生命機能の探究と

先端テクノロジーへの応用展開

▪領域の概要
　液体プロセスなど新手法による再生可能エネルギー材料の創成と太陽電池や熱電変換デバイスへの応用を目指す再生可能エ
ネルギー材料・デバイス技術、高耐熱・高力学強度バイオプラスチックを中心とした元素化学・バイオ機能ベース持続可能技術、
ナノ電子機械デバイスによる先端環境センサーとゼロパワー機能集積システム技術、データマイニングや量子シミュレーショ
ンなどをベースとしたマテリアルインフォマティクス技術の四つの柱を軸に、知識科学の最先端融合技術も駆使して、グローバ
ルな環境・エネルギー問題に挑戦し、持続可能な未来の共生社会実現に貢献します。
▪キーワード
グリーンテクノロジー、ナノ液体プロセス、再生可能ポリマー、熱電、太陽電池、第一原理シミュレーション、ナノ電子機械デバイス、
マテリアルズ・インフォマティクス

環境・エネルギー領域
環境・エネルギー問題の解決に資する先端科学技術を学び実践して、

持続可能な未来社会を実現

▪領域の概要
本領域では、新しい機能や優れた性能を示す新規マテリアルの基本構造を、化学の基本原理と応用技術、さらには最先端の
機器による構造解析技術に基づいてデザインしています。また、豊かで持続可能な社会を具現化するために必要となる化学製品
の開発やその製造プロセスを産業界に提案することで社会に貢献します。さらに、化学分野の先端知識を用いて新材料を分子・
原子レベルで設計し、その創製を実現できる優れた研究者および技術者の育成に努めています。
▪キーワード
ナノ材料化学、高分子化学、グリーンケミストリー、エネルギー関連材料、生体適合材料、ナノ触媒、分析化学

物質化学領域
新しい機能を示す材料の基本構造を化学の視点からデザインし、

新材料の創製に貢献

JAISTの東京サテライトでは、社会人学生を対象に東京社会人コースを提供しています。
　ここでの「学び環境」は、仕事と学びを両立させる「職学近接」と「知的刺激」をコンセプトとしており、標準修業年限分の授
業料で、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修することができる「長期履修制度」、無理なく通える「平日夜間・
土曜日曜集中開講」、アクセスしやすい「JR山手線品川駅港南口に立地」等、「職（仕事場・仕事時間）」と「学（大学院・開講時間）」
が近接することで、社会人学生が学びやすい環境を実現しています。
　さらに、社会人学生にとって「学ぶモチベーションが続く」知的刺激のある環境、すなわち、「スピード感ある学修」「複数教員
指導制度」「ICT技術を活用した遠隔教育」を提供しています。社会人学生が学修意欲を継続・向上できるような「リアリティある」
実践的・具体的な教育内容を目指して、「自らが抱える産業界などでのリアルな課題を主テーマ・副テーマにする」「多様なカリ
キュラム」「社会人同士だからこそできるネットワークづくり」で社会人学生の学修意欲を喚起する環境を創り出しています。

東京サテライト（東京社会人コース）
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▪領域の概要
　応用物理学の智と技を究めて、原子・分子の科学を基礎とするナノテクノロジーを発展させます。ユビキタスデバイス、量子
デバイス、マイクロ・ナノマシン、原子・分子マニピュレーターなどの将来の社会基盤を支える技術の実現に向けて未踏分野に
挑みます。応用物理学・工学を柱とした革新技術を活用して環境･エネルギー問題を解決し、安心安全な社会の実現、人類社会の
持続的繁栄に貢献します。次世代を担う若者に対して確かな物理的思考力を鍛えて卓越性を磨く場を提供し、問題の根本を看破
して行動する習慣を身につけ、他領域をもシームレスに闊歩する科学者・技術者を育成します。

▪キーワード
ナノ材料、ナノデバイス、ナノイメージング・計測、微細加工、有機／無機材料ハイブリッド、電子・スピン・光工学

応用物理学領域
ナノサイエンス・ナノテクノロジーを探究・駆使し、
応用物理学・工学的アプローチで未来を拓く

▪領域の概要
　生物は、タンパク質・核酸・生体膜・糖鎖などの生命分子を高度に機能化・組織化することで、様々な生命機能を発揮しています。
本領域では、JAIST独自のユニークなバイオテクノロジーを駆使して、そのような生命分子の機能を分子レベル・細胞レベルで
解析するとともに、人工的に生命分子を改変・組織化した新しい人工生命分子の創成を行っています。さらに産業界とも連携し
てバイオデバイス・バイオセンシング等の先端テクノロジーへ応用することで、主に医療・環境分野での実用化も進めています。
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生命分子の解析・改変・組織化を通じた生命機能の探究と

先端テクノロジーへの応用展開

▪領域の概要
　液体プロセスなど新手法による再生可能エネルギー材料の創成と太陽電池や熱電変換デバイスへの応用を目指す再生可能エ
ネルギー材料・デバイス技術、高耐熱・高力学強度バイオプラスチックを中心とした元素化学・バイオ機能ベース持続可能技術、
ナノ電子機械デバイスによる先端環境センサーとゼロパワー機能集積システム技術、データマイニングや量子シミュレーショ
ンなどをベースとしたマテリアルインフォマティクス技術の四つの柱を軸に、知識科学の最先端融合技術も駆使して、グローバ
ルな環境・エネルギー問題に挑戦し、持続可能な未来の共生社会実現に貢献します。
▪キーワード
グリーンテクノロジー、ナノ液体プロセス、再生可能ポリマー、熱電、太陽電池、第一原理シミュレーション、ナノ電子機械デバイス、
マテリアルズ・インフォマティクス

環境・エネルギー領域
環境・エネルギー問題の解決に資する先端科学技術を学び実践して、

持続可能な未来社会を実現

▪領域の概要
本領域では、新しい機能や優れた性能を示す新規マテリアルの基本構造を、化学の基本原理と応用技術、さらには最先端の
機器による構造解析技術に基づいてデザインしています。また、豊かで持続可能な社会を具現化するために必要となる化学製品
の開発やその製造プロセスを産業界に提案することで社会に貢献します。さらに、化学分野の先端知識を用いて新材料を分子・
原子レベルで設計し、その創製を実現できる優れた研究者および技術者の育成に努めています。
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土曜日曜集中開講」、アクセスしやすい「JR山手線品川駅港南口に立地」等、「職（仕事場・仕事時間）」と「学（大学院・開講時間）」
が近接することで、社会人学生が学びやすい環境を実現しています。
　さらに、社会人学生にとって「学ぶモチベーションが続く」知的刺激のある環境、すなわち、「スピード感ある学修」「複数教員
指導制度」「ICT技術を活用した遠隔教育」を提供しています。社会人学生が学修意欲を継続・向上できるような「リアリティある」
実践的・具体的な教育内容を目指して、「自らが抱える産業界などでのリアルな課題を主テーマ・副テーマにする」「多様なカリ
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教育システム

キャリアパス形成型の教育体系

JAIST 5つの魅力

知的にたくましい人材を養成するJAISTの充実した教育システム
　教育システムは、大学院学生の教育に何が必要かを考え、整備しています。

FOCUS

1

大学院学生を対象とした充実のキャリアサポート
　各種キャリア支援策も、大学院学生に特化した、最適なサポートを行っています。

FOCUS

2

多様な奨学サポート
　様々な奨学金制度、減免制度、TA・RA・LA等の支援を用意。また、国際学会等での研究発表に係る
旅費等を支援する「学外研究・学外研修制度」など修学を支援する制度を多数取り揃えています。

FOCUS

5

最先端の研究機器・設備、先進的な情報環境
　研究活動に必要な最先端の研究機器・設備が充実しています。

FOCUS

3

充実した語学教育・積極的な国際交流
英語・日本語の語学教育が充実しています。また、積極的な国際交流も行っており、多様な考え方や価

値観に触れることができます。

FOCUS

4

FOCUS

1

全
学
統
一
入
学
者
選
抜

学位審査

修士
（知識科学）

修士
（情報科学）

修士
（マテリアル   
  サイエンス）

修  士

学術科目

広域科目

導入科目

基幹科目

発展科目
先端科目

展開科目 社会・産業界指向の
高度な成果による
学位授与

博 士

社会や産業界の
リーダー

人間力強化 創出力強化

知
識
・
情
報
・マ
テ
系導入配属期間に全学

生が「イノベーション
教育」を学修

博士後期課程展開配属導入配属 副テーマ配属→学外配属（研究留学等）

主テーマ研究

学位論文
作成

副テーマ研究

URA指導

副テーマ研究

インターンシップ

研究留学

ヒューマンライフデザイン

知識マネジメント

セキュリティ・ネットワーク

知能ロボティクス

ゲーム・エンタテインメント

環境・エネルギー

物 質 化 学

応 用 物 理 学

生 命 機 能 工 学

■修学目的に対応した教育プログラムの提供

■授与される学位

　学生のキャリア目標の実現を支援するため、修学目的に対応した教育プログラムを提供しています。また、働きながら学びなおす社会人学生も支援し、
長期履修など柔軟な履修を可能としています。

Mαプログラム

SDプログラム　飛び入学後4年間

5年間

5Dプログラム

3Dプログラム

希望により
進学

Mプログラム

D
プ
ロ
グ
ラ
ム

M
プ
ロ
グ
ラ
ム

分野変更者または基礎からじっくり学びたい学生を対
象として、２年間から３年間でＭプログラムと同様の
修士教育を行う教育プログラム
２年分の授業料で最長３年間までの計画的な履修が
可能

実践力重視により、従来型の博士前期課程を充実さ
せた教育プログラム
Ｍプログラム修了後、博士後期課程（３Ｄプログラム）
に進学することも可能

実践力重視により、従来型の博士後期課程を充実さ
せた教育プログラム

早期から博士の学位取得を目指す学生を対象に、博
士前期課程と博士後期課程を有機的に接続させた５
年一貫的な教育プログラム

学部３年終了者を対象とし、世界的視点で新しい研
究に挑戦し、開拓できる科学者を目指す学生への４
年一貫的な教育プログラム

□博士前期課程
　　修士（知識科学）
　　修士（情報科学）
　　修士（マテリアルサイエンス）

□博士後期課程
　　博士（知識科学）
　　博士（情報科学）
　　博士（マテリアルサイエンス） 

博士前期課程
＋

博士後期課程

博士後期課程

博士前期課程

Ｍ
プログラム

３Ｄ
プログラム

５Ｄ
プログラム

ＳＤ
プログラム

Ｍα
プログラム

p.20

p.14

p.25

p.29

p.31

教育システムの特色
システム化した授業と研究指導によって知的にたくましい人材を育成
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教育システム

キャリアパス形成型の教育体系

JAIST 5つの魅力

知的にたくましい人材を養成するJAISTの充実した教育システム
　教育システムは、大学院学生の教育に何が必要かを考え、整備しています。

FOCUS

1

大学院学生を対象とした充実のキャリアサポート
　各種キャリア支援策も、大学院学生に特化した、最適なサポートを行っています。

FOCUS

2

多様な奨学サポート
　様々な奨学金制度、減免制度、TA・RA・LA等の支援を用意。また、国際学会等での研究発表に係る
旅費等を支援する「学外研究・学外研修制度」など修学を支援する制度を多数取り揃えています。

FOCUS

5

最先端の研究機器・設備、先進的な情報環境
　研究活動に必要な最先端の研究機器・設備が充実しています。

FOCUS

3

充実した語学教育・積極的な国際交流
英語・日本語の語学教育が充実しています。また、積極的な国際交流も行っており、多様な考え方や価

値観に触れることができます。

FOCUS

4

FOCUS

1

全
学
統
一
入
学
者
選
抜

学位審査

修士
（知識科学）

修士
（情報科学）

修士
（マテリアル   
  サイエンス）

修  士

学術科目

広域科目

導入科目

基幹科目

発展科目
先端科目

展開科目 社会・産業界指向の
高度な成果による
学位授与

博 士

社会や産業界の
リーダー

人間力強化 創出力強化

知
識
・
情
報
・マ
テ
系導入配属期間に全学

生が「イノベーション
教育」を学修

博士後期課程展開配属導入配属 副テーマ配属→学外配属（研究留学等）

主テーマ研究

学位論文
作成

副テーマ研究

URA指導

副テーマ研究

インターンシップ

研究留学

ヒューマンライフデザイン

知識マネジメント

セキュリティ・ネットワーク

知能ロボティクス

ゲーム・エンタテインメント

環境・エネルギー

物 質 化 学

応 用 物 理 学

生 命 機 能 工 学

■修学目的に対応した教育プログラムの提供

■授与される学位

　学生のキャリア目標の実現を支援するため、修学目的に対応した教育プログラムを提供しています。また、働きながら学びなおす社会人学生も支援し、
長期履修など柔軟な履修を可能としています。

Mαプログラム

SDプログラム　飛び入学後4年間

5年間

5Dプログラム

3Dプログラム

希望により
進学

Mプログラム

D
プ
ロ
グ
ラ
ム

M
プ
ロ
グ
ラ
ム

分野変更者または基礎からじっくり学びたい学生を対
象として、２年間から３年間でＭプログラムと同様の
修士教育を行う教育プログラム
２年分の授業料で最長３年間までの計画的な履修が
可能

実践力重視により、従来型の博士前期課程を充実さ
せた教育プログラム
Ｍプログラム修了後、博士後期課程（３Ｄプログラム）
に進学することも可能

実践力重視により、従来型の博士後期課程を充実さ
せた教育プログラム

早期から博士の学位取得を目指す学生を対象に、博
士前期課程と博士後期課程を有機的に接続させた５
年一貫的な教育プログラム

学部３年終了者を対象とし、世界的視点で新しい研
究に挑戦し、開拓できる科学者を目指す学生への４
年一貫的な教育プログラム

□博士前期課程
　　修士（知識科学）
　　修士（情報科学）
　　修士（マテリアルサイエンス）

□博士後期課程
　　博士（知識科学）
　　博士（情報科学）
　　博士（マテリアルサイエンス） 

博士前期課程
＋

博士後期課程

博士後期課程

博士前期課程

Ｍ
プログラム

３Ｄ
プログラム

５Ｄ
プログラム

ＳＤ
プログラム

Ｍα
プログラム

p.20

p.14

p.25

p.29

p.31

教育システムの特色
システム化した授業と研究指導によって知的にたくましい人材を育成

14



知識科学的イノベーションデザイン教育

以下の３つを体系的・統合的に修得
真のニーズや課題を探求し、新しいアイデアやコンセプトを創造する能力

要素技術と全体との相互作用を分析し、要求を実現するシステムをデザインする能力
技術・市場・組織・社会の知識をイノベーションに結びつける知識マネジメント能力

人間力強化プログラム

「人間力」とは、「知的能力」、「社会対人能力」、「自己制御
能力」の３要素からなり、本プログラムでは、知識科学の方
法論に基づいた人間力強化の教育プログラムを、学術科目
や広域科目の中で実施し、キーコンピテンシー（聴く力・考え
る力・伝える力・挑む力・進める力）を養成します。個々人の
学習(方法論の双方向講義)、グループワーク(自律学習)、
ダブルループラーニングによる学修を行います。

創出力強化プログラム

「創出力」とは、「創造性」、「ものづくり」、「知識基盤社会」
の３要素からなり、本プログラムでは、知識科学の方法論に
基づいた専門知識を発展させることができる創出力の強化
を、階層化された基幹科目や展開科目の履修及び研究指
導の中で実施します。
体系的な専門性を重視し、基幹科目、展開科目、先端科目
を拡充して、学生が自律的に到達度を高められる教育を実
践します。

　全入学生を対象に、一緒に学ぶ仲間と知り合う１週間の全学オリエンテーション（東京社
会人コースを除く）を、入学直後に実施します。引き続いて、イノベーション創出人材の基礎
である「人間力」と「創出力」の開発を目的とする必修科目を開講します。必修科目では、通
常の講義形式に加え、グループワーク形式の演習を実施します。演習では、社会のニーズと
科学技術のシーズの関連付けを発見的に行うチーム課題解決活動を通し、イノベーションを
生み出す共創の価値や楽しさを体験します。

全学オリエンテーションおよび必修科目

■必修科目（博士前期課程）

　－人間力イノベーション論 １単位

　－創出力イノベーション論 １単位

■必修科目（博士後期課程）

　－人間力・創出力イノベーション論 １単位

■ 体系的な授業科目群

　JAISTの授業科目は、自由科目、学術科目、広域科目、導入科目、基幹科目、展開科目、発展科目、先端科目の8つに区分され、以下のように構成し
ています。

自由科目

博士前期課程 博士後期課程

自らの学修の補遺的な強化に資する授業科目群

学術科目 異文化に触れながら
グローバルな言語の強化に資する授業科目群

広域科目 融合領域を広範に捉え、
自らの専門性の広角化に資する授業科目群

導入科目
融合領域の境界を捉え、

自らの専門性の基盤化に資する授業科目群
修士レベルの専門基礎の強化

基幹科目
融合領域の境界を越え、

自らの専門性の螺旋化に資する授業科目群
専攻分野の中核的知識・方法論等の強化

展開科目
科学技術の展開を捉え、

自らの専門性の高度化を図る授業科目群
幅広い基盤的専門知識を理解し問題解決に応用できる能力を定着

発展科目
先端科学技術の発展を捉え、

自らの専門性の深化を図る授業科目群
博士レベルの専門応用の強化を図る授業科目群

先端科目

先端科学技術の深奥を捉え、
自らの専門性の確立を図る授業科目群

授業科目は主に英語で実施
世界的に通用する高い研究能力と俯瞰的な視野を持ち、
問題の発見と解決できる能力を付与し、定着を徹底

　１つの授業科目につき、在籍課程及び取得を目指す学位（知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス）により異なる科目区分を付す科目体系となって
います。
（例）I2xx科目○○○○論の単位を修得した場合、知識科学の学位取得を目指す博士前期課程の学生は展開科目として修了要件に算入することになる

が、情報科学の学位取得を目指す博士前期課程の学生は基幹科目として修了要件に算入することになる。（下図参照）

○○○○論 展開科目

知識科学

基幹科目

情報科学

基幹科目

マテリアル
サイエンス

発展科目

知識科学

発展科目

情報科学

自由科目

マテリアル
サイエンス

博士前期課程（学位：修士） 博士後期課程（学位：博士）

■ 産学連携による共創的実践教育

　産業界のニーズと本学の研究シーズのマッチングをさらに強化するた
め、企業からの人材をURA（リサーチ・アドミニストレーター）として配置し、
研究指導を行います。

■ 学修計画・記録書

　入学から修了までの履修科目や学修の計画と記録、指導教員からの
指導内容を記録し、自身の学修の振り返りを助けるものとして作成するも
のです。「学修計画・記録書」に沿って指導を受けることで、自身のキャ
リア目標、学修歴、研究計画等を踏まえ、他分野の科目も含めて関連性
や難易度等を見据えた科目を体系的に履修することができます。

指導体制等

■ 副テーマ研究

　副テーマ研究は、専攻する分野に関する研究課題（主テーマ）のほかに、
隣接または関連分野の基礎的な概念、知識、能力等を身につけるために
第二の研究課題として課すものです。副テーマ研究においては、副テーマ
指導教員の下で、学生のキャリア目標に応じて、産業界をはじめとする学
外機関での指導、分野の異なる研究室での指導及び複数の学生で１つの
テーマを探究する「グループ副テーマ」など、研究テーマに応じた柔軟な指
導を実践しています。また、副テーマ研究に代わり、インターンシップを実
施することも認められます。

■ 複数教員指導制

　ひとりの学生に対して、主指導教
員、副指導教員、副テーマ指導教
員（又はインターンシップ指導教員）
の3名の教員が教育・研究の指導
にあたります。

主指導教員 副指導教員

学生

副テーマ指導教員
又はインターンシップ指導教員

教育システムの内容
「知識科学的イノベーションデザイン教育」「人間力強化プログラム」「創出力強化プログラム」を組み合わせ、知的
たくましさを涵養するプログラムを全学に展開します。
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知識科学的イノベーションデザイン教育

以下の３つを体系的・統合的に修得
真のニーズや課題を探求し、新しいアイデアやコンセプトを創造する能力

要素技術と全体との相互作用を分析し、要求を実現するシステムをデザインする能力
技術・市場・組織・社会の知識をイノベーションに結びつける知識マネジメント能力

人間力強化プログラム

「人間力」とは、「知的能力」、「社会対人能力」、「自己制御
能力」の３要素からなり、本プログラムでは、知識科学の方
法論に基づいた人間力強化の教育プログラムを、学術科目
や広域科目の中で実施し、キーコンピテンシー（聴く力・考え
る力・伝える力・挑む力・進める力）を養成します。個々人の
学習(方法論の双方向講義)、グループワーク(自律学習)、
ダブルループラーニングによる学修を行います。

創出力強化プログラム

「創出力」とは、「創造性」、「ものづくり」、「知識基盤社会」
の３要素からなり、本プログラムでは、知識科学の方法論に
基づいた専門知識を発展させることができる創出力の強化
を、階層化された基幹科目や展開科目の履修及び研究指
導の中で実施します。
体系的な専門性を重視し、基幹科目、展開科目、先端科目
を拡充して、学生が自律的に到達度を高められる教育を実
践します。

　全入学生を対象に、一緒に学ぶ仲間と知り合う１週間の全学オリエンテーション（東京社
会人コースを除く）を、入学直後に実施します。引き続いて、イノベーション創出人材の基礎
である「人間力」と「創出力」の開発を目的とする必修科目を開講します。必修科目では、通
常の講義形式に加え、グループワーク形式の演習を実施します。演習では、社会のニーズと
科学技術のシーズの関連付けを発見的に行うチーム課題解決活動を通し、イノベーションを
生み出す共創の価値や楽しさを体験します。

全学オリエンテーションおよび必修科目

■必修科目（博士前期課程）

　－人間力イノベーション論 １単位

　－創出力イノベーション論 １単位

■必修科目（博士後期課程）

　－人間力・創出力イノベーション論 １単位

■ 体系的な授業科目群

　JAISTの授業科目は、自由科目、学術科目、広域科目、導入科目、基幹科目、展開科目、発展科目、先端科目の8つに区分され、以下のように構成し
ています。

自由科目

博士前期課程 博士後期課程

自らの学修の補遺的な強化に資する授業科目群

学術科目 異文化に触れながら
グローバルな言語の強化に資する授業科目群

広域科目 融合領域を広範に捉え、
自らの専門性の広角化に資する授業科目群

導入科目
融合領域の境界を捉え、

自らの専門性の基盤化に資する授業科目群
修士レベルの専門基礎の強化

基幹科目
融合領域の境界を越え、

自らの専門性の螺旋化に資する授業科目群
専攻分野の中核的知識・方法論等の強化

展開科目
科学技術の展開を捉え、

自らの専門性の高度化を図る授業科目群
幅広い基盤的専門知識を理解し問題解決に応用できる能力を定着

発展科目
先端科学技術の発展を捉え、

自らの専門性の深化を図る授業科目群
博士レベルの専門応用の強化を図る授業科目群

先端科目

先端科学技術の深奥を捉え、
自らの専門性の確立を図る授業科目群

授業科目は主に英語で実施
世界的に通用する高い研究能力と俯瞰的な視野を持ち、
問題の発見と解決できる能力を付与し、定着を徹底

　１つの授業科目につき、在籍課程及び取得を目指す学位（知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス）により異なる科目区分を付す科目体系となって
います。
（例）I2xx科目○○○○論の単位を修得した場合、知識科学の学位取得を目指す博士前期課程の学生は展開科目として修了要件に算入することになる

が、情報科学の学位取得を目指す博士前期課程の学生は基幹科目として修了要件に算入することになる。（下図参照）

○○○○論 展開科目

知識科学

基幹科目

情報科学

基幹科目

マテリアル
サイエンス

発展科目

知識科学

発展科目

情報科学

自由科目

マテリアル
サイエンス

博士前期課程（学位：修士） 博士後期課程（学位：博士）

■ 産学連携による共創的実践教育

　産業界のニーズと本学の研究シーズのマッチングをさらに強化するた
め、企業からの人材をURA（リサーチ・アドミニストレーター）として配置し、
研究指導を行います。

■ 学修計画・記録書

　入学から修了までの履修科目や学修の計画と記録、指導教員からの
指導内容を記録し、自身の学修の振り返りを助けるものとして作成するも
のです。「学修計画・記録書」に沿って指導を受けることで、自身のキャ
リア目標、学修歴、研究計画等を踏まえ、他分野の科目も含めて関連性
や難易度等を見据えた科目を体系的に履修することができます。

指導体制等

■ 副テーマ研究

　副テーマ研究は、専攻する分野に関する研究課題（主テーマ）のほかに、
隣接または関連分野の基礎的な概念、知識、能力等を身につけるために
第二の研究課題として課すものです。副テーマ研究においては、副テーマ
指導教員の下で、学生のキャリア目標に応じて、産業界をはじめとする学
外機関での指導、分野の異なる研究室での指導及び複数の学生で１つの
テーマを探究する「グループ副テーマ」など、研究テーマに応じた柔軟な指
導を実践しています。また、副テーマ研究に代わり、インターンシップを実
施することも認められます。

■ 複数教員指導制

　ひとりの学生に対して、主指導教
員、副指導教員、副テーマ指導教
員（又はインターンシップ指導教員）
の3名の教員が教育・研究の指導
にあたります。

主指導教員 副指導教員

学生

副テーマ指導教員
又はインターンシップ指導教員

教育システムの内容
「知識科学的イノベーションデザイン教育」「人間力強化プログラム」「創出力強化プログラム」を組み合わせ、知的
たくましさを涵養するプログラムを全学に展開します。
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2の1期

■ クォーター制

　段階を踏みながら短期間で効率よく必要な知識を獲得できるよう、
JAISTではクォーター制という授業システムを導入しています。これは、１
学期を２ヶ月単位とし、１期８週間で完結する授業形態を４月から翌２月ま
での間に全部で４期間実施する制度です。各科目とも週２回授業を行い、
学生が短期間で集中的に授業科目を履修し、高度な知識を早い段階で
獲得できるようにしています。

■ 修了要件／博士前期課程

　博士前期課程に２年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文、課題研究報告書又は博士研究計画調
査報告書を提出し、その審査及び最終試験に合格することが修了要件です。
　ただし、所定の要件を満たした者が優れた研究業績を挙げたと認められた場合は、在学期間２年を最短で１年に短縮することができる場合もあります。

■ 授業時間

　授業は1回100分とし、2単位科目であれば基本的に14回開講します。

■ 入学・進学前の修得単位の認定

入学・進学前に他大学大学院、JAIST博士前期課程及び科目等履
修生時等に履修した授業科目において修得した単位をJAIST在籍課程
で修得したものと認定することができます。

■ 長期履修制度

職務等の都合により大学での学修が制限され、標準修業年限での修
了が困難であることが想定される場合で、かつ、長期履修の希望申請が
あった場合、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修す
ることが認められます。

■ 短期修了

修了要件を満たした上で、優れた業績を上げた者と認められた場合、
博士前期課程では1年以上、博士後期課程では3年（博士前期課程で
の在学年数を含む）以上在学すれば修了できます。

■ 単位互換制度

以下の大学院（協定校）の授業科目を履修することができます。
【協定校】
金沢大学大学院自然科学研究科／金沢工業大学大学院工学研究科／
放送大学大学院文化科学研究科／総合研究大学院大学複合科学研究科

■ チュートリアルアワー

１単位４５時間の単位制度の趣旨を徹底させるため、各科目週２回の集
中的な講義を実施しているJAISTでは、授業は基本的に午前中のみ開講
とし、午後からの時間は個別指導を行うためのチュートリアルアワーや講義
の予習・復習・自己研究を行うための自主的活動時間にあてています。
チュートリアルアワーは、講義内容や日々の研究内容に疑問を持ってい

る学生に対して、教員が積極的に対応する制度です。午後の時間帯をこ
れにあて、各教員やＴＡ（ティーチングアシスタント）が、学生からの質疑
にきめ細やかに対応することで、理解力の向上を手助けしています。

1の1期

4月 8月 2月 3月10月9月

１の2期 夏期集中講義 2の1期 2の2期 冬期集中講義

修士学位への道　Ｍプログラム／Ｍαプログラム（博士前期課程）

研究室導入配属（仮配属）、必修科目履修

研究室展開配属（本配属）
副指導教員、教育プログラムの決定

副テーマ指導教員の決定、副テーマ研究の開始

研究計画提案書提出

修士論文等中間発表会

学位申請書等提出
修士論文／課題研究報告書の提出、発表・審査
学位記授与

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

1

　年

　次

　（
M

　1
）

2

　年

　次

　（
M

　2
）

Ｍプログラム ：従来からの博士前期課程と同様、標準修業年限２年で修士の学位を取得するためのプログラムです。
Ｍプログラム修了後、博士後期課程（３Ｄプログラム）に進学することも可能です。

Ｍαプログラム ：JAIST入学後、学部時代からの専攻分野を変更した学生、または基礎からじっくり学びたい学生を対象
として、２年間から３年間でＭプログラムと同様の修士教育を行うプログラムです。
２年を超える在学期間分は授業料が免除されます（免除期間は最長１年まで）。

■ 学修プログラムの概要

教育内容により区分した教育課程として次の学修プログラムを置いています。プログラム修了に必要な要件を満たした場合には、学修プログラム修了
証を発行します。

Schedule
■ 修士論文研究、課題研究選択者のスケジュール（Ｍプログラム）

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

2の1期

研究室導入配属（仮配属）、必修科目履修

研究室展開配属(本配属)
副指導教員、教育プログラム（5D）の決定

副テーマ指導教員の決定、副テーマ研究の開始

研究計画提案書提出

博士論文研究基礎力審査願の提出
博士論文研究基礎力予備審査

博士研究計画調査報告書の提出、博士論文研究基礎力審査

学位申請書等提出

学位記授与

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

1

　年

　次

　（
M

　1
）

2

　年

　次

　（
M

　2
）

■ 博士研究計画調査選択者のスケジュール（５Ｄプログラムのみ）

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

　基礎・専門知識の構築をより深く行う修士論文研究、特定の課題について研究を行う課題研究、博士後期
課程での博士研究の計画とそれに備えた博士研究計画調査のいずれかを選択します。主テーマ研究

授業の実施方法

石
川

１時限  ９：00～10：40

2時限 10：50～12：30

3時限 13：30～15：10（チュートリアルアワー）

4時限 15：20～17：00

5時限 17：10～18：50

東
京

１時限  ９：20～11：00（土曜、日曜）
2時限 11：10～12：50（土曜、日曜）
3時限 13：50～15：30（土曜、日曜）
4時限 15：40～17：20（土曜、日曜）
5時限 17：30～19：10（土曜、日曜）
6時限 18：30～20：10（月曜～金曜）
7時限 20：15～21：55（月曜～金曜）

学修プログラム 学修プログラムの履修

◇先端知識科学プログラム
◇先端情報科学プログラム

◇データ分析学リーダー育成プログラム
◇高信頼 I o T 技術者育成プログラム
◇情報セキュリティプログラム
◇ナノマテリアルテクノロジープログラム

◇データ分析学リーダー育成プログラム
◇ナノマテリアルテクノロジープログラム

◇技術経営（MO T）プログラム
◇サービス経営（MO S）プログラム
◇ I o T イノベーションプログラム 

博士
前期

博士
後期

博士
前期

博士
後期

課　程

石
川

東
京

任意

必須
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2の1期

■ クォーター制

　段階を踏みながら短期間で効率よく必要な知識を獲得できるよう、
JAISTではクォーター制という授業システムを導入しています。これは、１
学期を２ヶ月単位とし、１期８週間で完結する授業形態を４月から翌２月ま
での間に全部で４期間実施する制度です。各科目とも週２回授業を行い、
学生が短期間で集中的に授業科目を履修し、高度な知識を早い段階で
獲得できるようにしています。

■ 修了要件／博士前期課程

　博士前期課程に２年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文、課題研究報告書又は博士研究計画調
査報告書を提出し、その審査及び最終試験に合格することが修了要件です。
　ただし、所定の要件を満たした者が優れた研究業績を挙げたと認められた場合は、在学期間２年を最短で１年に短縮することができる場合もあります。

■ 授業時間

　授業は1回100分とし、2単位科目であれば基本的に14回開講します。

■ 入学・進学前の修得単位の認定

入学・進学前に他大学大学院、JAIST博士前期課程及び科目等履
修生時等に履修した授業科目において修得した単位をJAIST在籍課程
で修得したものと認定することができます。

■ 長期履修制度

職務等の都合により大学での学修が制限され、標準修業年限での修
了が困難であることが想定される場合で、かつ、長期履修の希望申請が
あった場合、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修す
ることが認められます。

■ 短期修了

修了要件を満たした上で、優れた業績を上げた者と認められた場合、
博士前期課程では1年以上、博士後期課程では3年（博士前期課程で
の在学年数を含む）以上在学すれば修了できます。

■ 単位互換制度

以下の大学院（協定校）の授業科目を履修することができます。
【協定校】
金沢大学大学院自然科学研究科／金沢工業大学大学院工学研究科／
放送大学大学院文化科学研究科／総合研究大学院大学複合科学研究科

■ チュートリアルアワー

１単位４５時間の単位制度の趣旨を徹底させるため、各科目週２回の集
中的な講義を実施しているJAISTでは、授業は基本的に午前中のみ開講
とし、午後からの時間は個別指導を行うためのチュートリアルアワーや講義
の予習・復習・自己研究を行うための自主的活動時間にあてています。
チュートリアルアワーは、講義内容や日々の研究内容に疑問を持ってい

る学生に対して、教員が積極的に対応する制度です。午後の時間帯をこ
れにあて、各教員やＴＡ（ティーチングアシスタント）が、学生からの質疑
にきめ細やかに対応することで、理解力の向上を手助けしています。

1の1期

4月 8月 2月 3月10月9月

１の2期 夏期集中講義 2の1期 2の2期 冬期集中講義

修士学位への道　Ｍプログラム／Ｍαプログラム（博士前期課程）

研究室導入配属（仮配属）、必修科目履修

研究室展開配属（本配属）
副指導教員、教育プログラムの決定

副テーマ指導教員の決定、副テーマ研究の開始

研究計画提案書提出

修士論文等中間発表会

学位申請書等提出
修士論文／課題研究報告書の提出、発表・審査
学位記授与
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Ｍプログラム ：従来からの博士前期課程と同様、標準修業年限２年で修士の学位を取得するためのプログラムです。
Ｍプログラム修了後、博士後期課程（３Ｄプログラム）に進学することも可能です。

Ｍαプログラム ：JAIST入学後、学部時代からの専攻分野を変更した学生、または基礎からじっくり学びたい学生を対象
として、２年間から３年間でＭプログラムと同様の修士教育を行うプログラムです。
２年を超える在学期間分は授業料が免除されます（免除期間は最長１年まで）。

■ 学修プログラムの概要

教育内容により区分した教育課程として次の学修プログラムを置いています。プログラム修了に必要な要件を満たした場合には、学修プログラム修了
証を発行します。

Schedule
■ 修士論文研究、課題研究選択者のスケジュール（Ｍプログラム）

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

2の1期

研究室導入配属（仮配属）、必修科目履修

研究室展開配属(本配属)
副指導教員、教育プログラム（5D）の決定

副テーマ指導教員の決定、副テーマ研究の開始

研究計画提案書提出

博士論文研究基礎力審査願の提出
博士論文研究基礎力予備審査

博士研究計画調査報告書の提出、博士論文研究基礎力審査
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■ 博士研究計画調査選択者のスケジュール（５Ｄプログラムのみ）

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

　基礎・専門知識の構築をより深く行う修士論文研究、特定の課題について研究を行う課題研究、博士後期
課程での博士研究の計画とそれに備えた博士研究計画調査のいずれかを選択します。主テーマ研究

授業の実施方法

石
川

１時限  ９：00～10：40

2時限 10：50～12：30

3時限 13：30～15：10（チュートリアルアワー）

4時限 15：20～17：00

5時限 17：10～18：50

東
京

１時限  ９：20～11：00（土曜、日曜）
2時限 11：10～12：50（土曜、日曜）
3時限 13：50～15：30（土曜、日曜）
4時限 15：40～17：20（土曜、日曜）
5時限 17：30～19：10（土曜、日曜）
6時限 18：30～20：10（月曜～金曜）
7時限 20：15～21：55（月曜～金曜）

学修プログラム 学修プログラムの履修

◇先端知識科学プログラム
◇先端情報科学プログラム

◇データ分析学リーダー育成プログラム
◇高信頼 I o T 技術者育成プログラム
◇情報セキュリティプログラム
◇ナノマテリアルテクノロジープログラム

◇データ分析学リーダー育成プログラム
◇ナノマテリアルテクノロジープログラム

◇技術経営（MO T）プログラム
◇サービス経営（MO S）プログラム
◇ I o T イノベーションプログラム 

博士
前期

博士
後期

博士
前期

博士
後期

課　程

石
川

東
京

任意

必須
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1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

　求人側の特性や動向に合わせた進路ガイダンスを体系的に実施します。

学系別進路ガイダンス3

　専門のキャリア開発カウンセラーが親身になって相談に応じます。必要

な時に適切なアドバイスが受けられます。（予約制）

カウンセラーによる就職相談8
　インターンシップ参加に向けての準備や就職活動への活かし方を専門

の講師が数回にわたりアドバイスします。

インターンシップガイダンス1

　1年次生は、就職活動の始めの時期に、すでに内定を得た2年次生

の体験談を聞くことができます。

内定者との懇談会5

　企業の採用活動にも携わる専門の講師が就職活動のノウハウを数回

にわたり伝授します。

就職対策セミナー2

　就職試験対策としてＳＰＩ模擬試験を年数回実施します。受験料は大

学が負担します。学生の負担はありません。

SPI模擬試験4

　面接は採用試験最大の関門です。本番で戸惑うことのないよう、トレー

ニングを実施します。

面接トレーニング（個人・集団・グループディスカッション）7

　企業の個別セミナー（説明会）を学内で随時開催します。また、多数の

企業が参加する学内合同業界研究セミナーを100社規模で実施します。

学内業界研究セミナー／企業セミナー（合同・個別）6

　求人票は、JAISTキャリアサポートシステムに登録します。このシステ

ムを利用し企業名、業種、職種、求人数、学校推薦などの求人情報をい

ち早くチェックできます。

就職支援情報システム（JAISTキャリアサポートシステム）9

　ＪＡＩＳＴのロゴ入りで、研究内容の記述欄を設けた、大学院生の就職

活動に便利なオリジナル履歴書を封筒とセットで学内で販売しています。

JAISTオリジナル履歴書11

　キャリア形成活動に関する交通費等を年度内１回に限り助成します。そ

の他、外国人留学生の職業指導に関する助成もあります。

　キャリア形成関連の企業説明会・セミナーや企業等の採用試験等のキ

ャリア形成活動に係る交通費等を助成しています。

さまざまな費用助成10

・キャリア形成活動費支援制度

　外国人留学生の日本企業への就職に必要なキャリア形成活動を支援

するため、北陸三県の企業でのインターンシップ・採用試験に係る旅費

や語学検定（ビジネス日本語能力テスト等）の受験料を助成しています。

・外国人留学生職業指導助成制度

　企業等での5日間以上のインターンシップに係る交通費等を助成して

います。［博士後期課程のみ］

・インターンシップ助成制度

キャリアサポートFOCUS

2

キャリア形成・就職サポート
就職支援室が皆さんの就職活動を強力にサポートします。５Dプログラム ：博士前期課程と博士後期課程を有機的に接続して５年一貫的な博士教育を行うプログラムです。

ＳDプログラム ：学部３年次終了から給付奨学生特別選抜により入学し、組織的な集中教育により、4年間（博士前期
課程を1年半、博士後期課程を２年半）で博士の学位取得を目指すプログラムです。

３Dプログラム ：ＭプログラムまたはＭαプログラムからの進学者、あるいは他大学大学院からの進学者を対象にした、
３年間の博士教育を行うプログラムです。

Schedule

５Ｄプログラム／ＳＤプログラム（博士前期課程・博士後期課程）
３Ｄプログラム（博士後期課程）博士学位への道

　５Ｄプログラム及び３Ｄプログラムの学生は、入学後、将来の志望キャリアを考える機会としてキャリアタイプを決
定しています。キャリアタイプには、企業等で最先端の研究開発をリードし、マネジメントできる高度な専門技術者を
志望する「タイプＥ」と、大学教員や、教育研究機関で先端研究を企画・実施できる創造的な科学者を志望する「タ
イプＳ」があります。

キャリアタイプ

1　年　次　（ D　１ ）
中間発表会

研究計画書提出

4

5

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

2　年　次　（ D　2 ）

3　年　次　（ D　3 ）

1の1期

1の2期

2の2期

2の1期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

学位論文の骨子の提出

予備審査願の提出

予備審査会
学位申請書等・博士論文提出
公聴会・本審査・最終試験
学位記授与

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

研究室配属(本配属)、副指導
教員の決定、必修科目履修

■ 修了要件／博士後期課程

　博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格
することが修了要件です。
　ただし、所定の要件を満たした者が優れた研究業績を挙げたと認められた場合は、在学期間３年を最短で１年に短縮することができる場合もあります。

■ 博士後期課程のスケジュール（３Ｄプログラム）

※5Dプログラムは、博士前期課程修了後、博士後期課程のスケジュール
に合流。

1年次の2月末までに副テーマ指
導教員の決定、副テーマ研究開始
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1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

2の1期

　求人側の特性や動向に合わせた進路ガイダンスを体系的に実施します。

学系別進路ガイダンス3

　専門のキャリア開発カウンセラーが親身になって相談に応じます。必要

な時に適切なアドバイスが受けられます。（予約制）

カウンセラーによる就職相談8
　インターンシップ参加に向けての準備や就職活動への活かし方を専門

の講師が数回にわたりアドバイスします。

インターンシップガイダンス1

　1年次生は、就職活動の始めの時期に、すでに内定を得た2年次生

の体験談を聞くことができます。

内定者との懇談会5

　企業の採用活動にも携わる専門の講師が就職活動のノウハウを数回

にわたり伝授します。

就職対策セミナー2

　就職試験対策としてＳＰＩ模擬試験を年数回実施します。受験料は大

学が負担します。学生の負担はありません。

SPI模擬試験4

　面接は採用試験最大の関門です。本番で戸惑うことのないよう、トレー

ニングを実施します。

面接トレーニング（個人・集団・グループディスカッション）7

　企業の個別セミナー（説明会）を学内で随時開催します。また、多数の

企業が参加する学内合同業界研究セミナーを100社規模で実施します。

学内業界研究セミナー／企業セミナー（合同・個別）6

　求人票は、JAISTキャリアサポートシステムに登録します。このシステ

ムを利用し企業名、業種、職種、求人数、学校推薦などの求人情報をい

ち早くチェックできます。

就職支援情報システム（JAISTキャリアサポートシステム）9

　ＪＡＩＳＴのロゴ入りで、研究内容の記述欄を設けた、大学院生の就職

活動に便利なオリジナル履歴書を封筒とセットで学内で販売しています。

JAISTオリジナル履歴書11

　キャリア形成活動に関する交通費等を年度内１回に限り助成します。そ

の他、外国人留学生の職業指導に関する助成もあります。

　キャリア形成関連の企業説明会・セミナーや企業等の採用試験等のキ

ャリア形成活動に係る交通費等を助成しています。

さまざまな費用助成10

・キャリア形成活動費支援制度

　外国人留学生の日本企業への就職に必要なキャリア形成活動を支援

するため、北陸三県の企業でのインターンシップ・採用試験に係る旅費

や語学検定（ビジネス日本語能力テスト等）の受験料を助成しています。

・外国人留学生職業指導助成制度

　企業等での5日間以上のインターンシップに係る交通費等を助成して

います。［博士後期課程のみ］

・インターンシップ助成制度

キャリアサポートFOCUS

2

キャリア形成・就職サポート
就職支援室が皆さんの就職活動を強力にサポートします。５Dプログラム ：博士前期課程と博士後期課程を有機的に接続して５年一貫的な博士教育を行うプログラムです。

ＳDプログラム ：学部３年次終了から給付奨学生特別選抜により入学し、組織的な集中教育により、4年間（博士前期
課程を1年半、博士後期課程を２年半）で博士の学位取得を目指すプログラムです。

３Dプログラム ：ＭプログラムまたはＭαプログラムからの進学者、あるいは他大学大学院からの進学者を対象にした、
３年間の博士教育を行うプログラムです。

Schedule

５Ｄプログラム／ＳＤプログラム（博士前期課程・博士後期課程）
３Ｄプログラム（博士後期課程）博士学位への道

　５Ｄプログラム及び３Ｄプログラムの学生は、入学後、将来の志望キャリアを考える機会としてキャリアタイプを決
定しています。キャリアタイプには、企業等で最先端の研究開発をリードし、マネジメントできる高度な専門技術者を
志望する「タイプＥ」と、大学教員や、教育研究機関で先端研究を企画・実施できる創造的な科学者を志望する「タ
イプＳ」があります。

キャリアタイプ

1　年　次　（ D　１ ）
中間発表会

研究計画書提出

4

5

6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

2　年　次　（ D　2 ）

3　年　次　（ D　3 ）

1の1期

1の2期

2の2期

2の1期

夏期
集中講義

冬期
集中講義

学位論文の骨子の提出

予備審査願の提出

予備審査会
学位申請書等・博士論文提出
公聴会・本審査・最終試験
学位記授与

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

2の1期

1の1期

1の2期

2の2期

夏期
集中講義

研究室配属(本配属)、副指導
教員の決定、必修科目履修

■ 修了要件／博士後期課程

　博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格
することが修了要件です。
　ただし、所定の要件を満たした者が優れた研究業績を挙げたと認められた場合は、在学期間３年を最短で１年に短縮することができる場合もあります。

■ 博士後期課程のスケジュール（３Ｄプログラム）

※5Dプログラムは、博士前期課程修了後、博士後期課程のスケジュール
に合流。

1年次の2月末までに副テーマ指
導教員の決定、副テーマ研究開始
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■ 過去の修了者の主な就職先

知識科学

情報科学

マテリアルサイエンス

アイ・オー・データ機器、アクセンチュア、アドウェイズ、NEC、NTTドコモ、NTT西日本、京セラ、グリー、クレイア・コンサルティング、神戸製鋼所、
サイバーエージェント、自衛隊、澁谷工業、シャープ、セイコーエプソン、ソニー、大日本印刷、TIS、デンソー、東芝、東芝ソリューション、
凸版印刷、トッパン・フォームズ、バンダイナムコエンターテインメント、日産自動車、ニフティ、日本アイ・ビー・エム、日本総合研究所、日本電産、
日本能率協会コンサルティング、任天堂、パナソニック、日立製作所、富士ゼロックス、富士通、フューチャーアーキテクト、マーベラス、三谷産業、
みずほ情報総研、ヤフー、ヤマハ、楽天　ほか 

アイシン・エィ・ダブリュ、アイシン精機、インターネットイニシアティブ、SRA、NEC、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモ、
沖電気工業、カプコン、キヤノン、ぐるなび、グローリー、KDDI、KOKUSAI ELECTRIC、コマツ、シャープ、スズキ、セガ、セーレン、セコム、ソニー、
ソフトバンク、大日本印刷、タイムインターメディア、中部電力、TIS、DMM.com、デンソー、東芝、ニコン、日産自動車、日本ヒューレット・パッカード、
野村総合研究所、パイオニア、パナソニック、PFU、東日本旅客鉄道、日立産業制御ソリューションズ、日立製作所、富士ソフト、富士通、北陸
電力、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、三菱電機、ヤフー、ヤンマー、横河電機、レコチョク　ほか

旭化成、アズビル、アルバック、京セラ、コニカミノルタ、コバレントマテリアル、コマツ、ジーシー、資生堂、シャープ、ジャパンディスプレイ、スズキ、
住友重機械工業、セーレン、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ、大日本印刷、TDK、帝人、テルモ、デンソー、
東京エレクトロン、東京電力、東芝、東振精機、TOYO TIRE、凸版印刷、西日本旅客鉄道、日亜化学工業、日油、日華化学、日鉄住金テク
ノロジー、ニフコ、パナソニック、日立製作所、古河電気工業、HOYA、三菱自動車工業、三菱電機、三菱マテリアル、三ツ星ベルト、ミネベアミツミ、
矢崎総業、ヤマハ、横浜ゴム、LIXIL、リコー、ルネサスエレクトロニクス、ローム、YKK、YKK AP　ほか

■ 令和元年度博士前期課程修了者の進路 

取得学位

知識科学

情報科学

マテリアルサイエンス

合計

97（47）

138（70）

85（26）

320（143）

12（6）

26（19）

20（14）

58（39）

49（23）

82（27）

53（6）

184（56）

17（0）

4（0）

0

21（0）

12

21

4

37

3（2）

5（3）

4（1）

12（6）

修了者 博士後期課程
進学者

就職者 現職復帰・
勤務継続者

留学生帰国 その他
（研究生等含む）

※（　）は外国人留学生で内数

修了者の進路状況・主な就職先就職までのスケジュール
1年次から年間を通じてキャリア形成・就職に関する相談が可能です。
また、就職活動期には模擬面接、エントリーシート・履歴書添削指導も行います。

就
職
相
談

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

自
己
分
析
⁄
職
種
・
業
界
・
企
業
研
究

エ
ン
ト
リ
ー
⁄
企
業
説
明
会

採
用
選
考

4～6月

7～9月

10～12月

1月

2月

3月

就職活動 就職支援

内定獲得

・新入生進路ガイダンス
・インターンシップガイダンス
 （エントリーシート対策、マナー＆パフォー
マンス）
・学内合同企業インターンシップ説明会

・就職対策セミナー
（自己分析、業界・企業研究、履歴書・
エントリーシート）
・業界・職種研究セミナー
・SPI対策講座・性格検査
・SPI模擬試験（10月～３月）
・学校推薦等に関する説明会／内定
者懇談会
・留学生のための就職ガイダンス
（日・英）

・就職対策セミナー
（面接・マナー指導）
・学内合同業界研究セミナー

・グループディスカッション講座
・面接トレーニング

・公務員試験対策ガイダンス
・学系別進路ガイダンス

①目標・活動プラン
希望進路の実現には何が必要か、目標を立てる。
就職活動の基本を理解し、これからの活動プラ
ンを考える。

②インターンシップ
近年、企業は学生へのPRの意味を含めてイン
ターンシップにより力を入れる傾向に。ここがキャ
リア形成の重要期。

③自己分析・自己PR
まず、自己を客観的に分析。何がやりたいのか、
何に向いているのか。どのように働きたいのか、
この時期に明確にしておく。また、早めにSPI試
験の対策を行う。

④職業・職種の選択
自己分析をもとに、志望職種、業種の情報を収
集し、「仕事」を絞り込む。その仕事で、自分の能
力が、どの部分でどのように活かせるかを考える。

⑤実践に向けて
履歴書やエントリーシートの素案を考える。実際
に書き、添削を繰り返し行い、書類選考の突破に
向け準備する。

⑥業界研究
冬季インターンシップや各種セミナーに積極的に
参加して業界研究を行う。

⑦実践に向けて
本番で失敗しないよう、面接トレーニングや教員
との対話により、面接試験の疑似体験を積む。

⑧企業研究・選択
企業情報サイトだけでなく、会社四季報、新聞、
雑誌や、公表されている事業報告書などを調べ、
企業を選択する。OB・OGに相談するのもよい。

⑨試験本番
これまで培ってきた実力が試されるとき。修士の
学生に求められる、高い専門性とコミュニケーショ
ン能力を発揮して自分の夢を勝ち取ろう。

4～5月

6月

7月

8月

１年次

2年次

学
内
個
別
業
界
研
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セ
ミ
ナ
ー

学
内
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業
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　2012年に起業した現在の会社では、私が開発した金属ナノ粒子をベースとするナノインクの
生産・供給を手掛けています。一般的にインクは印刷に利用されますが、ナノインクは電気が
流れる特性を持ち、印刷するだけで電気回路を作製できる画期的な材料です。当社のナノイン
クは世界でも最高の伝導性を備えた製品であり、国内はもとより台湾など海外でも使用され、
今後世界中に波及するものと見込んでいます。
　幼い頃から理科の教育番組を夢中で見ていたような私は、大学進学時には自分は化学を勉
強して、博士になると決めていました。学部で有機合成化学を学んだ後、学外の大学院を検
討していた際にJAISTを訪れたのですが、その設備の素晴らしさにまず驚き、サブテーマを学
ぶなどの特色ある教育システムにも魅力を感じて進学を決めました。
　入学後、内部に身を置いてみて感じたのはその風通しの良さです。多くの大学院では研究
室に配属後は外の世界と交流を持たず、よその研究室が何をしているかはわからないもので
す。それがJAISTではサブテーマで別の研究室を知ることができ、広範囲の科目を履修する講
義の場では学生間の横の繋がりが生まれ、分野の違う者同士が互いに刺激を受け、有益な情
報交換もできます。さらに、寄宿舎での“同じ釜の飯を食う”生活はより深い関係をもたらしてく
れました。実は当社の副社長はJAISTの後輩で、彼は私が寄宿舎にいた頃、部屋に呼んで
有機化学の演習をさせていた一人なんです。研究には基礎学力が必須だという思いから、毎
週、私がご飯を作って食事を共にしつつ、教科書の問題を解かせていました。そんな“特訓”
に最後まで残ったのが彼だったんです。こんな縁もJAISTだからこそ生まれたと思います。いま
JAISTには多くの留学生が来ていますので、非常に勉強熱心で将来が有望な彼らを含め、様々
な考え方を持つ人間と自然に交流できる時間は貴重であり、きっと将来に生きてくると思います。

修了生インタビュー

学際的、国際的な交流を育む
得難い環境があります

金原　正幸
株式会社 C-INK
代表取締役社長

北陸先端科学技術大学院大学
マテリアルサイエンス研究科博士後期課程
平成 16 年 3 月修了

INTERVIEW 1 INTERVIEW 2
　現在所属しているグループでは、音に関わる感性評価、つまり空間の音をマイクで計測し、その
環境にいる人の満足度などを調べて評価し、数値化するといった仕事に携わっています。それは
例えば、動作音も快適な空調機の開発など、製品作りに生かされるデータとなります。JAIST在学
中も鵜木研究室で聴覚や音声をテーマに研究をしていましたので、「音」との関わりが長く続いて
います。
　学部時代はロボット等の機械系を学んでいた私がJAISTで情報科学という異なる領域に踏み
込んだのは、機械よりも人間に寄った研究がしたい、具体的には“人がどう感じるか”という知覚
の分野に関わりたいという思いからでした。聴覚というテーマは初めてでしたし、大学院から異分
野に入るのはハードルが高くもありましたが、事前に独学で情報系の知識を習得し、さらにJAIST
ではカリキュラムが充実していましたので、基礎的な知識を固めることができたと思います。2年間
という短い期間でしたが、防災無線への応用にも繋がる、人が音声に感じる緊迫感を音声波形の
分析等から解明する研究を行い、日本音響学会から優秀学生発表賞を受賞することができました。
　研究生活は、論文を何回書き直しても、鵜木先生からまた真っ赤に添削されて返ってくるといっ
た厳しい面もありましたが、その経験が大抵のことは乗り切れる自信になりました。そして何より同級
生や後輩と研究室で一緒に過ごした時間は得がたいものでした。仲が良すぎて、家族のように朝
のコーヒーから、昼食も一緒、夕食はクルマで出かけて、夜通しボードゲームをして、翌朝はまたみ
んなで研究に励むといった毎日。2年間なのに、とても充実した濃い時間を過ごせて、あんな経験
はもうできないだろうと少し寂しく思い返します。都会から離れた静かな環境にあるからこそ、人と
人との距離が近づき、研究を中心にした特別な時間が生まれることもJAISTの魅力だろうと思い
ます。

家族のような親密さの中で過ごした、
特別な2年間

川村　美帆
三菱電機株式会社　情報技術総合研究所
情報表現技術部

北陸先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科博士前期課程
平成 31 年 3 月修了
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核磁気共鳴装置（NMR） 透過電子顕微鏡（TEM） Ｘ線光電子分光装置（XPS）

超並列計算機とは、高速計算のために設計さ
れた計算ノードを大規模に並列接続することに
より構成される科学技術計算向けの超高性能
コンピュータのことです。JAISTではこのCray 
XC40(546ノード、19656コア、68TBメモリ)
をはじめ、様々なアーキテクチャを有する計算
機サーバ群を用途に応じて利用できます。これ
らの超並列計算機群は、情報科学やナノテク
ノロジー、データマイニングなど本学の最先端
の研究を支えています。

3.6m×2.4mのスクリーンを正面と床面に、
2.4m×2.4mのスクリーンを両側面に展開して
視野角を完全に覆い、連続性のある立体映像
を投影するシステムです。CAVEの他、裸眼
立体視システム、フォースフィードバックデバイ
スであるCyber-Glove、Cyber-Grasp、力覚提
示システムのPHANToMなどの製品と連携し
て、仮想現実（バーチャルリアリティ）の研究に
利用しています。 

知識科学系研究棟電算室に、3Dプリンタシス
テムを設置しています。最大造形サイズは
254×381×203mmと大型で、複数のモデル
を同時にフルカラーで造形可能です。新たな
知見や構想を３次元でアウトプットしたりプロト
タイプを製作することができ、タイムリーにイメー
ジや感性を評価できます。

超並列計算機　Cray XC40 CAVE多面立体視表示システム 3Dプリンタ

NMRでは、強磁場にさらされた原子核のスピ
ンによる磁気共鳴スペクトルを測定します。共
鳴周波数は磁場の強さと核種によってほぼ決
まりますが、核のまわりの状況を反映した少し
のずれ（化学シフト）から原子配置や電子構
造などに関する情報が得られるため、有機化
合物、高分子化合物、タンパク質などの構造
解析にはなくてはならないものです。JAIST
には、プロトンの共鳴周波数が800、500及び
2台の400MHzの装置が揃っており、学生は
500MHz以下の装置を使用できます。

TEMとは、電子を高速に加速して試料薄片を
透過させ、電子レンズを用いて拡大し結像さ
せることで、物質の微細な構造を観察する装
置です。加速された電子の波長は可視光の波
長より非常に短いので、光学顕微鏡より高い分
解能で観察することが可能です。JAISTには
加速電圧が300、200及び100kVのものがあり、
通常、学生が使用できる100kVのTEMは、分
解能が0.2nm（格子像）、0.36nm（粒子像）です。
微小な観察領域に含まれる元素を同定する装
置も備わっています。

XPSでは、サンプル表面にＸ線を照射すること
によって生じる光電子のエネルギーを測定する
ことで、サンプルの表面から10nm程度の深さ
までの元素分析及び化学結合状態の解析が
できます。日本語でも非日本語環境でも、数回
のレッスンを経て技術を習得すれば、自分で測
定、評価できます。

高さ1.2m×幅2.8mのディスプレイ上で多人数が同時
にマルチタッチで操作できる表示装置です。多数の写
真や動画を同時に表示したり、多人数が同時参加す
るゲームができます。同じ場所に併設されている光学
式モーションキャプチャ装置と組み合わせることでディ
スプレイから離れた場所にいる人の動きも取り入れら
れます。たとえば観客がディスプレイから選んだイメー
ジをこの空間で踊っているダンサーの衣装に投影した
り、逆にダンサーの動きに合わせてディスプレイに表示
するイメージを更新したりすることで観客とダンサーが
協働して作品を作り上げる環境が実現できます。

味覚センサーは人間の味覚を代行するもので、食べ物
の味が計測できます。この装置は苦味、甘味、旨味、
塩味、酸味、渋味が識別でき、それぞれの味の強度を
数値で示します。言葉では表現しにくい味覚を数値化
できるので、食品の開発や推薦に役立てられます。た
とえば好みの日本酒を計測し、その味に近い日本酒を
探したり、逆にまったく正反対の性格をもったものを探
したりすることができます。介護では誤嚥防止のため「と
ろみ」をつけると塩味を感じにくくなるという問題があり
ますが、元の味を参照しながら塩を加えていくことで慣
れ親しんだ味を安全に食することが可能となります。

大画面マルチタッチディスプレイ 味覚センサー 遠隔講義／会議システム

FIBとは、イオンを電界で加速したビームを細く
絞ったものであり、微細加工、蒸着、観察など
の用途に用いられます。JAIST所有のGaイオ
ンビームを用いたFIB加工装置には、タングス
テン蒸着のためのガス銃が付属しています。

工作室は、機械加工技術・メカトロニクス技術・
計測制御ソフトウェアのプログラミング技術等
を駆使し、利用者のニーズに合わせた装置を
設計・開発することで、先端的研究をサポート
します。また、工作機械を利用するための個別
工作講習や機械設計図面を描くことを目的とし
た製図講習を開催しており、独創的研究を行
うための装置開発技術を養えます。

集束イオンビーム（FIB） 工作室

距離的に離れた地点にいる学内外の研究者や学生と簡単に講義や
会議を行うことができるシステムです。自拠点の映像・音声を収録す
るカメラ・マイク、他拠点の映像・音声の出力、アナログ／デジタル信
号変換やデジタル信号の送受信を行うコーデックといった機能を比較
的小さな筐体にまとめた専用機器となります。映像・音声の送受信に
あたってはインターネットベースのリアルタイム通信に関する標準規格
に対応しており、多地点接続サーバ(MCU：Multipoint Control 
Unit)と組み合わせることで、パソコンなどの画面を高品質な映像で
共有しながら、Full HDの高品質なカメラ映像に対応した TV会議を
実現することができます。TV会議システムは、講義室や共同利用ス
ペースにも設置されており、自由に利用することができます。

研究機器・設備FOCUS

3
ＪＡＩＳＴで使える代表的な研究機器・設備
JAISTのコンピュータ・ネットワーク・大型実験機器等は、教員及び技術職員が、保守・運営しています。
機器に応じた講習を受けてライセンスを取得することで、JAISTの学生なら誰でも研究のために使用できます。
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核磁気共鳴装置（NMR） 透過電子顕微鏡（TEM） Ｘ線光電子分光装置（XPS）

超並列計算機とは、高速計算のために設計さ
れた計算ノードを大規模に並列接続することに
より構成される科学技術計算向けの超高性能
コンピュータのことです。JAISTではこのCray 
XC40(546ノード、19656コア、68TBメモリ)
をはじめ、様々なアーキテクチャを有する計算
機サーバ群を用途に応じて利用できます。これ
らの超並列計算機群は、情報科学やナノテク
ノロジー、データマイニングなど本学の最先端
の研究を支えています。

3.6m×2.4mのスクリーンを正面と床面に、
2.4m×2.4mのスクリーンを両側面に展開して
視野角を完全に覆い、連続性のある立体映像
を投影するシステムです。CAVEの他、裸眼
立体視システム、フォースフィードバックデバイ
スであるCyber-Glove、Cyber-Grasp、力覚提
示システムのPHANToMなどの製品と連携し
て、仮想現実（バーチャルリアリティ）の研究に
利用しています。 

知識科学系研究棟電算室に、3Dプリンタシス
テムを設置しています。最大造形サイズは
254×381×203mmと大型で、複数のモデル
を同時にフルカラーで造形可能です。新たな
知見や構想を３次元でアウトプットしたりプロト
タイプを製作することができ、タイムリーにイメー
ジや感性を評価できます。

超並列計算機　Cray XC40 CAVE多面立体視表示システム 3Dプリンタ

NMRでは、強磁場にさらされた原子核のスピ
ンによる磁気共鳴スペクトルを測定します。共
鳴周波数は磁場の強さと核種によってほぼ決
まりますが、核のまわりの状況を反映した少し
のずれ（化学シフト）から原子配置や電子構
造などに関する情報が得られるため、有機化
合物、高分子化合物、タンパク質などの構造
解析にはなくてはならないものです。JAIST
には、プロトンの共鳴周波数が800、500及び
2台の400MHzの装置が揃っており、学生は
500MHz以下の装置を使用できます。

TEMとは、電子を高速に加速して試料薄片を
透過させ、電子レンズを用いて拡大し結像さ
せることで、物質の微細な構造を観察する装
置です。加速された電子の波長は可視光の波
長より非常に短いので、光学顕微鏡より高い分
解能で観察することが可能です。JAISTには
加速電圧が300、200及び100kVのものがあり、
通常、学生が使用できる100kVのTEMは、分
解能が0.2nm（格子像）、0.36nm（粒子像）です。
微小な観察領域に含まれる元素を同定する装
置も備わっています。

XPSでは、サンプル表面にＸ線を照射すること
によって生じる光電子のエネルギーを測定する
ことで、サンプルの表面から10nm程度の深さ
までの元素分析及び化学結合状態の解析が
できます。日本語でも非日本語環境でも、数回
のレッスンを経て技術を習得すれば、自分で測
定、評価できます。

高さ1.2m×幅2.8mのディスプレイ上で多人数が同時
にマルチタッチで操作できる表示装置です。多数の写
真や動画を同時に表示したり、多人数が同時参加す
るゲームができます。同じ場所に併設されている光学
式モーションキャプチャ装置と組み合わせることでディ
スプレイから離れた場所にいる人の動きも取り入れら
れます。たとえば観客がディスプレイから選んだイメー
ジをこの空間で踊っているダンサーの衣装に投影した
り、逆にダンサーの動きに合わせてディスプレイに表示
するイメージを更新したりすることで観客とダンサーが
協働して作品を作り上げる環境が実現できます。

味覚センサーは人間の味覚を代行するもので、食べ物
の味が計測できます。この装置は苦味、甘味、旨味、
塩味、酸味、渋味が識別でき、それぞれの味の強度を
数値で示します。言葉では表現しにくい味覚を数値化
できるので、食品の開発や推薦に役立てられます。た
とえば好みの日本酒を計測し、その味に近い日本酒を
探したり、逆にまったく正反対の性格をもったものを探
したりすることができます。介護では誤嚥防止のため「と
ろみ」をつけると塩味を感じにくくなるという問題があり
ますが、元の味を参照しながら塩を加えていくことで慣
れ親しんだ味を安全に食することが可能となります。

大画面マルチタッチディスプレイ 味覚センサー 遠隔講義／会議システム

FIBとは、イオンを電界で加速したビームを細く
絞ったものであり、微細加工、蒸着、観察など
の用途に用いられます。JAIST所有のGaイオ
ンビームを用いたFIB加工装置には、タングス
テン蒸着のためのガス銃が付属しています。

工作室は、機械加工技術・メカトロニクス技術・
計測制御ソフトウェアのプログラミング技術等
を駆使し、利用者のニーズに合わせた装置を
設計・開発することで、先端的研究をサポート
します。また、工作機械を利用するための個別
工作講習や機械設計図面を描くことを目的とし
た製図講習を開催しており、独創的研究を行
うための装置開発技術を養えます。

集束イオンビーム（FIB） 工作室

距離的に離れた地点にいる学内外の研究者や学生と簡単に講義や
会議を行うことができるシステムです。自拠点の映像・音声を収録す
るカメラ・マイク、他拠点の映像・音声の出力、アナログ／デジタル信
号変換やデジタル信号の送受信を行うコーデックといった機能を比較
的小さな筐体にまとめた専用機器となります。映像・音声の送受信に
あたってはインターネットベースのリアルタイム通信に関する標準規格
に対応しており、多地点接続サーバ(MCU：Multipoint Control 
Unit)と組み合わせることで、パソコンなどの画面を高品質な映像で
共有しながら、Full HDの高品質なカメラ映像に対応した TV会議を
実現することができます。TV会議システムは、講義室や共同利用ス
ペースにも設置されており、自由に利用することができます。

研究機器・設備FOCUS

3
ＪＡＩＳＴで使える代表的な研究機器・設備
JAISTのコンピュータ・ネットワーク・大型実験機器等は、教員及び技術職員が、保守・運営しています。
機器に応じた講習を受けてライセンスを取得することで、JAISTの学生なら誰でも研究のために使用できます。
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■ 情報社会基盤研究センターが情報環境をサポートしています
　JAISTは、ネットワークでつながれた様々な機器で構成されるシステム全体を情報環境として捉えています。情報環境は、
情報の生成・蓄積・利用など情報に関わるあらゆる局面を支援する総合システムです。情報社会基盤研究センターは、
JAISTの情報環境のすべてを提供・管理・運用し、以下のサポートを行っています。

　JAISTの学内LANは、10Gbpsの高速バックボーンスイッチと各棟各フ

ロアに置かれたフロアスイッチにより構成された、低遅延・広帯域のネット

ワークです。これにより各研究室の情報端末から、インターネットや情報社

会基盤研究センター内の各種サーバ群、超並列計算機群へ快適なアク

セスができます。

　東京サテライトとは10Gbpsの高速回線で接続されており、石川キャン

パスと同じ情報環境が利用できます。また、学内のほぼ全域で無線LAN

（主にIEEE802.11a/gで、一部のエリアでは同nまたは同acを含む）サー

ビスを提供しています。

超高速学内LAN1

　JAISTではWindows環境（Windows 7/8.1/10）とUNIX環境（Linux）

の両方を自由に利用できます。Windows環境ではMicrosoft Officeや

Adobe Photoshopなど様々なアプリケーションを利用できます。UNIX環

境でも各種言語の開発環境や論文作成を支援する様々なアプリケーショ

ンを提供しています。Windows/UNIX環境を用いて、実習やプロトタイピ

ングなどを行います。これらの環境は学生向け貸与端末からはもちろんの

こと、個人用/研究用PCやタブレット端末からも利用できます。

Windows/UNIX環境2

　教育・研究・事務処理などで生成・蓄積・利用される情報を収容する

大容量・高速のファイルサーバ群を整備しています。Windows環境

/UNIX環境のデータは集中的にこのファイルサーバ群に保存されるた

め、学内のあらゆる場所から自由に参照できます。この保存されたデータ

のバックアップは自動的に行われるため、ユーザは安心して研究に専念

できます。

　また、簡単な操作でデータの保存、他者とのデータの共有が行えるク

ラウドストレージサービスがあります。

データストレージ3

　研究活動に電子メールの利用は不可欠です。JAISTでは大容量の

メールサーバを整備しており、1人あたり50GBのメールボックスを提供し

ています。電子メールを読む方法としてPOPの他にIMAPやWebメー

ルをサポートしており、複数の環境から電子メールの送受信を快適に行

える環境になっています。また、PC以外にも、スマートフォン、フィーチャー

フォン、タブレット端末等からもアクセスできます。

電子メール4

JAISTの情報環境
JAISTでは、最先端の研究を組織的に遂行するため、高度で先進的な情報環境を提供しています。

　JAISTでは、教育・研究活動を支援するために各種ソフトウェアを提

供しています。これらのソフトウェアは、共同利用端末、学生・教職員が

利用する端末にインストールすることができます。

ソフトウェア5

　24 時間利用できるユーザルームを設置しています。Windows環境/UNIX

環境を利用するための端末の他に、最大60インチ幅で印刷できる大判

プリンタ、フルカラーでくるみ製本のできる複合機、簡易製本機など特殊

な印刷関連機器も提供しています。また、 端末が 60台設置されている

演習室も利用できます。

ユーザルーム8

　学生寄宿舎の全部屋にカテゴリ5/6対応イーサネットケーブルを配線し

ており、ギガビットイーサネット（1Gbps）でインターネットに24時間接続で

きます。また、無線LAN（IEEE802.11g/n）も利用できます。

学生寄宿舎のネットワーク9

　JAISTでは学内LANにPCを接続する場合にはアンチウィルスソフト

ウェアをインストールすることを義務付けています。個人用PCでも利用で

きるWindows/MacOS用アンチウィルスソフトウェアを情報社会基盤研究

センターのWebページからダウンロード、インストールして在学中無料で

利用できます。学内LAN上にセキュリティ上問題のあるパソコンがいな

いか、複数のシステムで検出しています。

　また、情報社会基盤研究センターでは国立情報学研究所（NII）の

UPKI電子証明書発行サービスを学生利用者等に提供しています。電子

証明書管理システムから電子証明書を入手し、無線LANの接続や電子

メールのS/MIMEサービス、学内のWebベースのシステムを安全に利用

できます。

セキュリティ10
　大規模な科学技術計算を行うために、Cray XC40、SGI UV3000な

ど最先端の並列計算機に加え、物理ノード56台(GPUノード8台含む)

からなる仮想環境上に構築された仮想計算機システムなど様々なアーキ

テクチャの大規模計算機環境を提供しています。JAISTの構成員は誰で

も利用できます。大規模なシステムの多くはバッチジョブ形式で運用して

います。

大規模計算環境・超並列計算機群6

プリンタ7

■主なソフトウェア

・文章作成・編集ソフトウェア
　　・Microsoft Office 365 など
・技術計算ソフトウェア
　　・Matlab
　　・Mathematica
　　・Materials Studio など

　JAISTでは教育・研究活動で必要となるコピー、プリント、スキャン

などの入出力環境を全学的なサービスとして提供しており、研究室、共

同利用スペースなどに複合機が配備されております。また、大判プリン

タや、製本機能を有したプリンタを情報社会基盤研究センターユーザ

ルーム(後述 　)で利用できます。8
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■ 情報社会基盤研究センターが情報環境をサポートしています
　JAISTは、ネットワークでつながれた様々な機器で構成されるシステム全体を情報環境として捉えています。情報環境は、
情報の生成・蓄積・利用など情報に関わるあらゆる局面を支援する総合システムです。情報社会基盤研究センターは、
JAISTの情報環境のすべてを提供・管理・運用し、以下のサポートを行っています。

　JAISTの学内LANは、10Gbpsの高速バックボーンスイッチと各棟各フ

ロアに置かれたフロアスイッチにより構成された、低遅延・広帯域のネット

ワークです。これにより各研究室の情報端末から、インターネットや情報社

会基盤研究センター内の各種サーバ群、超並列計算機群へ快適なアク

セスができます。

　東京サテライトとは10Gbpsの高速回線で接続されており、石川キャン

パスと同じ情報環境が利用できます。また、学内のほぼ全域で無線LAN

（主にIEEE802.11a/gで、一部のエリアでは同nまたは同acを含む）サー

ビスを提供しています。

超高速学内LAN1

　JAISTではWindows環境（Windows 7/8.1/10）とUNIX環境（Linux）

の両方を自由に利用できます。Windows環境ではMicrosoft Officeや

Adobe Photoshopなど様々なアプリケーションを利用できます。UNIX環

境でも各種言語の開発環境や論文作成を支援する様々なアプリケーショ

ンを提供しています。Windows/UNIX環境を用いて、実習やプロトタイピ

ングなどを行います。これらの環境は学生向け貸与端末からはもちろんの

こと、個人用/研究用PCやタブレット端末からも利用できます。

Windows/UNIX環境2

　教育・研究・事務処理などで生成・蓄積・利用される情報を収容する

大容量・高速のファイルサーバ群を整備しています。Windows環境

/UNIX環境のデータは集中的にこのファイルサーバ群に保存されるた

め、学内のあらゆる場所から自由に参照できます。この保存されたデータ

のバックアップは自動的に行われるため、ユーザは安心して研究に専念

できます。

　また、簡単な操作でデータの保存、他者とのデータの共有が行えるク

ラウドストレージサービスがあります。

データストレージ3

　研究活動に電子メールの利用は不可欠です。JAISTでは大容量の

メールサーバを整備しており、1人あたり50GBのメールボックスを提供し

ています。電子メールを読む方法としてPOPの他にIMAPやWebメー

ルをサポートしており、複数の環境から電子メールの送受信を快適に行

える環境になっています。また、PC以外にも、スマートフォン、フィーチャー

フォン、タブレット端末等からもアクセスできます。

電子メール4

JAISTの情報環境
JAISTでは、最先端の研究を組織的に遂行するため、高度で先進的な情報環境を提供しています。

　JAISTでは、教育・研究活動を支援するために各種ソフトウェアを提

供しています。これらのソフトウェアは、共同利用端末、学生・教職員が

利用する端末にインストールすることができます。

ソフトウェア5

　24 時間利用できるユーザルームを設置しています。Windows環境/UNIX

環境を利用するための端末の他に、最大60インチ幅で印刷できる大判

プリンタ、フルカラーでくるみ製本のできる複合機、簡易製本機など特殊

な印刷関連機器も提供しています。また、 端末が 60台設置されている

演習室も利用できます。

ユーザルーム8

　学生寄宿舎の全部屋にカテゴリ5/6対応イーサネットケーブルを配線し

ており、ギガビットイーサネット（1Gbps）でインターネットに24時間接続で

きます。また、無線LAN（IEEE802.11g/n）も利用できます。

学生寄宿舎のネットワーク9

　JAISTでは学内LANにPCを接続する場合にはアンチウィルスソフト

ウェアをインストールすることを義務付けています。個人用PCでも利用で

きるWindows/MacOS用アンチウィルスソフトウェアを情報社会基盤研究

センターのWebページからダウンロード、インストールして在学中無料で

利用できます。学内LAN上にセキュリティ上問題のあるパソコンがいな

いか、複数のシステムで検出しています。

　また、情報社会基盤研究センターでは国立情報学研究所（NII）の

UPKI電子証明書発行サービスを学生利用者等に提供しています。電子

証明書管理システムから電子証明書を入手し、無線LANの接続や電子

メールのS/MIMEサービス、学内のWebベースのシステムを安全に利用

できます。

セキュリティ10
　大規模な科学技術計算を行うために、Cray XC40、SGI UV3000な

ど最先端の並列計算機に加え、物理ノード56台(GPUノード8台含む)

からなる仮想環境上に構築された仮想計算機システムなど様々なアーキ

テクチャの大規模計算機環境を提供しています。JAISTの構成員は誰で

も利用できます。大規模なシステムの多くはバッチジョブ形式で運用して

います。

大規模計算環境・超並列計算機群6

プリンタ7

■主なソフトウェア

・文章作成・編集ソフトウェア
　　・Microsoft Office 365 など
・技術計算ソフトウェア
　　・Matlab
　　・Mathematica
　　・Materials Studio など

　JAISTでは教育・研究活動で必要となるコピー、プリント、スキャン

などの入出力環境を全学的なサービスとして提供しており、研究室、共

同利用スペースなどに複合機が配備されております。また、大判プリン

タや、製本機能を有したプリンタを情報社会基盤研究センターユーザ

ルーム(後述 　)で利用できます。8
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研修プログラム等2

　グローバルコミュニケーションセンターでは、全学生の英語によるコミュニケーション能力と留学生の日本語能力の向上を目的とした、異なる言語運
用能力を持つ学生のニーズに焦点を当てた独自の教育・研修プログラムを提供して、修了生のグローバルな舞台での活躍を促進しています。

語学教育・国際交流
JAISTは、個々のレベルに合わせた語学教育・研修プログラムや留学支援等が充実しています。また、
積極的な国際交流により、留学生も多数在籍しており、日常的に語学能力や国際感覚が身につく環境を
提供しています。

FOCUS

4

　グローバル社会で活躍するためには、テクニカルコミュニケーションスキルが不可欠です。そのようなスキル開発の一環として、グローバルコミュニケー
ションセンターでは、基礎レベルから上級レベルまで体系的なテクニカルイングリッシュコミュニケーション教育プログラムとテクニカル日本語教育プログ
ラム、そしてそれらの言語教育を補完するために、異文化理解のための科目を提供しています。

教育プログラム1

グローバルコミュニケーションセンター
　世界をリードする研究を推進して、国際社会に貢献
できる人材を育成するため、海外の大学や研究機関
との人的交流及び共同研究を通して、積極的に国際
的な学術交流に取り組んでいます。
　令和2年4月1日現在29カ国1地域・139機関と
学術交流協定を締結しています。

学術交流協定

1 TOEIC IPテスト 2 TOEIC対策ワークショップ 3 JLPT（日本語能力試験）
対策ワークショップ

学生自身が英語学修の達成度を把握す
るため、TOEIC IPテスト（石川キャンパ
ス：年4回、東京サテライト：年2回）を無
料で受けられます。

TOEIC IPテストの事前準備として、石川
キャンパスで年４～８回TOEIC対策ワー
クショップを実施しています。

７月と12月に行われるJLPTの事前準備
として、年2回JLPT対策ワークショップを
実施しています。

4 実践英語特別演習 5 実践日本語特別演習 6 グローバル・リーダーシップ
養成演習

TOEICスコア600点未満の学生を対象
として、夏期及び冬期にそれぞれ３日間の
集中講義形式で実施され、計24時間に
わたる英語による討論、発表、会話を通
して、英語学修に対する興味と積極的な
態度を確立できます。

日本語能力試験でN1又はN2レベルの
留学生を対象として夏期に３日間の集中
講義形式で実施され、計24時間にわた
る日本語による討論、発表、会話を通して、
卒業後の日本企業への就職に備える日本
語能力を身につけることができます。

グローバルに活躍できる知的にたくましい
人材育成への寄与を目的に、インド等海
外での学修を希望する学生を対象とした
ワークショップを実施しています。このワー
クショップでは、英語による集中討論訓練
を行います。

　本学では、海外の大学等への学生派遣、留学生受入を支援し、国際交流の戦略的な推進を図るため、留学支援センターを設置しています。
　グローバル社会においては、専門性に加え幅広い知識を有し、世界的課題を発見、解決できる人材の育成が重要となります。本センターでは、海
外の協定校及び産業界との連携により、学生の派遣・留学生の受入及びキャリア形成支援を一体的に行うことにより、国際コミュニケーション能力、自
己主張能力、異文化理解力等に優れ、世界で活躍できる「知的にたくましい」人材の育成を目指します。

留学支援センター 

●研究留学（短期・長期）に対する総合的支援（事前・事後指導、リスク管理等）
●海外大学等からの留学生受入支援

●産業界と連携した海外派遣学生へのキャリア形成・就職支援
●帰国留学生のフォローアップ
●学生・教員の交流等を目的とした国際セミナー／ワークショップの開催等

■ 主な支援内容

北アメリカ
North America

❹
アジア
Asia
89

ヨーロッパ
Europe
43

南アメリカ
South
America
❶

オセアニア
Oceania
❶

アフリカ
Africa
❶
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語能力を身につけることができます。
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己主張能力、異文化理解力等に優れ、世界で活躍できる「知的にたくましい」人材の育成を目指します。

留学支援センター 
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❶
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❶
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1

6

2 Doctoral Research Fellow（DRF）（給付型奨学金：返済不要）

　博士後期課程に入学又は進学するもののうち、優れた能力を有すると認められた者に対し、Doctoral Research Fellowの称号を与え、入学料・授業料
相当額を給付するとともに、研究活動に従事することにより、奨励金を給付します。

　高校又は高専卒業時に、能美市、小松市又は加賀市に居住した者が、JAIST進学のため、県外から3市のいずれかにUターンをして居住することとな
る場合に、Uターン奨励金として、月額5万円を毎月支給します。

3 北陸先端科学技術大学院大学Uターン奨励金（返済不要）

JAISTでは、50％以上の学生が各種奨学金等の奨学サポートを受けています。

JAIST学生給付奨学金をはじめとするJAIST独自の奨学支援制度1
JAISTでは、学生が経済的に自立した大学院生活をおくることができるように、給付型奨学金をはじめとする様々な独自の奨学制度を用意しています。

博士前期課程

0名

̶

̶

博士後期課程

0名

27名

42名

SDプログラム奨学金

種　類　等

博士前期課程奨学金
特別採用２年次

一般採用２年次

■ 令和元年度採用実績

　優秀な学生に対して支給する学生給付奨学金には、教育プログラム等に応じて様々な種類があります。

JAIST 学生給付奨学金（給付型奨学金：原則返済不要）

入学料・授業料の減免制度等

給付
期間

給付総額
給付人数種　類 選　抜

博士後期課程在籍時博士前期課程在籍時

4年月70,000円
＋授業料の全額相当

月30,000円
＋入学料及び授業料の
　全額相当

入学者全員SDプログラム給付
奨学生特別選抜SDプログラム奨学金

博士前期課程
奨学金

特別採用２年次

一般採用２年次

一般選抜、随時特別選抜、
推薦入学特別選抜

学業成績上位
10%以内

学業成績上位
25%以内

授業料の全額相当

授業料の半額相当

̶

̶

1年
（2年次）

経済的理由により、入学料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、入学料の半額を免除する制度です（国費留学生、
企業派遣学生等は対象外）。申請者の中から選考の上、特に生活困窮度の高い順に入学料免除者を決定します。

入学料免除制度

経済的理由により、納付期限までに納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、入学料の徴収を猶予する制度です（４月
入学の場合、６月の最終業務日まで猶予）。申請者の中から選考の上、生活困窮度の高い順に入学料徴収猶予者を決定します。

入学料徴収猶予制度

経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、授業料の半額を免除する制度
です（国費留学生、企業派遣学生等は対象外）。申請者の中から選考の上、特に生活困窮度の高い順に授業料免除者を決定します。

授業料免除制度

経済的理由による
授業料免除制度

Mαプログラムによる
授業料免除制度

奨学サポートFOCUS

5

Laboratory Assistantの略で、博士前期
課程の在学生が対象です。研究科等が設
定した課題の研究活動に必要な補助的業
務を行います。

5
　JAISTでTA、RA、LAとして雇用され給与を受け取ることもできます。給与は時期、在籍する課程等により異なりますが、採用された場合は月額で数万
円から、最大で15万円程度受けることができます。
　また、留学生のためのチューター制度、学生相談員、見学者学内案内、各種大学イベント補助者など様々な学内での雇用による経済支援制度があります。

JAISTでの雇用型奨学金（返済不要）

TA RA LA
Teaching Assistantの略で、博士後期課
程と博士前期課程の在学生が対象です。
博士前期課程の学生に対し、教員の指導
の下、授業の補助業務を行います。

Research Assistantの略で、博士後期課
程の在学生が対象です。教員の指導の下、
実習、実験の補助を行います。

特別採用

一般採用

博士後期課程

3名

7名

4名

13名

Doctoral Research Fellow
（DRF）

学外からの入学者

学内進学者

学外からの入学者

学内進学者

■ 令和元年度採用実績

給付額給付人数選抜種類

一般選抜、海外在住者
対象推薦入学特別選抜、
博士後期課程への

学内進学

特別採用

一般採用

Doctoral
Research
Fellow（DRF）

給付
期間

3年

入学料（該当者のみ）及び授業料の全額相当額
月額70,000円の研究奨励金を給付

入学料（該当者のみ）及び授業料の全額相当額
月額30,000円の研究奨励金を給付

若干名

入学者の20％程度

　5Dプログラムの学生のうち本学が実施する博士論文研究基礎力審査に合格した者であって、博士後期課程に進学する者に、進学後から月額3万円を
毎月支給します。

4 北陸先端科学技術大学院大学博士論文研究基礎力審査奨励金（返済不要）

Mαプログラム（専攻分野変更者等を対象とした基礎教育を重視して行う２年以上３年以内の博士前期課程の教育プログラム）
において、2年を超えて在学する学生に対して、２年を超える在学期間に係る授業料を全額免除します。

令和元年度 1名 1名 0名 2名

■受給実績

区　分 能美市 小松市 加賀市 計
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1

6

2 Doctoral Research Fellow（DRF）（給付型奨学金：返済不要）

　博士後期課程に入学又は進学するもののうち、優れた能力を有すると認められた者に対し、Doctoral Research Fellowの称号を与え、入学料・授業料
相当額を給付するとともに、研究活動に従事することにより、奨励金を給付します。

　高校又は高専卒業時に、能美市、小松市又は加賀市に居住した者が、JAIST進学のため、県外から3市のいずれかにUターンをして居住することとな
る場合に、Uターン奨励金として、月額5万円を毎月支給します。

3 北陸先端科学技術大学院大学Uターン奨励金（返済不要）

JAISTでは、50％以上の学生が各種奨学金等の奨学サポートを受けています。

JAIST学生給付奨学金をはじめとするJAIST独自の奨学支援制度1
JAISTでは、学生が経済的に自立した大学院生活をおくることができるように、給付型奨学金をはじめとする様々な独自の奨学制度を用意しています。

博士前期課程

0名

̶

̶

博士後期課程

0名

27名

42名

SDプログラム奨学金

種　類　等

博士前期課程奨学金
特別採用２年次

一般採用２年次

■ 令和元年度採用実績

　優秀な学生に対して支給する学生給付奨学金には、教育プログラム等に応じて様々な種類があります。

JAIST 学生給付奨学金（給付型奨学金：原則返済不要）

入学料・授業料の減免制度等

給付
期間

給付総額
給付人数種　類 選　抜

博士後期課程在籍時博士前期課程在籍時

4年月70,000円
＋授業料の全額相当

月30,000円
＋入学料及び授業料の
　全額相当

入学者全員SDプログラム給付
奨学生特別選抜SDプログラム奨学金

博士前期課程
奨学金

特別採用２年次

一般採用２年次

一般選抜、随時特別選抜、
推薦入学特別選抜

学業成績上位
10%以内

学業成績上位
25%以内

授業料の全額相当

授業料の半額相当

̶

̶

1年
（2年次）

経済的理由により、入学料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、入学料の半額を免除する制度です（国費留学生、
企業派遣学生等は対象外）。申請者の中から選考の上、特に生活困窮度の高い順に入学料免除者を決定します。

入学料免除制度

経済的理由により、納付期限までに納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、入学料の徴収を猶予する制度です（４月
入学の場合、６月の最終業務日まで猶予）。申請者の中から選考の上、生活困窮度の高い順に入学料徴収猶予者を決定します。

入学料徴収猶予制度

経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ学業成績が優秀であると認められる者について、授業料の半額を免除する制度
です（国費留学生、企業派遣学生等は対象外）。申請者の中から選考の上、特に生活困窮度の高い順に授業料免除者を決定します。

授業料免除制度

経済的理由による
授業料免除制度

Mαプログラムによる
授業料免除制度

奨学サポートFOCUS

5

Laboratory Assistantの略で、博士前期
課程の在学生が対象です。研究科等が設
定した課題の研究活動に必要な補助的業
務を行います。

5
　JAISTでTA、RA、LAとして雇用され給与を受け取ることもできます。給与は時期、在籍する課程等により異なりますが、採用された場合は月額で数万
円から、最大で15万円程度受けることができます。
　また、留学生のためのチューター制度、学生相談員、見学者学内案内、各種大学イベント補助者など様々な学内での雇用による経済支援制度があります。

JAISTでの雇用型奨学金（返済不要）

TA RA LA
Teaching Assistantの略で、博士後期課
程と博士前期課程の在学生が対象です。
博士前期課程の学生に対し、教員の指導
の下、授業の補助業務を行います。

Research Assistantの略で、博士後期課
程の在学生が対象です。教員の指導の下、
実習、実験の補助を行います。

特別採用

一般採用

博士後期課程

3名

7名

4名

13名

Doctoral Research Fellow
（DRF）

学外からの入学者

学内進学者

学外からの入学者

学内進学者

■ 令和元年度採用実績

給付額給付人数選抜種類

一般選抜、海外在住者
対象推薦入学特別選抜、
博士後期課程への

学内進学

特別採用

一般採用

Doctoral
Research
Fellow（DRF）

給付
期間

3年

入学料（該当者のみ）及び授業料の全額相当額
月額70,000円の研究奨励金を給付

入学料（該当者のみ）及び授業料の全額相当額
月額30,000円の研究奨励金を給付

若干名

入学者の20％程度

　5Dプログラムの学生のうち本学が実施する博士論文研究基礎力審査に合格した者であって、博士後期課程に進学する者に、進学後から月額3万円を
毎月支給します。

4 北陸先端科学技術大学院大学博士論文研究基礎力審査奨励金（返済不要）

Mαプログラム（専攻分野変更者等を対象とした基礎教育を重視して行う２年以上３年以内の博士前期課程の教育プログラム）
において、2年を超えて在学する学生に対して、２年を超える在学期間に係る授業料を全額免除します。

令和元年度 1名 1名 0名 2名

■受給実績

区　分 能美市 小松市 加賀市 計
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7
　JAIST支援財団からの助成金、奨励があります。なお、助成が終了後、北陸3県に就職した場合は、返還免除となります。

JAIST支援財団からの支援

9
　国内外での活動を支援するため、国際会議・国際学会等での研究発表や国内外での機関での研究留学・インターンシップ等への費用助成制度があ
ります（インターンシップ助成は博士後期課程学生のみ）。また、キャリア形成活動費支援として、企業説明会・セミナーや企業等の採用試験等のキャリ
ア形成活動に係る交通費等を助成します。

多様な経済支援の拡充

8
　病気、天災その他の理由による困窮度が一時的に高まり、かつ、学業及び生活の維持がきわめて困難であるとき無利子で貸付けます。

学生貸付金制度

日本学生支援機構奨学金（貸与）　［ URL：http://www.jasso.go. jp/ ］2
■ 応募資格

　人物・学業成績ともに優秀で、前年の年間収入額（定職、アルバイトによる収入、両親・配偶者からの援助、奨学金などのあらゆる収入の合計）が一
定基準以下であり、また、申込時現在の収入で推算した今年の収入見込合計金額が、収入基準額以下であれば応募可能です。

■ 返還方法

　貸与終了の翌月から数えて７か月目の月（３月に貸与終了した場合は10月）から返還。第一種（無利子）奨学金貸与者には、特に優れた業績を挙げた
者に対する返還免除制度があります。

■ 第二種奨学金

　第二種は利子付きですが、在学中は無利子、利子算定方法として利率固定式を選択した場合、返済開始時の市場金利を元に金利を定め（上限金利
は3%に固定しています）返還時の元利合計が計算され、元利均等で返還していきます。また、返済猶予制度があり猶予期間中は無利子です。

博士前期課程 博士後期課程 計

JAIST 支援財団奨学助成金　（月額／ 30,000 円貸与）

JAIST 支援財団奨学助成金　（月額／ 50,000 円給付）

令和元年度

申請件数

77

合計金額（千円）

10,000

平均支給額（千円）

263

採択件数

38

■令和元年度受給実績

■北陸先端科学技術大学院大学支援財団学生研究奨励金

2名

1名

3名

1名

0名

1名

3名

1名

4名計

種　類　等

区　分

■学外研究・学外研修制度

令和元年度

知識科学

30

情報科学

30

マテリアルサイエンス

29

合計

89

区　分

区　分

国　外

派遣件数

10

派遣先

フランス、イギリス、ドイツ、オーストラリア、
ニュージーランド、大韓民国、インド、中国

■研究留学助成制度（SD・5D・3Ｄプログラム） （令和元年度実績）

採択件数

－

申請件数

0

合計金額（千円）

－

■利用実績 （令和元年度実績）

本学を対象とした他団体からの奨学金（留学生）4
■令和元年度受給実績

留学生対象

博士前期課程

17名

12名

33名

3名

0名

博士後期課程

40名

12名

1名

0名

1名

研究生

5名

0名

0名

0名

0名

計

62名

24名

34名

3名

1名

2名

0名

0名

1名

0名

0名

2名

1名

日本政府奨学金〈国費外国人留学生〉

学習奨励費（月額／ 48,000円）

石川県私費外国人留学生奨学金（月額／ 20,000円）

三谷育英会（月額／ 53,000円）

澁谷学術文化スポーツ振興財団奨学金（年額／ 500,000円）

ロータリー米山記念奨学会（月額／ 140,000円）

KDDI財団外国人留学生助成（月額／ 100,000円）

種　類　等

※外国の政府や機関からの受給を除く。

特別研究学生も含む

■ 収入基準額

博士前期課程

299 万円

536 万円

284 万円

博士後期課程

340 万円

718 万円

299 万円

第一種（無利子）

第二種（有利子）

第一種と第二種の併用

種　類　等

■ 貸与金額・貸与期間

博士前期課程

5万円、8万 8千円から選択

博士後期課程

8万円、12 万 2千円から選択令和2年度
貸与月額

第一種（無利子）

第二種（有利子） 5 万円、8万円、10 万円、13 万円、15 万円から選択

当該課程の標準修業年限以内貸与期間

区　分

■ 日本学生支援機構奨学金 採用率（令和元年度在学者）

申請数

64

7

71

採用数

64

7

71

採用率

100

100

100

申請数

17

1

18

採用数

17

1

18

採用率

100

100

100

博士後期課程

　　　　

計

第一種 第二種

博士前期課程

区　分

日本学術振興会（ＪＳＰＳ）　特別研究員（ＤＣ１、ＤＣ２、ＰＤ）3
　優れた若手研究者に、自由な発想のもと主体的に研究課題を選び、研究に専念できる機会を研究生活の初期において与えるため、特別研究員として
採用し、研究奨励金を支給する制度です。
　博士後期課程在学者及び博士後期課程修了者で、優れた研究能力を有し、大学あるいは研究機関で研究に専念することを希望する者が採用されます。

応募資格

博士前期課程2年次在学者

博士後期課程1・2年次在学者

博士後期課程3年次在学者

採用期間

３年間

２年間

３年間

研究奨励金

ＤＣ1（博士後期課程１年次在学者）

ＤＣ2（博士後期課程2・3年次在学者）

ＰＤ（博士後期課程修了者）

20 万円／月額

20 万円／月額

36.２万円／月額
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7
　JAIST支援財団からの助成金、奨励があります。なお、助成が終了後、北陸3県に就職した場合は、返還免除となります。

JAIST支援財団からの支援

9
　国内外での活動を支援するため、国際会議・国際学会等での研究発表や国内外での機関での研究留学・インターンシップ等への費用助成制度があ
ります（インターンシップ助成は博士後期課程学生のみ）。また、キャリア形成活動費支援として、企業説明会・セミナーや企業等の採用試験等のキャリ
ア形成活動に係る交通費等を助成します。

多様な経済支援の拡充

8
　病気、天災その他の理由による困窮度が一時的に高まり、かつ、学業及び生活の維持がきわめて困難であるとき無利子で貸付けます。

学生貸付金制度

日本学生支援機構奨学金（貸与）　［ URL：http://www.jasso.go. jp/ ］2
■ 応募資格

　人物・学業成績ともに優秀で、前年の年間収入額（定職、アルバイトによる収入、両親・配偶者からの援助、奨学金などのあらゆる収入の合計）が一
定基準以下であり、また、申込時現在の収入で推算した今年の収入見込合計金額が、収入基準額以下であれば応募可能です。

■ 返還方法

　貸与終了の翌月から数えて７か月目の月（３月に貸与終了した場合は10月）から返還。第一種（無利子）奨学金貸与者には、特に優れた業績を挙げた
者に対する返還免除制度があります。

■ 第二種奨学金

　第二種は利子付きですが、在学中は無利子、利子算定方法として利率固定式を選択した場合、返済開始時の市場金利を元に金利を定め（上限金利
は3%に固定しています）返還時の元利合計が計算され、元利均等で返還していきます。また、返済猶予制度があり猶予期間中は無利子です。

博士前期課程 博士後期課程 計

JAIST 支援財団奨学助成金　（月額／ 30,000 円貸与）

JAIST 支援財団奨学助成金　（月額／ 50,000 円給付）

令和元年度

申請件数

77

合計金額（千円）

10,000

平均支給額（千円）

263

採択件数

38

■令和元年度受給実績

■北陸先端科学技術大学院大学支援財団学生研究奨励金

2名

1名

3名

1名

0名

1名

3名

1名

4名計

種　類　等

区　分

■学外研究・学外研修制度

令和元年度

知識科学

30

情報科学

30

マテリアルサイエンス

29

合計

89

区　分

区　分

国　外

派遣件数

10

派遣先

フランス、イギリス、ドイツ、オーストラリア、
ニュージーランド、大韓民国、インド、中国

■研究留学助成制度（SD・5D・3Ｄプログラム） （令和元年度実績）

採択件数

－

申請件数

0

合計金額（千円）

－

■利用実績 （令和元年度実績）

本学を対象とした他団体からの奨学金（留学生）4
■令和元年度受給実績

留学生対象

博士前期課程

17名

12名

33名

3名

0名

博士後期課程

40名

12名

1名

0名

1名

研究生

5名

0名

0名

0名

0名

計

62名

24名

34名

3名

1名

2名

0名

0名

1名

0名

0名

2名

1名

日本政府奨学金〈国費外国人留学生〉

学習奨励費（月額／ 48,000円）

石川県私費外国人留学生奨学金（月額／ 20,000円）

三谷育英会（月額／ 53,000円）

澁谷学術文化スポーツ振興財団奨学金（年額／ 500,000円）

ロータリー米山記念奨学会（月額／ 140,000円）

KDDI財団外国人留学生助成（月額／ 100,000円）

種　類　等

※外国の政府や機関からの受給を除く。

特別研究学生も含む

■ 収入基準額

博士前期課程

299 万円

536 万円

284 万円

博士後期課程

340 万円

718 万円

299 万円

第一種（無利子）

第二種（有利子）

第一種と第二種の併用

種　類　等

■ 貸与金額・貸与期間

博士前期課程

5万円、8万 8千円から選択

博士後期課程

8万円、12 万 2千円から選択令和2年度
貸与月額

第一種（無利子）

第二種（有利子） 5 万円、8万円、10 万円、13 万円、15 万円から選択

当該課程の標準修業年限以内貸与期間

区　分

■ 日本学生支援機構奨学金 採用率（令和元年度在学者）

申請数

64

7

71

採用数

64

7

71

採用率

100

100

100

申請数

17

1

18

採用数

17

1

18

採用率

100

100

100

博士後期課程

　　　　

計

第一種 第二種

博士前期課程

区　分

日本学術振興会（ＪＳＰＳ）　特別研究員（ＤＣ１、ＤＣ２、ＰＤ）3
　優れた若手研究者に、自由な発想のもと主体的に研究課題を選び、研究に専念できる機会を研究生活の初期において与えるため、特別研究員として
採用し、研究奨励金を支給する制度です。
　博士後期課程在学者及び博士後期課程修了者で、優れた研究能力を有し、大学あるいは研究機関で研究に専念することを希望する者が採用されます。

応募資格

博士前期課程2年次在学者

博士後期課程1・2年次在学者

博士後期課程3年次在学者

採用期間

３年間

２年間

３年間

研究奨励金

ＤＣ1（博士後期課程１年次在学者）

ＤＣ2（博士後期課程2・3年次在学者）

ＰＤ（博士後期課程修了者）

20 万円／月額

20 万円／月額

36.２万円／月額

34



Campus Life

学生寄宿舎等 p.36

福利厚生施設 p.37

生活シミュレーション p.38

附属図書館 p.39

JAIST 周辺MAP p.41

キャンパスライフキャンパスライフ

学生寄宿舎
　学生寄宿舎は、キャンパス内にあります。鉄筋コンクリート5階建の建
物8棟。単身室533室（そのうち、女性専用居室104室）、夫婦室33室、
家族室33室、計599室があります。夫婦室及び家族室のいくつかはルー
ムシェア用の居室になっています。
各部屋から学内LANに接続が、またBBC、CNNの視聴が可能です。

JAIST HOUSE（単身室・30室）
　JAIST HOUSEは、他の学生寄宿舎と同じくキャンパス内にあり
ます。軽量鉄骨造スレートぶき2階建ての建物で3棟。3棟とも単身
用で計30室があります。各部屋から学内LANに接続が可能です。 ■家具：ベッド、机、椅子、本棚、更衣ロッカー、

 洗濯機、ガスレンジ、電子レンジ、エアコン、
 冷蔵庫、遮光カーテン、物干し竿、延長コード

①寄宿料：16,350円／月
②水道・電気・ガス料、居室の使用分
③前納金※2  40,000円

寄宿料等

① 寄宿料：12,540円／月
② 水道・電気・ガス料、居室の使用分
③ 前納金※2  40,000円

寄宿料等

※1 単身室の空室状況によっては、単身者2名によるルームシェアでの入居もあります。　※2 前納金は退去時に清掃費・修繕費等を差し引いて返金します。

玄関

台所

ユニット
バス

洗濯機
冷蔵庫

更衣ロッカー
本棚

ベッド

バルコニー

机駐車場は、大学を通じて申し込むことで利用できます（車庫証明も取得可能）。

月額／ 2万5千円前後（①＋②）

月額／１万3千円～１万6千円 （①＋②）

単身室（533室）

① 寄宿料：17,220円／月
② 水道・電気・ガス料、居室の使用分
③ 前納金※2  60,000円

寄宿料等

月額／ 2万5千円前後  （①＋②）

家族室（33室）※1

■居室：２LDK

■設備：
　居室：キッチン、浴室、
　　　 トイレ、エアコン（冷暖房）、
　　　 ランドリースペース
　共用：集会室、和室

■家具：机、椅子、本棚、下駄箱、
 洋服ダンス、ガスレンジ、洗濯機、
 乾燥機、冷蔵庫、食堂用テーブル、
 食堂用椅子（４脚）

① 寄宿料：14,920円／月
② 水道・電気・ガス料、居室の使用分
③ 前納金※2  50,000円

寄宿料等

月額／ 1万7千円～2万円（①＋②）

夫婦室（33室）※1

■居室：１LDK

■設備：
　居室：キッチン、浴室、トイレ、
 エアコン（冷暖房）、ランドリースペース
　共用：集会室、和室

■家具：机、椅子、本棚、下駄箱、洋服ダンス、
　　 　ガスレンジ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、
　　 　食堂用テーブル、食堂用椅子（２脚）

バルコニー

洋室

玄関

物入 押入

台所
UB

居間・食堂 和室6畳

便所
洗面
脱衣

冷蔵庫

物
入

バルコニー

居間・食堂 和室6畳

台所

UB

押入

玄関 便所

脱衣
冷蔵庫

バルコニー

クローゼット

本棚

台所

便所

机

高床式
ベッド

玄関

下駄箱

冷蔵庫

駐車場は、大学を通じて申し込むことで利用できます（車庫証明も取得可能）。

■居室：ワンルーム

■設備：
　居室：ミニキッチン、トイレ、エアコン（冷暖房）
　共用：ユニットバス（各階に3～4室）、ランドリースペース、
　　　 集会室、和室、談話室

■家具：高床式ベッド、机、椅子、本棚、
　　　 下駄箱、クローゼット、冷蔵庫

単身室キャンパス内に立地

学生寄宿舎等

■居室：ワンルーム
■設備：
　居室：キッチン、ユニットバス、下駄箱、
 TVインターホンなど
　共用：掲示板（各棟各階）

学生寄宿舎及びJAIST HOUSEを
含む大学敷地内は完全禁煙です。
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家族室33室、計599室があります。夫婦室及び家族室のいくつかはルー
ムシェア用の居室になっています。
各部屋から学内LANに接続が、またBBC、CNNの視聴が可能です。

JAIST HOUSE（単身室・30室）
　JAIST HOUSEは、他の学生寄宿舎と同じくキャンパス内にあり
ます。軽量鉄骨造スレートぶき2階建ての建物で3棟。3棟とも単身
用で計30室があります。各部屋から学内LANに接続が可能です。 ■家具：ベッド、机、椅子、本棚、更衣ロッカー、

 洗濯機、ガスレンジ、電子レンジ、エアコン、
 冷蔵庫、遮光カーテン、物干し竿、延長コード

①寄宿料：16,350円／月
②水道・電気・ガス料、居室の使用分
③前納金※2  40,000円
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② 水道・電気・ガス料、居室の使用分
③ 前納金※2  40,000円

寄宿料等

※1 単身室の空室状況によっては、単身者2名によるルームシェアでの入居もあります。　※2 前納金は退去時に清掃費・修繕費等を差し引いて返金します。

玄関

台所

ユニット
バス

洗濯機
冷蔵庫

更衣ロッカー
本棚

ベッド

バルコニー

机駐車場は、大学を通じて申し込むことで利用できます（車庫証明も取得可能）。

月額／ 2万5千円前後（①＋②）

月額／１万3千円～１万6千円 （①＋②）

単身室（533室）

① 寄宿料：17,220円／月
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駐車場は、大学を通じて申し込むことで利用できます（車庫証明も取得可能）。

■居室：ワンルーム

■設備：
　居室：ミニキッチン、トイレ、エアコン（冷暖房）
　共用：ユニットバス（各階に3～4室）、ランドリースペース、
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■家具：高床式ベッド、机、椅子、本棚、
　　　 下駄箱、クローゼット、冷蔵庫

単身室キャンパス内に立地

学生寄宿舎等

■居室：ワンルーム
■設備：
　居室：キッチン、ユニットバス、下駄箱、
 TVインターホンなど
　共用：掲示板（各棟各階）

学生寄宿舎及びJAIST HOUSEを
含む大学敷地内は完全禁煙です。
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多彩なチャンスを活用し、
イノベーションな私を育成
博士前期課程　姜研究室（知識マネジメント領域）

清水　里紗さん

　私は学部時代、アクティブラーニングの一環として実際に食品ビジネスに携わった
ことを契機に、経営に関して専門的な知識を学びたいと考えるようになり、JAISTへ。
大学3年次のあと本学に編入しMαプログラム（博士前期課程に3年間在籍）を選
びました。実践的なスキルを確実に身に付けることを望んだからです。現在、ベン
チャー企業におけるアントレプレヌールシップや経営理念について研究しています。
　姜研究室では、研究活動を通して学生が創造的なイノベーション人材として自分自
身を育てることを重視しており、学生は研究に自律的に取り組むことを求められます。
たとえば、研究に必要な取材や資料は、研究室の外へ出て研究対象に果敢にアプ
ローチをする、そうした意欲と行動力が必要です（企業人が活躍するために必要な基
本が身に付きます）。私は入学早々、学会の口頭発表を経験したり、海外の大学に派
遣していただいたり、常にエキサイティングに過ごしています。海外の学生とのディス
カッションやセミナーでは、モチベーションの高い活動や意見に触れることができ、日
本の学生との違いに驚かされます。また、研究室では英語のテキストを読むゼミ長に
も任ぜられ、研究室内は私以外が留学生ということもあり、懸命に英語力を磨いてい
るところです。
　このようにJAISTは、強い意志をもってスキルを磨こうとする学生には、さまざまな
機会や研究に最適な環境を与えてくれます。

住居：JAIST HOUSE

［ 家計簿 ］

［ 1日のタイムスケジュール ］

■主な生活費

10,000円

18,000円

 3,000円

31,000円

食 　 費

居住費・光熱費

通 信 費

合 　 計

8

10

12

14

16

18

20

21

22

9

11

13

15

17

19

8：00 研究室に入る
 英語の勉強、研究

12：30 チームご飯（先生在室の場合）、
 または自室に戻って昼食
※食事を共にするとチーム力が向上するという
　検証データがあり、先生在室の場合は、研究
　室メンバーで調理をして食事をする

13：30 研究、勉強

18：00 寄宿舎の自室に戻って
 夕食

20：00 研究室で研究、勉強

23 23：00 学内トレーニングルームで運動

一般の集合住宅と同様の造りの
JAIST HOUSEは学生に人気

一日の大半は研究、ゼミの準備、英語の勉強に費やされる

大学周辺のアパート
　JAIST周辺には多数の民間のアパートがあります。アパートには、エ
アコン、電熱器又はガス調理台などが準備されているほか、インターネッ
ト接続が無料の物件もあります。家賃、共益費、駐車料金等を合わせる
と概ね30,000円～ 46,000円になります。

専任医師・看護師によるケガや急病
の応急処置、健康相談等に応じると
ともに、毎年全学生を対象に健康診
断を実施しています。また、専任のカ
ウンセラーが学生の日頃の悩み事や
心理的ストレスについても相談を受け
付けています。

保健管理センター

大学会館１階には、約90種類のドリ
ンク類やパン類の軽食が揃っている
自動販売機コーナーがあります。ま
た、国際電話対応の電話機、北國銀
行ＡＴＭも設置しています。

ATM・自動販売機コーナー

キャンパス内にある売店では、文房
具、日常生活雑貨、飲料、食品、書籍、
切手等を販売するほか、公共料金の
支払、宅配便、クリーニング、自動車
学校等の取り次ぎも行っています。

売店（ニューヤマザキデイリーストアJAIST店）

大学会館２階には食堂とカフェがあります。
食堂は、季節の食材を盛り込んだ日替わり
定食メニューはもちろん、一品料理や丼類、
麺類も充実。豊富なメニューの中から好き
なものを選べるカフェテリア方式の食堂で
す。また、JAIST CAFEは、フリースペース
として各種のミーティング等に利用できます。

食堂・JAIST CAFE

3 4 61

至野々市・金沢

県道宮竹・旭台線

辰口放牧場

宮竹駐在所

LAWSON

〒

石川ハイテク
交流センター

（株）金山

至鶴来

宮竹
（シャトルバス）

北陸先端
科学技術
大学院大学

橋
大
北
川

宮竹小学校

宮竹コミュニティセンター

宮竹保育園

52

7

8

9 9

大学から鶴来駅までシャトルバス（無料）があります

辰口
中学校

プランドル prendre

カンパーニュ

リトル・ガーデン

サンティエ

あぶに～る

1

4

5

3

2

グランディール

ブレジール・クレスト

桜館 さくらかん

リトル・ビレッジ

6

8

7

9

福利厚生施設

生活シミュレーション

研究室には調理道具が備わっており、
メンバーと調理をすることも多い

留学生が多く、彼らとのコミュニケー
ションは新たな発見に繋がることも

体育館はバレーボール2面分の広さ
があり、予約して使用することができ
ます。また、学生が自由に使用できる
グラウンド（芝：2,250㎡）もあります。
そのほか、小松市との協定により、小
松駅周辺の体育館、プール等の施設
を半額で利用できます。

体育館・グラウンド

テニスコートは、照明付ハードコート
が２面あり、自由に使用できます。ま
た、学生が自由に使用できるトレーニ
ングマシン等の器具およびシャワー
室を設置したトレーニングルームもあ
ります。

テニスコート・トレーニングルーム
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多彩なチャンスを活用し、
イノベーションな私を育成
博士前期課程　姜研究室（知識マネジメント領域）
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も任ぜられ、研究室内は私以外が留学生ということもあり、懸命に英語力を磨いてい
るところです。
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住居：JAIST HOUSE

［ 家計簿 ］

［ 1日のタイムスケジュール ］

■主な生活費

10,000円

18,000円

 3,000円

31,000円

食 　 費

居住費・光熱費

通 信 費

合 　 計

8

10

12

14

16

18

20

21

22

9

11

13

15

17

19

8：00 研究室に入る
 英語の勉強、研究

12：30 チームご飯（先生在室の場合）、
 または自室に戻って昼食
※食事を共にするとチーム力が向上するという
　検証データがあり、先生在室の場合は、研究
　室メンバーで調理をして食事をする

13：30 研究、勉強

18：00 寄宿舎の自室に戻って
 夕食

20：00 研究室で研究、勉強

23 23：00 学内トレーニングルームで運動

一般の集合住宅と同様の造りの
JAIST HOUSEは学生に人気

一日の大半は研究、ゼミの準備、英語の勉強に費やされる

大学周辺のアパート
　JAIST周辺には多数の民間のアパートがあります。アパートには、エ
アコン、電熱器又はガス調理台などが準備されているほか、インターネッ
ト接続が無料の物件もあります。家賃、共益費、駐車料金等を合わせる
と概ね30,000円～ 46,000円になります。

専任医師・看護師によるケガや急病
の応急処置、健康相談等に応じると
ともに、毎年全学生を対象に健康診
断を実施しています。また、専任のカ
ウンセラーが学生の日頃の悩み事や
心理的ストレスについても相談を受け
付けています。

保健管理センター

大学会館１階には、約90種類のドリ
ンク類やパン類の軽食が揃っている
自動販売機コーナーがあります。ま
た、国際電話対応の電話機、北國銀
行ＡＴＭも設置しています。

ATM・自動販売機コーナー

キャンパス内にある売店では、文房
具、日常生活雑貨、飲料、食品、書籍、
切手等を販売するほか、公共料金の
支払、宅配便、クリーニング、自動車
学校等の取り次ぎも行っています。

売店（ニューヤマザキデイリーストアJAIST店）

大学会館２階には食堂とカフェがあります。
食堂は、季節の食材を盛り込んだ日替わり
定食メニューはもちろん、一品料理や丼類、
麺類も充実。豊富なメニューの中から好き
なものを選べるカフェテリア方式の食堂で
す。また、JAIST CAFEは、フリースペース
として各種のミーティング等に利用できます。

食堂・JAIST CAFE

3 4 61

至野々市・金沢

県道宮竹・旭台線

辰口放牧場

宮竹駐在所

LAWSON

〒

石川ハイテク
交流センター

（株）金山

至鶴来

宮竹
（シャトルバス）

北陸先端
科学技術
大学院大学

橋
大
北
川

宮竹小学校

宮竹コミュニティセンター

宮竹保育園

52

7

8

9 9

大学から鶴来駅までシャトルバス（無料）があります

辰口
中学校

プランドル prendre

カンパーニュ

リトル・ガーデン

サンティエ

あぶに～る

1

4

5

3

2

グランディール

ブレジール・クレスト

桜館 さくらかん

リトル・ビレッジ

6

8

7

9

福利厚生施設

生活シミュレーション

研究室には調理道具が備わっており、
メンバーと調理をすることも多い

留学生が多く、彼らとのコミュニケー
ションは新たな発見に繋がることも

体育館はバレーボール2面分の広さ
があり、予約して使用することができ
ます。また、学生が自由に使用できる
グラウンド（芝：2,250㎡）もあります。
そのほか、小松市との協定により、小
松駅周辺の体育館、プール等の施設
を半額で利用できます。

体育館・グラウンド

テニスコートは、照明付ハードコート
が２面あり、自由に使用できます。ま
た、学生が自由に使用できるトレーニ
ングマシン等の器具およびシャワー
室を設置したトレーニングルームもあ
ります。

テニスコート・トレーニングルーム
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附属図書館のコンセプト
附属図書館は、「24時間開館」「研究図書館」「電子図書館」の3つをキーワードとして運営されており、
アクセシビリティや蔵書構成において大学院大学にふさわしいクオリティを備えた研究図書館を実現しています。

■オンラインサービス

　最先端の研究を支えるために、研究室の自席のパソコン、あるいは自宅のパソコンから、電子図書館機能としての利用も可能です。蔵書やデータベース
の検索、電子ジャーナルの閲覧、文献複写依頼や図書の借用依頼、図書の購入リクエストなど、研究をサポートする様々なサービスを利用できます。

■ JAIST学術研究成果リポジトリ

　リポジトリとは、容器、貯蔵庫、倉庫、集積所などの意味を持つ言葉です。JAISTの研究者や学生達によって生み出された成果を電子的な形態で収集・
蓄積・保存し、無料で学内外に公開しています。博士論文、修士論文、リサーチレポートを含みます。キーワードに関連する論文や教員を容易に検索でき
る機能があるので、研究の応用範囲を調べたり、副テーマを探す際に利用できます。

■ JAIST Press

　電子ジャーナル約6,600タイトルを導入しており、学術雑誌、学会論文誌、
プロシーディングの全文が無料で入手できます。また、SpringerのLNCSシ
リーズをはじめとした電子ブックも提供しています。電子ブックのタイトルは随
時追加しています。

■ラーニング・コモンズ「J-BEANS」

　ラーニング・コモンズとは、「学生が共に学ぶ共有の場」という意味で、
グループ学習やディスカッションなど、誰でも自由に利用できる空間で
す。軽い飲食もOKです。ラーニング・コモンズは、学生が自らアイデア
を生み出し、伸ばしていく場になるよう、発芽し空に向かって伸びていく
豆をイメージして、「J-BEANS」(JAIST - Brainstorming, crEAtion, 
iNnovation, Space)と名付けられました。

　教育を円滑に推進すること並びに研究の成果を普及し、及びその活用
を促進することを目的とし、附属図書館では学術図書の出版を行ってい
ます。JAISTの知的刊行の担い手として学術図書を刊行するのが
JAIST Pressです。出版物の販売はインターネットによるオンデマンド方
式で行っています。

［ 24時間開館 ］

［ 研究図書館 ］

： 研究活動が終日であることに合わせて、附属図書館も24時間年中無休で開館しており、資料が必要な時にいつでも自由に閲覧できる
全面開架方式を採用しています。貸出についても、自動貸出装置を導入しているため、24時間可能です。

： 先端科学技術研究を力強くサポートする研究図書館として、高度に専門的・先端的な学術資料および情報を重点的に収集しています。

［ 電子図書館 ］： 電子的学術資料の充実を図っており、利用者は整備された学内情報ネットワーク環境を活用して、蔵書目録はもちろん、電子ジャーナ
ルや電子ブック、各種学術情報データベース等を利用することが可能です。

グループ学習スペース グループ学習スペース J-BEANS

電子ジャーナル・電子ブック1

　Web of Science、IEL Online、SciFinder、MathSciNetの、4種類の学術
データベースを無料で提供しています。

各種学術データベース2

　附属図書館内の蔵書はもちろん、研究室配架の図書、本学以外の大学図
書館の蔵書が検索できます。貸出中の図書については貸出予約、研究室配
架の図書については借用依頼ができます。

蔵書検索と貸出予約3

　JAIST にない図書は、大学図書館間の連携（ILL）により、全国の大学図
書館から借用が可能です。郵送料のみの負担で借用できます。

学外の図書の借用4

■利用方法の特徴

24時間、年中無休で開館しています。いつでも自由に閲覧できるよう、
全面開架方式をとっています。附属図書館の入館ゲートは、学生証で通
過できます。

閲　覧

貸出はセルフサービスです。自動貸出装置を設置しているので、いつ
でも貸出可能です。貸出冊数制限はありません。

貸　出

石川県立図書館や県内の公共図書館の蔵書を無料で借用できます。蔵書
の検索には、県内図書館横断検索システムが利用できます。

石川県内公共図書館の図書の借用5

　専門図書購入のリクエスト制度があります。購入した図書は附属図書館に
配架します。

専門図書購入のリクエスト6

附属図書館
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附属図書館のコンセプト
附属図書館は、「24時間開館」「研究図書館」「電子図書館」の3つをキーワードとして運営されており、
アクセシビリティや蔵書構成において大学院大学にふさわしいクオリティを備えた研究図書館を実現しています。
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■ JAIST学術研究成果リポジトリ

　リポジトリとは、容器、貯蔵庫、倉庫、集積所などの意味を持つ言葉です。JAISTの研究者や学生達によって生み出された成果を電子的な形態で収集・
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　電子ジャーナル約6,600タイトルを導入しており、学術雑誌、学会論文誌、
プロシーディングの全文が無料で入手できます。また、SpringerのLNCSシ
リーズをはじめとした電子ブックも提供しています。電子ブックのタイトルは随
時追加しています。

■ラーニング・コモンズ「J-BEANS」

　ラーニング・コモンズとは、「学生が共に学ぶ共有の場」という意味で、
グループ学習やディスカッションなど、誰でも自由に利用できる空間で
す。軽い飲食もOKです。ラーニング・コモンズは、学生が自らアイデア
を生み出し、伸ばしていく場になるよう、発芽し空に向かって伸びていく
豆をイメージして、「J-BEANS」(JAIST - Brainstorming, crEAtion, 
iNnovation, Space)と名付けられました。

　教育を円滑に推進すること並びに研究の成果を普及し、及びその活用
を促進することを目的とし、附属図書館では学術図書の出版を行ってい
ます。JAISTの知的刊行の担い手として学術図書を刊行するのが
JAIST Pressです。出版物の販売はインターネットによるオンデマンド方
式で行っています。

［ 24時間開館 ］

［ 研究図書館 ］

： 研究活動が終日であることに合わせて、附属図書館も24時間年中無休で開館しており、資料が必要な時にいつでも自由に閲覧できる
全面開架方式を採用しています。貸出についても、自動貸出装置を導入しているため、24時間可能です。
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ルや電子ブック、各種学術情報データベース等を利用することが可能です。

グループ学習スペース グループ学習スペース J-BEANS
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　Web of Science、IEL Online、SciFinder、MathSciNetの、4種類の学術
データベースを無料で提供しています。

各種学術データベース2

　附属図書館内の蔵書はもちろん、研究室配架の図書、本学以外の大学図
書館の蔵書が検索できます。貸出中の図書については貸出予約、研究室配
架の図書については借用依頼ができます。

蔵書検索と貸出予約3

　JAIST にない図書は、大学図書館間の連携（ILL）により、全国の大学図
書館から借用が可能です。郵送料のみの負担で借用できます。

学外の図書の借用4

■利用方法の特徴

24時間、年中無休で開館しています。いつでも自由に閲覧できるよう、
全面開架方式をとっています。附属図書館の入館ゲートは、学生証で通
過できます。

閲　覧

貸出はセルフサービスです。自動貸出装置を設置しているので、いつ
でも貸出可能です。貸出冊数制限はありません。

貸　出

石川県立図書館や県内の公共図書館の蔵書を無料で借用できます。蔵書
の検索には、県内図書館横断検索システムが利用できます。

石川県内公共図書館の図書の借用5

　専門図書購入のリクエスト制度があります。購入した図書は附属図書館に
配架します。

専門図書購入のリクエスト6

附属図書館

40



野々市市役所

8番ラーメン

吉野家

プララAコープ

クスリのアオキ

ファミリーマート

シャトレーゼ

ファミリーマート

ローソン

アクロスプラザ

Joshin

ヤマト運輸

ダイソー

うつのみや

イオン

モスバーガー・ケーズデンキ

明文堂書店・
TSUTAYA

金沢三十苅
郵便局

コメダ珈琲 至 金沢

ファミリー
マート

大阪屋ショップ
キリン堂

至 鶴来

マクドナルドすき家

V-drug

餃子の王将
山側環状セブンイレブン
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AOKI野々市 粟田店

ホームセンター
ムサシ

スターバックス
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乙
丸

額
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宅
前

鶴
来

シメノドラッグ

新村病院

白山郷運動公園
鶴来中学校

鶴来温泉木戸歯科医院

つるぎ郵便局
こいしや

白山警察署鶴来庁舎

至 野々市・金沢方面

至
獅
子
吼
高
原
方
面

コメヤ薬局 レッツ

鶴来公民館

白山市役所 鶴来支所

つるぎ病院

コメヤ薬局

天狗橋

鶴
来
バ
イ
パ
ス

ファミリー
マート

いしかわ動物園

スーパーホームセンター
ヤマキシ

スポーツリゾート
アマン

セブンイレブン

コメリ

ローソン 
ローソン 

YuuYuu 

石川ハイテク
交流センター

アルビス
ゲオ

物見山陸上競技場

辰口福祉会館

能美市役所

辰口温泉

辰口丘陵公園

ファミリーマート ローソン
チャンピオンカレー
二兎

セブンイレブン

幡生の荘

白山カントリー
クラブ

郵便局

太閤

市立博物館

鶴来信用金庫
辰口図書館

芳珠記念
病院

宮竹コミュニティ
センター

宮竹小学校
宮竹保育園

シメノドラッグ

辰口橋 川北大橋

クスリのアオキ

8番ラーメン
サンパーク

北國書林

北國銀行

辰口中学校

飲食店
スーパー
その他

北陸先端科学技術
大学院大学

金沢駅
おもてなしの心を表した「もてなしドーム」、伝統芸能に使われる鼓
をイメージした「鼓門」は金沢のシンボルとして親しまれています。

タテマチ・片町・香林坊
ファッションや雑貨、飲食店などさまざまなショップが軒を
連ねる賑やかな通り。若者達の流行発信エリア。

ひがし茶屋
浅野川大橋近く、今も昔のおもかげを残したお茶屋建の
古い家や料亭が軒を連ねています。

金沢２１世紀美術館
コンテンポラリーアートの殿堂として金沢中心地に誕生した現
代美術館。特徴的な建物は世界中からも注目を集めています。

兼六園・金沢城公園
江戸時代の回遊林泉式庭園の特徴を今日に残す代表的
名園で、日本の三名園と称されてます。

のとじま水族館
能登近海の魚を中心に約500種4万点の
生きものを展示。トンネル水槽「イルカたちの
楽園」や「アザラシ万華鏡」などのアイデア
満載の展示が楽しめます。

物見山運動公園
陸上競技場や野球場、屋外プール、グラウ
ンドゴルフ場、屋内競技場、総合体育館、
テニスコートなど、本格的なスポーツ設備を
完備。

いしかわ動物園
丘陵地の地形を生かして動物の生息地をできる
だけ再現し、約180種3800点を飼育。動物のフ
ン等のリサイクルなどエコ動物園としての取組み
も活発。トキの分散飼育でも注目されています。

SAM白山（セイモア、一里野）
スキー場
大きく分けて4つのゲレンデと10のコースを有する
人気のスキー場。金沢西、白山、美川、小松の各
インターチェンジからアクセスしやすいのも魅力。

千里浜なぎさドライブウェイ
全国でも唯一、乗用車や自転車でも波打ち
際を走行できるたいへん珍しい砂浜です。特
に沈む夕日を見ながらのドライブはかなりの
感動もの。

辰口丘陵公園
緑豊かな丘陵地に、屋内コートを含め20面と
県内随一の規模を誇るテニスコートを中心に、
四季を通じて利用できる温泉プール、親子や
グループで楽しめる変形ボート等を備えています。

辰口温泉、加賀温泉郷
（粟津、片山津、山代、山中）
霊峰白山のふもと、手取川左岸流域に広がる
山紫水明の地辰口温泉は、1,400年の歴史
を持ち、多くの観光資源に恵まれています。

ひととものづくり科学館
サイエンスヒルズこまつ
日本最大級のドーム型３Ｄスタジオは高解像度・
高輝度で上映。敷地の内外には、科学の原理を
楽しみながら体験する100の仕掛けがあります。

野々市エリア

鶴来エリア辰口エリア

JAIST

富山市

富山湾日本海

金沢市

小松市

北陸先端科学技術
大学院大学

JAIST周辺MAP
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■ SDプログラム給付奨学生特別選抜

■

■

■

一般選抜
随時特別選抜
推薦入学特別選抜

世界的な視点で新しい
研究に挑戦し、開拓で
きる科学者

４年一貫的な
博士教育

大学教員や、教育研究
機関で先端研究を企
画・実践できる創造的
な科学者

企業等で最先端の研究
開発をリードし、マネジメ
ントできる高度な専門
技術者

５年一貫的な
博士教育

学部３年次
在学中※

学部3（※）・４年次
在学中

高専専攻科
2年次在学中

専門学校
在学中※

博士後期課程 学生募集要項

■ 一般選抜

大学教員や、教育研究
機関で先端研究を企
画・実践できる創造的
な科学者

企業等で最先端の研究
開発をリードし、マネジメ
ントできる高度な専門
技術者

後期３年の
博士教育

修士修了

修士修了相当※

博士前期課程 学生募集要項

博士前期課程 学生募集要項

博士前期課程 学生募集要項

■

■

■

一般選抜
随時特別選抜
推薦入学特別選抜

専門的知識と技術を基
に、企業等で先導的な
役割を担う実践的な専
門技術者

前期２年の
修士教育

２～３年の
修士教育

大学卒

高専専攻科
（学士）修了

専門学校卒※

特定分野等の知識・技
術等をブラッシュ・アッ
プし、実践的技術者や
高度専門技術者などと
して飛躍を目指す者

社会人を
対象とした
博士教育

社会人を
対象とした
修士教育

社 会 人※

※入学資格審査を要する場合があるので、詳細は、募集要項の各選抜のページで確認してください。

入試について

キャリア目標・教育プログラム
と選抜試験 p.44
入試日程 p.45
学生データ p.46
イベント情報 p.47

キャリア目標・教育プログラムと選抜試験

今、あなたは… 対応する選抜キャリア目標・教育プログラム

入試について

学

　生

社

　会

　人

SD
プログラム

5D
プログラム

3D
プログラム

M
プログラム

Mα
プログラム

3D
プログラム

M
プログラム

博士後期課程 学生募集要項

博士前期課程 学生募集要項

■ 社会人コース特別選抜

■ 社会人コース特別選抜

博士をめざす

東京サテライトで

修士をめざす

4年で博士をめざす

5年で博士をめざす
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■ SDプログラム給付奨学生特別選抜

■

■

■

一般選抜
随時特別選抜
推薦入学特別選抜
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研究に挑戦し、開拓で
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博士教育

大学教員や、教育研究
機関で先端研究を企
画・実践できる創造的
な科学者

企業等で最先端の研究
開発をリードし、マネジメ
ントできる高度な専門
技術者

５年一貫的な
博士教育

学部３年次
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開発をリードし、マネジメ
ントできる高度な専門
技術者

後期３年の
博士教育

修士修了

修士修了相当※

博士前期課程 学生募集要項

博士前期課程 学生募集要項

博士前期課程 学生募集要項

■

■

■
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専門的知識と技術を基
に、企業等で先導的な
役割を担う実践的な専
門技術者

前期２年の
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２～３年の
修士教育

大学卒

高専専攻科
（学士）修了

専門学校卒※

特定分野等の知識・技
術等をブラッシュ・アッ
プし、実践的技術者や
高度専門技術者などと
して飛躍を目指す者

社会人を
対象とした
博士教育

社会人を
対象とした
修士教育

社 会 人※

※入学資格審査を要する場合があるので、詳細は、募集要項の各選抜のページで確認してください。

入試について

キャリア目標・教育プログラム
と選抜試験 p.44
入試日程 p.45
学生データ p.46
イベント情報 p.47

キャリア目標・教育プログラムと選抜試験

今、あなたは… 対応する選抜キャリア目標・教育プログラム

入試について入試について
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4年で博士をめざす

5年で博士をめざす

44



　一般選抜の入試日程は以下の通りです。
　出願の詳細は学生募集要項をご確認下さい。学生募集要項は本学ホームページからダウンロード※して閲覧できます。
※紙媒体（冊子）の学生募集要項は作成しておりません。

■博士前期課程（先端科学技術専攻）　一般選抜
令和2年10月入学
出願期間（期間内の消印有効）

5月27日（水）～6月9日（火）

試験期日（本学が指定した１日）

7 月 4日（土）・ 5 日（日）

試験場所

本学、東京、大阪

合格者発表日

7 月 10 日（金）

令和3年4月入学

北陸地区
15名 5.6％

東北地区
12名 4.5％

関東地区
58名 21.6％

中国地区
16名 6.0％

九州・沖縄地区
20名 7.5％

外国
87名 32.4％
その他
1名 0.4％

北海道地区
4名 1.5％

甲信越地区
9名 3.3％

東海地区
23名 8.6％

関西地区
20名 7.5％

四国地区
3名 1.1％

令和2年4月全在学者学生比率

（出身高校等所在地による）

令和2年4月博士前期課程（先端科学技術専攻）入学者出身地区別分布

令和2年4月博士前期課程（先端科学技術専攻）入学者

42.3％20.5.％

外国人留学生（石川）
517名

37.2％
日本人学生（石川）

455名

学生数
1,223名

東京サテライト学生
251名

出身分野

入試日程
JAISTでは、出身分野を問わず、社会人・留学生を含め意欲のある人材を全国各地から広く受け入れています。

学生データ

理学・工学
200名
（74.6％）

その他
11名（4.1％）

教育
4名（1.5％）

社会科学
35名（13.1％）

人文科学
18名（6.7％）

■博士後期課程（先端科学技術専攻）　一般選抜
令和2年10月入学
試験区分

第2回 5月11日（月）～22日（金）

本学

7月22日（水）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

6月15日（月）～25日（木）
（土・日及び祝日等を除く）

8月17日（月）～27日（木）
（土・日及び祝日等を除く）第3回 6月22日（月）～7月2日（木） 9月4日（金）

令和3年4月入学

令和3年10月入学

試験区分

第1回 6月22日（月）～7月2日（木）

本学

9月4日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

8月17日（月）～27日（木）
（土・日及び祝日等を除く）

12月14日（月）～25日（金）
（土・日及び祝日等を除く）第2回 10月21日（水）～11月10日（火） 令和3年1月22日（金）

令和3年2月1日（月）～12日（金）
 （土・日及び祝日等を除く）第3回 12月8日（火）～22日（火） 令和3年2月19日（金）

試験区分

第1回 5月27日（水）～6月9日（火） 7 月 4日（土）・ 5 日（日）
本学
東京
大阪

7 月 10 日（金）

第2回 9月4日（金）～23日（水） 10月17日（土）・18日（日） 10月30日（金）

第3回 11月25日（水）～12月8日（火） 令和3年1 月9日（土）・10日（日） 令和3年 1 月22日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

※博士前期課程（先端科学技術専攻）一般選抜第1回、第2回については、博士前期課程（融合科学共同専攻）一般選抜第1回、第2回の入試日程と同日ですが、同一回における両専攻の併願は認め
　ません。

本学

試験区分

第1回

※令和3年10月入学の第2回以降の試験日程は、来年度公表の学生募集要項に記載します。

12月8日（火）～22日（火） 令和3年2月19日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

令和3年2月1日（月）～12日（金）
 （土・日及び祝日等を除く）

※博士後期課程（先端科学技術専攻）一般選抜第1回、第2回については、博士後期課程（融合科学共同専攻）一般選抜第1回、第2回の入試日程と同日ですが、同一回における両専攻の併願は認め
　ません。
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　一般選抜の入試日程は以下の通りです。
　出願の詳細は学生募集要項をご確認下さい。学生募集要項は本学ホームページからダウンロード※して閲覧できます。
※紙媒体（冊子）の学生募集要項は作成しておりません。

■博士前期課程（先端科学技術専攻）　一般選抜
令和2年10月入学
出願期間（期間内の消印有効）

5月27日（水）～6月9日（火）

試験期日（本学が指定した１日）

7 月 4日（土）・ 5 日（日）

試験場所

本学、東京、大阪

合格者発表日

7 月 10 日（金）

令和3年4月入学

北陸地区
15名 5.6％

東北地区
12名 4.5％

関東地区
58名 21.6％
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20名 7.5％

外国
87名 32.4％
その他
1名 0.4％

北海道地区
4名 1.5％

甲信越地区
9名 3.3％

東海地区
23名 8.6％

関西地区
20名 7.5％

四国地区
3名 1.1％

令和2年4月全在学者学生比率

（出身高校等所在地による）

令和2年4月博士前期課程（先端科学技術専攻）入学者出身地区別分布

令和2年4月博士前期課程（先端科学技術専攻）入学者

42.3％20.5.％

外国人留学生（石川）
517名

37.2％
日本人学生（石川）

455名

学生数
1,223名

東京サテライト学生
251名

出身分野

入試日程
JAISTでは、出身分野を問わず、社会人・留学生を含め意欲のある人材を全国各地から広く受け入れています。

学生データ
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200名
（74.6％）

その他
11名（4.1％）

教育
4名（1.5％）

社会科学
35名（13.1％）

人文科学
18名（6.7％）

■博士後期課程（先端科学技術専攻）　一般選抜
令和2年10月入学
試験区分

第2回 5月11日（月）～22日（金）

本学

7月22日（水）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

6月15日（月）～25日（木）
（土・日及び祝日等を除く）

8月17日（月）～27日（木）
（土・日及び祝日等を除く）第3回 6月22日（月）～7月2日（木） 9月4日（金）

令和3年4月入学

令和3年10月入学

試験区分

第1回 6月22日（月）～7月2日（木）

本学

9月4日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

8月17日（月）～27日（木）
（土・日及び祝日等を除く）

12月14日（月）～25日（金）
（土・日及び祝日等を除く）第2回 10月21日（水）～11月10日（火） 令和3年1月22日（金）

令和3年2月1日（月）～12日（金）
 （土・日及び祝日等を除く）第3回 12月8日（火）～22日（火） 令和3年2月19日（金）

試験区分

第1回 5月27日（水）～6月9日（火） 7 月 4日（土）・ 5 日（日）
本学
東京
大阪

7 月 10 日（金）

第2回 9月4日（金）～23日（水） 10月17日（土）・18日（日） 10月30日（金）

第3回 11月25日（水）～12月8日（火） 令和3年1 月9日（土）・10日（日） 令和3年 1 月22日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

※博士前期課程（先端科学技術専攻）一般選抜第1回、第2回については、博士前期課程（融合科学共同専攻）一般選抜第1回、第2回の入試日程と同日ですが、同一回における両専攻の併願は認め
　ません。

本学

試験区分

第1回

※令和3年10月入学の第2回以降の試験日程は、来年度公表の学生募集要項に記載します。

12月8日（火）～22日（火） 令和3年2月19日（金）

出願期間（期間内の消印有効） 試験期日（本学が指定した１日） 試験場所 合格者発表日

令和3年2月1日（月）～12日（金）
 （土・日及び祝日等を除く）

※博士後期課程（先端科学技術専攻）一般選抜第1回、第2回については、博士後期課程（融合科学共同専攻）一般選抜第1回、第2回の入試日程と同日ですが、同一回における両専攻の併願は認め
　ません。
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いつでも大学院進学相談会

大学院進学説明会
JAISTに興味をお持ちの方はもちろん、将来大学院への進学をお考えの方を対象とし、全国各地で開催します。
JAIST 教員が、大学及び教育研究組織の説明、皆様の質問等にお答えします。お気軽にご参加ください。

※申込みの受付は１ヶ月程度前から行います。開催日の１週間前までにお申込みください。
なお、当日の飛び入り参加も歓迎しています。
このほか、JAIST 金沢駅前オフィスでの進学相談会なども行っています。

実施内容

　大学及び教育研究組織の説明、質疑応答、JAIST在学生との懇談会

日　程 開催地
令和2年 4月25日（土）
令和2年 8月22日（土）
令和2年10月24日（土）

東京・大阪・名古屋・金沢

日程・開催地

受験生のためのオープンキャンパス
JAISTの魅力をご自身で体験していただき、より本学に興味を持っていただける機会として「受験生のためのオープンキャンパス」を開催します。

実施内容（予定）

■ 大学院説明会
■ 研究室パネル展示
■ 研究室オープン
■ 施設見学
■ 入学・学生生活相談コーナー
■ 昼食懇談会
■ 在学生による相談コーナー

日程

第1回 令和2年 5月22日（金）・23日（土）
第２回 令和2年 8月28日（金）・29日（土）
第３回 令和2年11月20日（金）・21日（土）
※各回とも2日間開催しますが、両日とも同じ内容ですので、ご都合の良い日にご参加ください。

・家の近くで大学院進学説明会が開催されるけど、日程が合わない･･･

　・JAISTを実際に見てみたい

　・先生の研究室を直接訪問したい

そんなあなたのために「いつでも大学院進学相談会」を行います！

全国各地で実施する大学院進学説明会に参加できない方のために、

直接、本学又は東京サテライト（東京社会人コース入学希望者のみ）への訪問を受け入れる制度です。

「大学院進学説明会に行きたい」、「○○先生の研究室を訪問したい」

「でも予定が合わない」、「開催地が遠いなぁ」

そんなあなたのために、開催希望場所にて「どこでも大学院進学相談会」を行います！

　・希望教員による研究室説明（１研究室当たり１時間程度）
　・学生寄宿舎、附属図書館などの施設見学（30分程度）

石川キャンパス入学希望者対象

　JAIST HP「入学案内>いつでも・どこでも大学院進学相談会」の「いつでも大学院進学相談会」申込みフォームからお申込みください。

お申込み方法

　・指導希望教員（知識科学系、情報科学系）との面談（１時間程度）
　※その他、東京サテライトでのセミナーなどの公開イベント（知識科学系）　
　への参加（適宜）等もあります。

東京社会人コース入学希望者対象
（場所：東京サテライト（品川駅前））（場所：石川キャンパス（石川県能美市））

　・参加人数が２名以上になりましたら実施します。（申込み代表者含む）

実施要件

　JAIST HP「入学案内>いつでも・どこでも大学院進学相談会」の「どこでも大学院進学相談会」をご覧の上、メールにてお申込みください。

お申込み方法

　・教員による大学概要・研究室の説明

実施内容

「いつでも大学院進学相談会」とは・・・？

どこでも大学院進学相談会

「どこでも大学院進学相談会」とは・・・？

※イベントの内容、日程等を変更する可能性があります。変更等に関しては、決定次第ホームページにてお知らせします。

　ＪＡＩＳＴのことをより深く知ってもらうために様々なイベントを実施しています。
　これらのイベントでは、JAISTのリアルな空気に触れることができ、教育研究や学生生活に関する疑問などを解決できる、またとないチャンスです。
　各イベントの詳細は随時ホームページに掲載します。

イベント情報

検 索JAIST 入学案内
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いつでも大学院進学相談会

大学院進学説明会
JAISTに興味をお持ちの方はもちろん、将来大学院への進学をお考えの方を対象とし、全国各地で開催します。
JAIST 教員が、大学及び教育研究組織の説明、皆様の質問等にお答えします。お気軽にご参加ください。

※申込みの受付は１ヶ月程度前から行います。開催日の１週間前までにお申込みください。
なお、当日の飛び入り参加も歓迎しています。
このほか、JAIST 金沢駅前オフィスでの進学相談会なども行っています。

実施内容

　大学及び教育研究組織の説明、質疑応答、JAIST在学生との懇談会

日　程 開催地
令和2年 4月25日（土）
令和2年 8月22日（土）
令和2年10月24日（土）

東京・大阪・名古屋・金沢

日程・開催地

受験生のためのオープンキャンパス
JAISTの魅力をご自身で体験していただき、より本学に興味を持っていただける機会として「受験生のためのオープンキャンパス」を開催します。

実施内容（予定）

■ 大学院説明会
■ 研究室パネル展示
■ 研究室オープン
■ 施設見学
■ 入学・学生生活相談コーナー
■ 昼食懇談会
■ 在学生による相談コーナー

日程

第1回 令和2年 5月22日（金）・23日（土）
第２回 令和2年 8月28日（金）・29日（土）
第３回 令和2年11月20日（金）・21日（土）
※各回とも2日間開催しますが、両日とも同じ内容ですので、ご都合の良い日にご参加ください。

・家の近くで大学院進学説明会が開催されるけど、日程が合わない･･･

　・JAISTを実際に見てみたい

　・先生の研究室を直接訪問したい

そんなあなたのために「いつでも大学院進学相談会」を行います！

全国各地で実施する大学院進学説明会に参加できない方のために、

直接、本学又は東京サテライト（東京社会人コース入学希望者のみ）への訪問を受け入れる制度です。

「大学院進学説明会に行きたい」、「○○先生の研究室を訪問したい」

「でも予定が合わない」、「開催地が遠いなぁ」

そんなあなたのために、開催希望場所にて「どこでも大学院進学相談会」を行います！

　・希望教員による研究室説明（１研究室当たり１時間程度）
　・学生寄宿舎、附属図書館などの施設見学（30分程度）

石川キャンパス入学希望者対象

　JAIST HP「入学案内>いつでも・どこでも大学院進学相談会」の「いつでも大学院進学相談会」申込みフォームからお申込みください。

お申込み方法

　・指導希望教員（知識科学系、情報科学系）との面談（１時間程度）
　※その他、東京サテライトでのセミナーなどの公開イベント（知識科学系）　
　への参加（適宜）等もあります。

東京社会人コース入学希望者対象
（場所：東京サテライト（品川駅前））（場所：石川キャンパス（石川県能美市））

　・参加人数が２名以上になりましたら実施します。（申込み代表者含む）

実施要件

　JAIST HP「入学案内>いつでも・どこでも大学院進学相談会」の「どこでも大学院進学相談会」をご覧の上、メールにてお申込みください。

お申込み方法

　・教員による大学概要・研究室の説明

実施内容

「いつでも大学院進学相談会」とは・・・？

どこでも大学院進学相談会

「どこでも大学院進学相談会」とは・・・？

※イベントの内容、日程等を変更する可能性があります。変更等に関しては、決定次第ホームページにてお知らせします。

　ＪＡＩＳＴのことをより深く知ってもらうために様々なイベントを実施しています。
　これらのイベントでは、JAISTのリアルな空気に触れることができ、教育研究や学生生活に関する疑問などを解決できる、またとないチャンスです。
　各イベントの詳細は随時ホームページに掲載します。

イベント情報

検 索JAIST 入学案内
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JAISTへのアクセス

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟19階
◎JR「品川駅」港南口から徒歩３分
◎京浜急行線「品川駅」高輪口から徒歩5分

石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢9階
◎JR「金沢駅」兼六園口（東口）から徒歩2分

金沢・小松

仙台

東京

福岡
大阪

飛行機：約1時間10分

千歳（札幌）
飛行機：約1時間 45分

飛行機：約1時間
JR：約2時間 30 分

JR：約2時間 20 分
飛行機：約1時間 15分

名古屋
JR：約2時間 40 分

▶ のみバス（能美市コミュニティバス）

■ 能美市ホームページ　http://www.city.nomi.ishikawa.jp/

JAISTとJR能美根上駅を結ぶ「連携ルート」と、能美市内の各地区を廻る「循環ルート」
「さとやまルート」から構成され、料金は一律100円です。能美市内へのアクセスが可能で、
能美市役所、辰口ショッピングセンター、JR能美根上駅等へ行く際に便利です。

■平日のみ 上り　緑ヶ丘十丁目（17:26）→JAIST（17:45）→（香林坊経由）金沢駅東口（18:46）
 下り　香林坊始発（8:00）→JAIST（8:51）→緑ヶ丘十丁目（9:11）

▶ 北鉄バス（私鉄）

　次の朝夕の2本がJAISTを経由して運行しています。17：45発の金沢駅行きは、乗換え
なしで金沢の中心街に行くことができます。 土・日・祝日は運行していません。

▶ カーシェアリング

　カーシェアリングとは、１台の自動車を複数の人が共同で利用する、自動車の新しい利用形
態です。ＪＡＩＳＴには、構内にステーション（専用駐車スペース）が設けられており、予約す
れば24時間365日、手軽に日常的な買物や、レジャーに利用できます。料金は月毎の基本
料金と予約した時間と走行距離に応じて課金されます。割安なパック料金もあり、支払いは
クレジットカードで行います。

JR小松駅から本学までの間には連絡バス
「JAIST Shuttle」(小松駅線)(無料・予約制)が
運行しています。

北陸鉄道鶴来駅から本学までの間には連絡
バス「JAIST Shuttle」(鶴来線)(無料)が運行し
ています。

JAIST Shuttle（小松駅線） 約35分／無料・予約制

タクシー 約35分／約6,000円

海側環状線

北陸自動車道

北陸自動車道

小松駅
小松
空港

小松駅

金沢駅

白山
I C

安養寺北
交差点

三ツ口
交差点川北大橋

小松
I C

長崎中
交差点

上八里町
交差点

三ツ口
交差点

西金沢駅 鶴来駅
北陸鉄道
石川線
新西金沢駅

小松バス 約12分／ 280円

タクシー 約40分／約8,000円

JAIST Shuttle(小松駅線)約35分／無料・予約制

タクシー 約35分／約6,000円

徒歩約5分

JAIST Shuttle(小松駅線)約35分／無料・予約制

北陸鉄道石川線
約25分／ 500円

JR北陸本線
約5分／ 190円

JAIST Shuttle（鶴来線）
約13分／無料

タクシー 約40分／約8,000円

飛 行 機

J R

J R

高速バス

自動車

自動車

JAIST

■ 東京サテライト■ 金沢駅前オフィス
中橋 パークビル

●
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▶ JAIST Shuttle小松線（予約制）

　JAISTとJR小松駅を結ぶ無料連絡バスです。JR小松駅発着の一部の特急に接続するよ
うに運行しています。乗車人数に限りがあるので、入学前に利用したい場合は、本学に予約
を依頼してください。

▶ JAIST Shuttle  鶴来線

JAISTと北陸鉄道石川線鶴来（つるぎ）駅を結ぶ無料連絡バスです。

■ 北陸鉄道ホームページ　http://www.hokutetsu.co.jp/

▶ 北陸鉄道石川線（私鉄）

　鶴来駅と野町駅（金沢市内）を結ぶ私鉄です。 JRとの乗り換え、金沢市内へのアクセ
スに便利です。 野町から片町までは徒歩15分程度、電車の到着に合わせ、野町駅から
JR金沢駅行きのバスも運行しています。

小松駅
JR北陸本線
普通 約35分／ 510円、特急 約15分／ 1,270円

山側
環状
線

海側
環状
線
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JAISTへのアクセス

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟19階
◎JR「品川駅」港南口から徒歩３分
◎京浜急行線「品川駅」高輪口から徒歩5分

石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢9階
◎JR「金沢駅」兼六園口（東口）から徒歩2分

金沢・小松

仙台

東京

福岡
大阪

飛行機：約1時間10分

千歳（札幌）
飛行機：約1時間 45分

飛行機：約1時間
JR：約2時間 30 分

JR：約2時間 20 分
飛行機：約1時間 15分

名古屋
JR：約2時間 40 分

▶ のみバス（能美市コミュニティバス）

■ 能美市ホームページ　http://www.city.nomi.ishikawa.jp/

JAISTとJR能美根上駅を結ぶ「連携ルート」と、能美市内の各地区を廻る「循環ルート」
「さとやまルート」から構成され、料金は一律100円です。能美市内へのアクセスが可能で、
能美市役所、辰口ショッピングセンター、JR能美根上駅等へ行く際に便利です。

■平日のみ 上り　緑ヶ丘十丁目（17:26）→JAIST（17:45）→（香林坊経由）金沢駅東口（18:46）
 下り　香林坊始発（8:00）→JAIST（8:51）→緑ヶ丘十丁目（9:11）

▶ 北鉄バス（私鉄）

　次の朝夕の2本がJAISTを経由して運行しています。17：45発の金沢駅行きは、乗換え
なしで金沢の中心街に行くことができます。 土・日・祝日は運行していません。

▶ カーシェアリング

　カーシェアリングとは、１台の自動車を複数の人が共同で利用する、自動車の新しい利用形
態です。ＪＡＩＳＴには、構内にステーション（専用駐車スペース）が設けられており、予約す
れば24時間365日、手軽に日常的な買物や、レジャーに利用できます。料金は月毎の基本
料金と予約した時間と走行距離に応じて課金されます。割安なパック料金もあり、支払いは
クレジットカードで行います。

JR小松駅から本学までの間には連絡バス
「JAIST Shuttle」(小松駅線)(無料・予約制)が
運行しています。

北陸鉄道鶴来駅から本学までの間には連絡
バス「JAIST Shuttle」(鶴来線)(無料)が運行し
ています。

JAIST Shuttle（小松駅線） 約35分／無料・予約制

タクシー 約35分／約6,000円

海側環状線
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小松バス 約12分／ 280円

タクシー 約40分／約8,000円

JAIST Shuttle(小松駅線)約35分／無料・予約制

タクシー 約35分／約6,000円

徒歩約5分

JAIST Shuttle(小松駅線)約35分／無料・予約制

北陸鉄道石川線
約25分／ 500円

JR北陸本線
約5分／ 190円

JAIST Shuttle（鶴来線）
約13分／無料

タクシー 約40分／約8,000円
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▶ JAIST Shuttle小松線（予約制）

　JAISTとJR小松駅を結ぶ無料連絡バスです。JR小松駅発着の一部の特急に接続するよ
うに運行しています。乗車人数に限りがあるので、入学前に利用したい場合は、本学に予約
を依頼してください。

▶ JAIST Shuttle  鶴来線

JAISTと北陸鉄道石川線鶴来（つるぎ）駅を結ぶ無料連絡バスです。

■ 北陸鉄道ホームページ　http://www.hokutetsu.co.jp/

▶ 北陸鉄道石川線（私鉄）

　鶴来駅と野町駅（金沢市内）を結ぶ私鉄です。 JRとの乗り換え、金沢市内へのアクセ
スに便利です。 野町から片町までは徒歩15分程度、電車の到着に合わせ、野町駅から
JR金沢駅行きのバスも運行しています。

小松駅
JR北陸本線
普通 約35分／ 510円、特急 約15分／ 1,270円

山側
環状
線

海側
環状
線
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