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C O N T E N T S未知なる世界を探究し、
　未知なる自分と出会う。
茨城大学は、教育・研究の推進と並んで、学生を第一と考える大学です。

私たちが入学して欲しいと思っているのは、志高く、学ぶ意欲にあふれた皆さんです。

自らの力で新しい時代を切り拓き、創造していく意欲と決意を持った皆さんを待っています。

本学での4年間を通じて知性を磨き、社会性を育てながら、世の中の要請に素早く応え

られる職業人を育成します。
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学び・研究・地域と世界への貢献
― 魅力あふれる茨城大学にようこそ ―

魅力1：多彩な教育プログラム
茨城大学では、皆さんにぴったりの分野がみつかります。グローバルな活躍を目指す人には、充実し

た実践英語教育や海外留学への道があります。次世代を育てる教員や自治体の職員をめざす人、地

域に根差したビジネスを学びたい人には、今年から地域志向教育プログラムを始めます。さらに高度

な研究を進めたい人には大学院に進学する道が開かれています。

魅力２：社会に貢献する先進的研究
地球温暖化を防ぐ研究や原子レベルの先端的材料科学、バイオエネルギーなど環境と共生する新し

い農学、産業界との共同研究など、世界に誇れる多くの研究を行っています。また、国内外の歴史・文化

や政治・経済の研究成果を社会に発信しています。皆さんもこれらの研究に参加して、実践的な専門家

に成長することができます。

魅力３：地域の知の拠点
茨城をはじめ北関東は、歴史や文化の伝統があり、先端科学の拠点や農業といった面でも未来の可能性

豊かな地域です。こうした環境を活かして、茨城大学は、グローバルな視点で地域社会に貢献することを

めざしています。大学の知を活かして、持続可能な社会づくりと地球規模の問題解決に挑戦します。

茨城大学は、こうした勉学と研究に積極的に参加する皆さんを待っています。

三村 信男学長

学修の基礎となる学力とコミュニケーション力を備え、自らを律し、向上する意欲を持ち、知的好奇心が旺盛な人。

自然と人間と社会に関わる諸課題に主体的に取り組み、問題を解決する力を高め、さらなる新しい課題に積極的に挑戦しようとする人。

幅広い教養と高い専門性を備えた職業人として、現代の世界と社会の持続可能な発展に貢献しようと志す人。

茨城大学は次のような人（学生）を求めています。
アドミッション・ポリシー
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たくさんの人と交流した経験が、今の仕事に役立っています。

学部を超えた友人たちとの出会いが、

私の大切な“宝物”です。

海外での刺激的な経験が、

自分を大きく飛躍させてくれました。

茨城大学で学ぶきっかけは、

国の根幹となる農業への興味から。

　ボランティア活動の啓発や活性化のために、さまざまな研修会を企画・運営するのが現在の主な仕事です。アンケートの

結果で参加者の反応がダイレクトに分かるので、評判の良い企画が組めた時は喜びも大きいですね。じつはイベントの企画や

運営、ヒヤリング調査などは、学生時代から数多く経験していたこと。人文学部は想像していた以上にフィールドワークが多

く、現場に出てNPOや商工会など実際に働いている方たちの話を聞いたり、協力してイベントを実施したりする機会がたくさん

ありました。教室で学ぶだけではない、現場ならではのリアルな体験の数々は、今の仕事にも直結していると思います。

　私は元々、人に関わる仕事や町づくりに関する仕事をしたいと考えていました。社会科学科を選んだのも、経済や法律、社

会学や行政学など、いろいろな知識を万遍なく学ぶことができるから。学科の垣根もあまりなく、別の科の科目も受講できたの

で、自分の学びの可能性が広がっただけでなく、おかげで自然に知り合いも増えました。そういった友人を作りやすい環境や、み

んなで協力してイベントを成功させた体験などが、就職活動の時にチームワークの点で良い評価をいただけたことにつながって

いるのかもしれませんね。

　さまざまな面から“社会と自分の関わり”を見つめる機会が多かったことも、学生時代の素敵な経験でした。今後も、茨城大学

で身につけた幅広い知識と経験を活かして、どんな相談にもしっかり応えられる“ゼネラリスト”として成長していきたいと思います。

Advice from
Graduates
卒 業 生からのメッセージ

人文学部

たくさんの人と交流した経験が、

今の仕事に役立っています。

奥深くまで学びを究めた経験が、

“教える自信”につながっています。

Advice from Graduates 卒業生からのメッセージ

2009年 人文学部 社会科学科卒業

酒葉  真知子

2007年 教育学部 学校教育教員養成課程卒業

畑山  翔子

2000年 工学部 システム工学科卒業

伊藤  誠人

2005年 理学部 地球生命環境科学科卒業

佐藤  惇

2008年 農学部 地域環境科学科卒業

三澤  宏司

酒葉  真知子  Sakaba Machiko （2009年 人文学部 社会科学科卒業　2011年 大学院 人文科学研究科 地域政策専攻 修士課程修了）
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 福祉のまちづくり推進部 主事
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学部を超えた友人たちとの出会いが、私の大切な“宝物”です。

　製品の安全性を支える研究所で、将来の新しい製品や技術につながるような“種まき”を目的に、微生物の研究

に日々努力しています。大学での研究はヒトのDNAに関すること。同じ生命とはいえ、ヒトと微生物では違いも大き

いのですが、研究室時代に研究の進め方や考え方などの基礎的な部分を先生から教えていただいたことが、現在の

仕事のベースとして確実に活きています。

　学生時代は勉強もしましたが、それ以上に、一生の付き合いになるような友人たちと出会えたことは、私の貴重な財産になって

いますね。とくにサークル活動をしていたわけではないのですが、理学部だけでなく人文学部や工学部など、学部を超えた友人も

たくさんできました。とにかくいろいろなタイプの人が集まってくる大学なので面白かったですね。卒業後の進路もさまざまで、

公務員や営業職の道に進んだ人も。私は別の大学の大学院に進んだのですが、同級生の約半数が学内外の大学院に

進学していました。

　理学部は、研究のレベルが非常に高いというのが私の印象です。授業の選択肢が豊富で、物理、化学、生物と幅広く

学べたので、興味がある分野をどんどん掘り下げていける環境でもあります。大学生活の4年間は、本当に貴重。その価値ある

時間を思いきり楽しめるのが茨城大学だと思うので、あなたも一度、この大学で何ができるのかを具体的にイメージしてみて

ください。興味のある研究室があるなら、1年生のうちから積極的に顔を出してみるのもいいかもしれませんね。

奥深くまで学びを究めた経験が、“教える自信”につながっています。

　教育学部で技術選修がある大学の中では、茨城大学の規模は有数のもの。技術の先生になりたかった私にとって、それが

入学の大きな決め手になりました。木工、金属加工、電気、機械、栽培、教育法など、それぞれの専門ごとに教師陣が揃って

いるのは、他の大学ではなかなかありません。自分の手で物を作る実習もかなり多いので、とにかく楽しかったですね。入

学後すぐ、半年ぐらいかけて木工で本格的な道具箱を製作する“伝統”もその一つ。今でも自分の道具を収納して、

授業などで大切に使っている思い出の作品です。

　この中学校へ来て、まだ3年目。自分の専門である技術と家庭を教えているほか、数学の先生の補助、それに1年生のクラス

の担任も務めています。素直な生徒が多く、みんな楽しく取り組んでくれるのが嬉しいですね。教えるという作業の難しさを感じる

こともありますが、学生時代に「子供たちに教えるためには、教える側がその内容の何十倍も理解していなくてはいけない」という

考えから、かなり深いところまでじっくり学んできた経験が、大きな自信につながっています。

　地元で教師の仕事をしたい人には、とくに茨城大学はお勧め。学内に相談室があったり、教員採用試験の対策講座を開いて

くれたりと、フォローもしっかりしてくれるので安心して学びに専念できます。サークル活動やコンテストへの出品など、自分の意志で

自由にチャレンジできる環境が整っていることも高ポイント。教師という夢に向かって、茨城大学で充実した時間を過ごしてください。

卒 業 生からのメッセージ
教育学部

卒 業 生からのメッセージ
理学部

佐藤  惇  Sa t o  J u n　（2005年 理学部 地球生命環境科学科卒業）
花王株式会社 安全性評価研究所

畑山 翔子  Ha t a y am a  s h o k o　（2007年 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 技術教育系 技術選修卒業）
常陸大宮市立美和中学校 教員

Advice from
Graduates

Advice from
Graduates
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海外での刺激的な経験が、自分を大きく飛躍させてくれました。

　私の所属する部のミッションは、ロケーションインテリジェンス（地理情報をビジネスの意思決定に活用するための技術）に

関する新規ビジネスを立ち上げること。その中で私は、衛星が撮影した画像を処理する地上局システムのSEの仕事をし

ています。日々、目の前の課題を「いかに解決するか」を考え、周囲の人たちと議論しながら、システムやソフトウェアに反

映し、実際に検証するという作業の繰り返し。でも、いま振り返ってみると、そうしたプロセスは大学時代の研究で何度も行っ

ていたこと。その頃の経験が役立っていると実感しています。

　学生時代の思い出でとくに印象に残っているのは、アメリカで行われた国際学会で、大学院での研究成果を発表する機会を

与えてもらったこと。先生の大きなサポートがあったからこそ実現したことですが、その時の体験が大いに刺激になり、そこから

「グローバルに活躍できる人間になりたい」と強く意識するようになりました。当時は英語が決して得意ではありませんでしたが、今では

海外のスタッフと日常的にやり取りするのが当たり前にできているのも、あの時にチャンスをいただいたからだと感謝しています。

　大学生活では、自分が本当に興味が持てるものを何か見つけて、いかにそこに没頭できるかが大切。その点、茨城大学は

学業に専念するにはとても恵まれた環境です。私の場合は形状処理工学の研究に興味を持ち、もっと掘り下げてみたいと

大学院に進みましたが、必ずしも勉強でなくてもいいと思います。同じような目標や意識を持った、長く付き合える仲間たちにもた

くさん出会える茨城大学で、あなた自身の興味を掘り下げてみてはいかがでしょうか。

　農業というのは、食物を作る“国の根幹となる産業”。それをテーマにした学部では、いったいどんなことが学べるのだろうと興味

を持ったことがきっかけで茨城大学に入学しました。高校までは農業とはそれほど縁のない生活でしたが、先生方の教え方が上

手なせいもあって、たとえば土壌物理や測量学、水流の計算など、目新しいことを勉強するのがとても楽しかったですね。

　現在の主な仕事は、管内の1都9県に対して予算の配分や農業土木事業の指導・支援をすること。話題の小水力発

電なども手がけています。現地調査の時には、農家の方と話をする機会もあるのですが、学生時代に農場での実習で農

業を多少なりとも体験しているぶん、そのご苦労がよく分かるので話も弾みますね。こういった点は農学部出身ならではのことだ

と実感しています。

　阿見のキャンパスでは学生同士の距離がとくに近くなるので、誰もが見知った顔ばかり。水戸にも気軽に行ける距離なので、

サークルなどを通じて出会った仲間と学部を超えた交流ができるのも魅力でした。バレーボールサークルの代表として、いろい

ろな人と話した経験も大きかったですね。そのおかげで今、誰に対しても臆せずにきちんと自分の意見が伝えられているのだと

思います。

　大学の価値は、決して偏差値やブランドだけではありません。私自身、入学してから茨城大学の素晴らしさをより強く実感し

ました。あとは、何をいかに学ぶかが重要。自分だけの夢に向かって、しっかり前に進んでください。

卒 業 生からのメッセージ
工学部

卒 業 生からのメッセージ
農学部

茨城大学で学ぶきっかけは、国の根幹となる農業への興味から。

伊藤  誠人  Ito Makoto （2000年 工学部 システム工学科卒業　2002年 大学院 理工学研究科 システム工学専攻 博士前期課程修了）
株式会社日立ソリューションズ 社会・公共システム事業本部 社会システム事業部 ロケーションインテリジェンス本部 LIシステム部 ユニットリーダー

三澤  宏司 Mi s aw a  K o j i　（2008年 農学部 地域環境科学科卒業）
農林水産省 関東農政局 整備部 水利整備課 補助事業係

Advice from
Graduates

Advice from
Graduates

1110 IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2016IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2016



総合英語の教育プログラムは、CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）に基づいて
デザインされています。それによって、実践的な英語コミュニケーション能力と、
グローバル人材に求められる英語力を身につけることを目標とします。

　AIMS （ASEAN International Mobility for 
Students）Program は、世界の経済成長センター
であるアジアを舞台に、未来を担う学生の相互学習
交流の仕組みの開発と、国際的な視野をもった専門
職業人を育成し輩出することを目的とした、アジア発
の国際共同教育プログラムです。日本からは、茨城大
学を含めた11大学が参加しています。
　なぜ、アジアなのでしょうか？　それはアジアが、世
界全体のテーマである「環境と調和した多文化共生
社会の持続的発展」を研究するのに最適なモデルだ
からです。

　茨城大学のプログラムは、「アジアの持続可能な成
長に貢献する地域リーダーの育成」を目標として、農
業などの産業を取り巻く環境と地域社会の抱える
様々な問題を解析できる力を持ち、持続可能な社会
の実現を志向するグローバル人材の育成を目指して
います。

　海外参画大学の学生に対して、英語開講の「地域
サステイナビリティ学コース」（受入プログラム）を提
供します。茨城大学の学生には、インドネシア（ボゴー
ル農科大学、ガジャマダ大学、スリウィジャヤ大学
(2015年度追加予定)）またはタイ（カセサート大学）
の大学で１学期間留学して先方の授業を履修するプ
ログラム（派遣プログラム）を提供しています。
　本プログラムは、東京農工大学、首都大学東京と
協働して、授業の相互交流を行っている点も大きな
特徴です。みなさん、アジアの学生たちと一緒に考え
ながら自らを、そして、地球の未来を開拓してみませ
んか。

　本学は、文部科学省の平成２６年度「ＣＯＣ事業」に
採択されました。この事業は、自治体と連携した教育・
研究・社会貢献を進める大学を支援するものです。

　茨城大学は、「地域再生を担いさらに広く社会で活
躍する総合力をもった人材の育成」と「地域に根差し
た『知の拠点』として広く社会から支持される大学づ
くり」を大きな柱として、地域再生の拠点となる大学
を目指しています。そのための具体的な内容の一つに
地域志向教育プログラムがあります。このプログラム

　平成２７年度現在全学として、多くの授業に積極的にアクティブ・
ラーニングを取り入れています。アクティブ・ラーニングとは、学生の参
加を促す”双方向的”な授業で、次のようなことを目標としています。

　1. 主体性をもって、多様な人々と共同して学ぶ態度を養います。
　2. 自ら課題を発見し、解決に向けて探求し、その成果を表現します。
　3. グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク、

フィールド・ワークなどの知識と技能を習得します。
　たとえば、COC地域志向教育プログラムのすべての授業は、アク
ティブ・ラーニングを導入して実施されます。

先輩たちの声

地（知）の拠点整備事業アクティブ・ラーニングで活気ある授業

総合英語プログラム ASEAN諸国との間の大学の世界展開力強化事業

は、自治体や企業等と連携しながら行う「茨城学」や、
多様な地域ＰＢＬ（課題をもとにその解決を通して学習
する）科目等で構成されています。

　さらに、茨城大学ではサスティナビリティ学、地域変
動適応科学や応用原子科学などの世界をフィールド
として特色ある研究が行われています。
　本事業では大学の研究力を地域課題解決型特定
研究プロジェクトとして展開し、地域に役立つ研究を
実践します。

新しい学びのコンセプト

「読む、聞く、書く、話す」を育てる

入学時の英語力を基にレベル分けを行い、習熟
度別に30人程度のクラスによって授業を行いま
す。90分授業を週2回学ぶことにより、４技能
（読む、聞く、書く、話す）の上達を図り、段階的に
英語力を向上できるよう設計されています。この
ほか、専門教育に使える力を養う学術用英語の
クラスを設けています。

習熟度別クラス編成
総合英語を履修する学生は必ずTOEIC
テストを受検します。このTOEICテスト
の成績は総合英語の成績の一部に組み
入れられます。これによって、英語力を客
観的に把握し、計画的に英語力を向上さ
せることで、グローバル人材の育成を図
ります。

TOEICテストの受検
授業以外の時間に、自宅で
もパソコンを使って自学自習
ができるように、様々なe
ラーニング教材を用意して
います。学生の能力や目的に
合った教材を選択することが
できます。

eラーニング アジアの成長に貢献する地域リーダー育成

地域志向教育プログラム

学生参加の”双方向的”授業

主体性をもって学ぶ
地域に役立つ研究

アジアの学生と地球の未来を開拓

「受験英語と社会で使う英語は違うことがわかった。将来役に立つ英語を学ぶことができた。」
「グループワークやプレゼンテーションはみんなで盛り上がって楽しかった。」
「英語で表現する機会が増えた。将来英語の専門書を読む準備にもなった。」
「授業を受けて、英語をもっと話せるようになりたいと思った。」
「総合英語の授業は、英語で会話することが多く、高校の授業とはかなり違うと思った。」
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　茨城大学図書館は学習・研究に必要な資料の提供に加え、課題解決型学習の支援など大学生活の学びを支援

します。

　茨城大学図書館は水戸キャンパスの本館、日立キャンパスの工学部分館、阿見キャンパスの農学部分館の３館

で構成されています。３館全体の蔵書冊数は約100万冊，大学での学習・研究に必要なさまざまな図書や学術雑

誌を提供しています。平成26年4月にリニューアルオープンした水戸本館のコンセプトは「茨城大学発21世紀型

教育の支援と地域社会との共生」です。

茨城大学図書館

21世紀型教育の支援と地域社会との共生

グループ学習室 共同学習エリア

土曜アカデミー「ブック・カフェ」

本館外観

課題解決型学習を支援

　学生が個人またはグループで行う課題解決型学習
（PBL、　Project Based Learning）を支援するた
めの施設を新たに設けました。
　グループ学習室は8部屋あり、手続きをとれば学生
は自由に利用することができます。各部屋には学生の
自由な学修を支えるためホワイトボードやプロジェク
ターの設備を備えています。
　ラーニングコモンズとも呼ばれる共同学習エリア

の利用は手続き不要で、可動式の机と椅子が設置さ
れています。
　館内には一人で集中して勉強するための個席やパ
ソコンルームもあり夜遅くまで勉強をする学生達で
賑わっています。
　平成27年度には工学部分館、農学部分館にもラー
ニングコモンズを整備します。

どなたでも参加できる「土曜アカデミー」

　平成26年度から一般市民と学生がともに学ぶ講
座「土曜アカデミー」が始まりました。本学の教員が
講師となってさまざまなプログラムを開催していま
す。予約不要、無料でどなたでもご参加いただけま
す。高校生の皆さんにも、積極的に参加していただき
たいと思います。
　平成26年度は図書館長講座「中世のもののふた
ち」、「サイエンスカフェ」、本学所蔵の古文書を解読
する「古文書寺子屋」が人気でした。このほかライブ
ラリーカフェでコーヒーを飲みながら名作について語
り合う「ブックカフェ」、おすすめの本を紹介し参加者
全員の投票によりチャンプ本を決める「ビブリオバト
ル」などにも、多くの学生、市民の方にご参加いただ
きました。
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学部・大学院の構成

本学部における学修に必要な高等学校等での国語、外国語、地理歴史、公
民、数学、理科等の基礎学力を有する人

人間と社会の諸問題に広く関心を持ち、大学での学びを通じてそれを探求
したいと考えている人

大学での学びを通じて自らを高めたいという意欲を持っている人

提示された課題に対して、自分の考えをわかりやすく表現できる人

●

●

●

●

人間・社会・自然についての知的探求心を持ち、教員をはじめ広く教育に関わり
のある仕事を志し、学びつづける意欲と豊かな感性を持った人

人間形成と社会・文化・自然についての専門的な知識を習得し、論理的思考力
と実践的力量と自己表現能力を高め、教育と人間の諸課題に積極的に取り組
もうとする人

人と人をつなぐ調和のとれた素養と教育的な専門性を備えた職業人として、
子どもの成長と豊かな教育文化の創造的発展に寄与しようと努力する人

●

●

●

自然や数理の世界に強い興味と関心を持ち、理学の学修に必要な学力と論理
的な思考力を備えた人

積極的に未知の課題に取り組み、情報を収集・解析・発信するための理解力、
判断力、コミュニケーション力を培う意欲を持った人

幅広い教養と専門知識に裏付けられた柔軟な思考力を持つ「理学スペシャリス
ト」として、21世紀における科学技術と社会の発展に貢献しようとする人

●

●

●

専門的な科学技術の修得を目指す高い目的意識を持ち、修得に必要な基礎学
力とコミュニケーション能力を持っている人

国際的活動を含めた社会とのかかわりへの関心を持ち続け、科学技術に関する
高度な知識の修得と論理的思考力の向上を目指す人

持続可能な社会の形成や発展に貢献するための高い工学的専門性を備えた
職業人を目指す人

●

●

●

農学部を学ぶ上で、高等学校で履修する主要科目の内容を理解している人

農学に関する専門知識を主体的に習得し、社会で活用する意欲を有する人

自然との共生社会の実現のために、生涯にわたり学び考え続ける意思を有
する人

●

●

●

数学・情報数理コース

物理学コース

化学コース

生物科学コース

地球環境科学コース

学際理学コース

P.18～23

P.34～47

P.24～33

P.48～59

P.60～71

P.72～81

機械工学科

生体分子機能工学科

マテリアル工学科

電気電子工学科

メディア通信工学科

情報工学科

都市システム工学科

知能システム工学科

生物生産科学科

資源生物科学科

地域環境科学科

人文科学研究科
（修士課程）

教育学研究科
（修士課程）

理工学研究科
（博士前期課程・博士後期課程）

農学研究科
（修士課程）

東京農工大学大学院
連合農学研究科
（博士課程）

特別支援教育
特別専攻科

理学科

学校教育教員養成課程

養護教諭養成課程

情報文化課程

人間環境教育課程

人文コミュニケーション学科

社会科学科

学科／課程／コース アドミッション・ポリシー 大学院／専攻科 掲載ページ

理 学 部

工 学 部

農 学 部

水戸キャンパス

教育学部
水戸キャンパス

人文学部

全 学 共 通 の 教 養 教 育

水戸キャンパス

1年次：水戸キャンパス
2～4年次：日立キャンパス

1年次：水戸キャンパス
2～4年次：阿見キャンパス

専攻科

人間科学コース
歴史・文化遺産コース
文芸・思想コース
言語コミュニケーションコース
異文化コミュニケーションコース
メディア文化コース
法学・行政学コース
経済学・経営学コース
地域研究・社会学コース

学校教育コース
特別支援教育コース

社会文化コース
生活デザインコース
アート文化コース
環境コース
スポーツコース
健康コース
心理コース
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　国際化・情報化の社会に主体的に対応できる言語運用能力を培うとともに、多種多様な文化と価値観を理解し幅広い

視野を育てることを目的とします。

充実した教養教育は、茨城大学ならではの魅力です。
　茨城大学の教養教育は、「豊かな人間性を涵養し、人間や自然との共生および学問と社会との開かれた関係を築き

うる能力を育成すること」を目的としています。

全学共通の教養教育
G e n e r a l  E d u c a t i o n

http://www.cue.ibaraki.ac.jp/
茨城大学 大学教育センター ホームページ

学務部学務課履修指導グループ（教養教育担当）

tel.029-228-8415 / 8416

お問い合わせ先

共通基礎科目

大学生のための「使える」英語学修で英語を
コミュニケーションツールに

6カ国語から選べる授業で
異文化理解能力を身につけよう

●プレレベル3　●レベル3～5　●学術用英語

教養科目は 共通基礎科目 と 主題別科目 から構成されています。

外国語科目 健康・スポーツ科目

【総合英語】 【未修外国語】

健やかに生きるための
スポーツと知識

情報リテラシーの基礎を身につけ
さらなるスキルを磨く

情報関連科目

　身体による体験学習や講義を通じて、生涯にわたり健康的でより豊
かな生活を設計するために必要な基本的技術や知識を修得します。

　高度情報化社会に対応して、情報処理の基本技術を実践的に修得
するとともに、情報科学の基礎知識も修得します。

「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能を中心としたカリキュラム

習熟度別クラス編成で、基礎から応用までサポート

専門への接続を考えた学術用英語（EAP）

TOEICテストを使った学習成果の確認

コンピュータを使った充実した自主学習システム（CALL） ●ドイツ語　●フランス語　●中国語　●朝鮮語　●スペイン語
●日本語（外国人留学生対象）

初歩から学べる6カ国語

習熟度に応じた段階的学修

週2回の連動授業

外国人のための多様な「日本語」科目

●テニス　●サッカー　●エアロビクス・ダンス　●ボディーワーク　
●ライフスタイルと健康　●青年期の心と体　etc.

●情報リテラシー

初めてでもわかりやすく専門分野の基礎を固められます。
St u d e n t ’s  Vo i c e

　環境コースでは、環境問題だけでなく理科教員になるための授業も専門科目に組み込まれ
ています。そのため、専門科目の学修のためにも、教養科目の中で地学や数学の理解を特に
深めたいと思い、関連する授業を選択しました。
　地学の分野では、「地球表層の環境とその変遷」を履修しました。プリントの配布やパワー
ポイントを用いた説明により、高校で地学を専門的に勉強していない人でも取り組みやすく、
学問の基礎を固めることができました。数学の分野では「解析学」を選択しました。高校で学
んだ解法などの再確認もでき、専門科目に備えることができました。
　教養科目には他にもたくさんの授業があり、様々な分野について学べます。知識を広げる
ことで専門分野と関連づけ、広い視点から探求することもできると思います。教養科目は、自
分の興味のある分野や得意な分野、これから専門的に学んでいく分野などを自由に選択する
ことができるので、十分に活用して欲しいです。

教育学部 人間環境教育課程 環境コース　2年
川瀬 光弘［緑岡高校（茨城）］

1918

全
学
共
通
の
教
養
教
育
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主題別科目

1年次の時間割例

人文、社会、自然の３分野で
視野を広げよう

学部・学科ごとに指定された科目で
専攻分野の基礎力をつけよう

●人間と心　●人間と思想　●人間と歴史　●人間と文化　etc.
●哲学　●心理学　●文学　●歴史学
●コミュニケーション論　etc.

　人文、社会、自然の３分野の題材をもとにそれぞれの科学の理念
を知るとともに、人間、社会、自然に対する理解を深めます。

　専攻する学問の基礎あるいはその分野の学修に必要な基礎能力
の修得を目指します。また、これらを通して、基礎にある特有の方法
や見方を身につけます。

分野別教養科目 分野別基礎科目

人文の分野
高校にはなかった魅力的な授業科目

●社会と法　●社会と政治　●社会と経済　●社会と人間　etc.

社会の分野
いま社会で起きていることをわかりやすく学ぼう

●身近な数学　●身近な物理学　●身近な化学
●身近な生物学　etc.

自然の分野

人文系

●社会科学入門　●法学・行政学入門　●経済・経営学入門
●地域研究・社会学入門

社会系

●数学　●物理学　●化学　●生物学　●地球科学

自然系自然科学の基本的な見方をわかりやすく解説

最先端の学問から就業力の育成まで多様な
テーマが魅力の総合科目

学生主体の少人数制ゼミナールで
企画能力や表現能力を養おう

●知的探究入門　●社会科学入門　●「声」を届ける
●生活科学の視点　●数学入門Ⅰ　●生物科学の学び方Ⅰ
●機械工学ゼミナールⅠ　●都市システム工学ゼミナールA
●フレッシュマンゼミナールⅠ　etc.

学生の自主性や企画・表現能力を養成する

少人数制でディベートにも強くなる

自ら調査・研究した成果をプレゼンテーションで披露する

　複数の分野に関わるテーマ、特定地域のテーマや時事的テーマを
学修し、総合的・全体的に物事を捉える能力を養います。さらに、これ
らを通して、実証的な態度や批判的能力を身につけ、人生での生涯
学習的な能力を高めることを目的とします。

　学問への動機づけや課題意識を与え、自主性、企画能力、表現能
力などを養成することを目的とします。学生が主体的に学修し、教員
がサポートするゼミナール形式の授業を行います。

総合科目 主題別ゼミナール

●生命科学　●物質と人間　●自然と人間　etc.
物質・生命系科目

●暮らしと数理　●人工知能入門　etc.
認知・数理系科目

●陸・水圏環境科学　●環境工学　etc.
環境・政策系科目

●食料問題の展望　●技術の開発と社会の変容　etc.
文明・技術系科目

●異文化理解　●現代教育の諸問題　etc.
人間・文化系科目

●国際教養入門　●日本語を考える　etc.
表現・言語系科目

●動物の行動と社会　etc.
身体・行動系科目

●『障害』を知る　●福祉機器・福祉空間入門　etc.
生活・福祉系科目

●オランダの環境と社会　●教育と国際社会　etc.
社会・国際系科目

●茨城学　●地域課題入門　
●水戸芸術館で学ぶ、音楽、演劇、美術　etc.

地域志向系科目

●社会人入門　●ベンチャービジネス入門　●仕事と社会

（※以上、平成27年度開講の授業題目より）

（※学部学科で指定された授業を受講します）

就業力育成・ステップアップ系科目

MON講時

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

学部

人文学部
人文コミュニケーション学科

教育学部
学校教育教員養成課程
学校教育コース／英語選修

理学部
理学科／生物科学コース

工学部
機械工学科

農学部
地域環境科学科

TUE WED THU FRI

総合英語（学術用英語）

総合英語（学術用英語）
比較文化論

（異文化とはなんだろう）
社会・国際系科目

（オランダの環境と社会）

人間と心（行動の心理学的基礎）フランス語（フランス語ⅠB）身近な地球科学（太陽系の科学入門）

表現・言語系科目（日本語を考える）

中国語（中国語ⅠB）

総合英語（レベル3）

中国語（中国語ⅠA）

身体活動（ソフトボール）

【専門科目】

【専門科目】

【専門科目】

総合英語（レベル3） 【専門科目】 【専門科目】
人間・文化系科目
（現代教育の諸問題）

情報処理概論

スペイン語（スペイン語ⅡB）

スペイン語（スペイン語ⅡA）

日本国憲法（憲法と人権）

【専門科目】

総合英語（学術用英語）
【専門科目】

【専門科目】
総合英語（学術用英語）

【専門科目】

地域志向系科目（茨城学）

地域志向系科目（茨城学）

地域志向系科目（茨城学）

【専門科目】
人間と文学・芸術
（新しい音楽を探す）

【専門科目】

総合英語（レベル4）

【専門科目】

総合英語（レベル4）

ドイツ語（ドイツ語ⅡA）

【専門科目】

【専門科目】

身体活動（ソフトボール）

地域志向系科目（茨城学）

社会と経済（環境の経済史） 数学（微分積分Ⅱ） 人間とコミュニケーション
（メディアと社会）

ドイツ語（ドイツ語ⅡB）

社会と政治（平和のための政治）

総合英語（レベル3） 身体活動（ボディワーク）

総合英語（レベル3） 【専門科目】【専門科目】

朝鮮語（朝鮮語ⅡB）

環境・政策系科目
（陸・水圏環境科学）

朝鮮語（朝鮮語ⅡA）

人間と歴史（世界近現代史入門）数学（環境のための数学）

地域志向系科目（茨城学）

自分で好きな授業を選べるのが、とても魅力的です。
　社会科学科では、法律・経済・地域といった社会についての専門知識を中心的に学び

ます。高校までとは違って深い所まで取り扱うので、全然知らなかった事を発見すること

が多く、とても新鮮です。

　他方、教養科目には、専門科目とは違った様々な分野の授業があります。私は以前から

興味があった心理学を履修しました。授業では、実際に絵を描いて簡単な心理テストをし、

それまで触れたことのない心理学の知識を学ぶことができ、勉強になりました。教養科目

は、自分で授業を選んで履修するので、とても魅力的です。好きな授業や初めての学問を

学び、楽しく有意義な学生生活を送ってください。

St u d e n t ’s  Vo i c e 人文学部 社会科学科　3年
横川 結衣［水城高校（茨城）］

教養教育

フランス語（フランス語ⅠA）
言語学（人間とことば） 文学（アメリカ文化とヨーロッパ文化）

主題別ゼミナール（知的探求入門）

【専門科目】

【専門科目】

【専門科目】

【専門科目】

主題別ゼミナール
（フレッシュマンゼミナールⅠ）

「茨城学」とは
　平成26年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」の採択
を受け本学において『COC地域志向教育プログラム』を実施
することとなりました。
　その中核的な科目が「茨城学」です。
　この授業は、茨城の歴史・地理・文化・産業などの学修を通
じて、茨城についての理解を深めるとともに、地域を多角的
に捉える力を身に付けることを目的としています。茨城大学
の学生※１は必ず履修します。
　授業は、本学教員のほか、自治体や企業・団体等からお招き
した講師が行います。
　このほか、「地域志向系科目」には「地域」をテーマとした
授業を多く開講しています。
　「茨城学」「地域志向系科目」は『COC地域志向教育プロ
グラム』を構成しています。

※１　工学部Ｂコース学生は除きます。
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茨城大学のすごい授業～推奨授業表彰科目～

茨城大学ならではの個性的な授業で、文化や教養を学ぶ　　　　楽しさを見つけよう。教養教育

※ ※教育上の多大な努力や優秀な教育技術等が評価され学内で表彰された授業です。

外国語科目
総合英語（プレレベル3）

共通基礎科目

【授業の概要と目的】

　テキストを中心に、タスクや自律的学習など、クラス内外でさまざまな活動

をすることによって、日常生活に関連する話題や活動について聴く力、読む

力、話す力、書く力をつけていきます。

【学生へのメッセージ】

　茨城大学の総合英語の授業は机に向かって勉強する形式ではありません。

教室は英語を使う場です。入学したばかりの頃は友達も少なく、不安なことも

多いと思います。英語の授業は週に2回行われ、グループワークやペアワーク

を通して英語を学びます。英語で自分をアピールし、友達の英語を聞き、お

互いを知っていくことができ

ます。英語が苦手であっても

得意であっても、自分に合っ

たレベルで学ぶことができま

す。基礎から、学術的レベル

の英語の授業まで開講されていますので、自分の目標に向かってどんどん伸ばしていけます。

私は「楽しく、アカデミックに」を目標に授業をしています。学生が主体的に取り組んで初めて、

楽しく、アカデミックな授業は成立します。皆さんと英語によるコミュニケーションを楽しみたい

と思っています。一緒に授業を作っていきましょう！

情報関連科目
情報処理概論（情報リテラシー）

共通基礎科目

【授業の概要と目的】

　この授業では、主要なアプリケーションソフトウェアの実践的な使用法を演習により

習得します。また、情報倫理とセキュリティの重要性を学び、情報化社会を安全かつ積

極的に生きる力を養うことを目標としています。

【学生へのメッセージ】

　大学生の中にはコンピュータが好きな人がいれば、嫌いな人もいます。嫌いな人の

中にはなるべくコンピュータを避けてきた人もいるでしょう。しかし今日、携帯電話やタ

ブレット端末、教育現場では電子黒板やデジタル教科書の普及が進み、好き・嫌いに関

わらずコンピュータは私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。コンピュー

タをむやみに拒否したり、依存し過ぎることなく、適切に使用できることが大切です。

　皆さんに気を付けてほしいことのひとつに、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が

挙げられます。学内でもTwitterを使って情報発信している学生をよく見かけます。しかし、世の中では

Twitter上で他人を誹謗中傷したり、不適切な画像をアップロードしてトラブルになるケースが後を絶ち

ません。被害が大きい場合には、逮捕者も出ています。SNSは優れたツールかもしれませんが、使い方を

間違えると取り返しのつかないことになります。こうしたトラブルに巻き込まれないために情報倫理を

しっかりと身につけましょう。

分野別基礎科目（自然系）
数学（微分積分Ⅰ）

主題別科目

【授業の概要と目的】

　この授業は工学部１年次生を対象として、入学時に行われるプレイスメントテストの

成績でクラス編成され、学部統一で実施されます。微分と積分の本質的意味を学び、１

変数関数に対する微分積分の基本的な計算を習得します。また、微分方程式、関数の

グラフ、関数の多項式近似（級数展開）、求積（面積・体積）などへの微分積分の応用に

ついて学習し、微分積分の有効性について学びます。   

【学生へのメッセージ】

　この授業の特徴の１つは、微分方程式を学ぶことです。微分方程式とは文字通り、微

分の入った方程式のことで方程式の解は関数になります。微分方程式は今の高等学校

では学習しませんが、微分が現象の記述に役立つことを学び、そして微分方程式を立てて解くことが、

微分積分の意味を理解することに結びつきます。

　もともと微分積分は現実の世界で起きる現象を解析するために、物理学と共に誕生した学問ですが

物理現象だけでなく、生命現象や経済現象を扱うための道具でもあります。理科系の分野で必要にな

るのは当然ですが、経済学、経営学などの分野でも微分積分を使うことが多い現状です。茨城大学は全

学的な観点から理系基礎教育に力を注いでいます。本学に入学されたら、文系理系を問わず、ぜひ微分

方程式を通して微分積分の意味を学んで欲しいと思います。

大学教育センター
野村 幸代 講師

教育学部
臼坂 高司 講師

工学部
岡 裕和 教授

英語で「伝える」、「伝わる」楽しさを知ろう！

総合英語プログラム

習
熟
度
別
ク
ラ
ス
分
け

情報化社会を安全かつ積極的に生きるために

文系・理系を問わず、微分積分を学ぼう

学術用英語

レベル5

レベル4

レベル3

プレレベル3

TOEICテストを「総合英語」の教育プログラムに
取り入れることによってグローバル人材の育成
をより強化した教育を行います。
「総合英語」を履修している学生は、各学期の後
半にTOEICテストを受検します。
その成績は、「総合英語」の成績評価の一部に組
み入れられます。
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長い人生を生き抜く知恵とちから【ねぢから】を身につけよう。
　人文科学、コミュニケーション学、社会科学に関する専門性を高めながら、同時に幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊

かな人間性を涵養することが人文学部の理念です。この理念のもと、人文学部では激動する社会に貢献できる人材育成を目指し

て、平成24年度から、コース再編、並びに就業力養成のための「根力育成プログラム」を柱とするカリキュラム改革を実施しました。

人文学部
C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s

■ 人文コミュニケーション学科
人間科学コース／歴史・文化遺産コース／文芸・思想コース／言語コミュニケーションコース／異文化コミュニケーションコース／メディア文化コース

■ 社会科学科
法学・行政学コース／経済学・経営学コース／地域研究・社会学コース

http://www.hum.ibaraki.ac.jp/
人文学部ホームページ

人文学部　tel.029-228-8106
入学者選抜などに関してのお問い合わせ

●豊かな人間性と社会性を支える幅広い教養を身につけると

ともに、人間の文化や社会に関する専門的知識と､それを探究

するための方法を理解している。

●人文諸科学・社会諸科学の特定領域の専門性を踏まえて、

人間や社会の問題について論理的かつ総合的に考えることが

できる。

●学びを通じて自らを高め続ける力を身につけ、人間・社会の直面

する諸課題に対して、他者と協力しながら、自律的かつ主体的に

かかわることができる。

●社会で活躍できる的確なコミュニケーション能力と課題解決

能力を身につけている。

学部の特色 ディプロマポリシー ～目指す人物像～

多彩な教授陣による教育
各分野のエキスパートがしっかり教えます。関心に合わせて
さまざまな分野が学べます。

2年次で、所属コースを決定
専攻する分野をじっくり検討できます。幅広く勉強する時間が
あります。

基礎から応用までしっかり学べる
苦手と感じていた科目でも、無理なく学べる体系的なカリキュラム
があります。到達に応じてより高度な内容が学べます。

少人数体制で、密度の濃い授業
きめ細かい履修指導で、質の高い教育を実現します。十数名単位
の演習形式の授業が数多くあります。

先進の教育情報システムと学習支援環境
充実したインターネット環境や多くのマルチメディア教室は、授業
だけではなく、授業の予習・復習に活躍します。

特定の力が身につく学部共通プログラム
社会で役に立つ本物の力、キラリと光る実践力が身につきます。
「根力育成プログラム」「国際教養プログラム」「地域課題の総合
的探求プログラム」「日本語教育プログラム」を、学科横断的に履修
することができます。
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カリキュラム

●心理臨床論　●感情心理論　●社会行動論

●日本古代中世史　●日本考古学　●文化遺産実習

●哲学概論　●ドイツ文学史　●中国文化概論

●言語学概論　●ことばの認知と意味

●異文化コミュニケーション論概論　●欧州の文化と社会

●ジャーナリズム論　●広告コミュニケーション論

●比較文明論　●現代社会論

●ヨーロッパ近現代史　●茨城の歴史と風土

●フランス文芸史　●イギリス文芸史

●実践音声学　●言語合同演習

●中国語圏の文化と社会

●情報システム論　●メディア・リテラシー論

人間科学コース

歴史・文化遺産コース

文芸・思想コース

言語コミュニケーションコース

異文化コミュニケーションコース

メディア文化コース

人間科学コース

歴史・文化遺産コース

文芸・思想コース

言語コミュニケーションコース

異文化コミュニケーションコース

メディア文化コース

専門演習Ⅰ・Ⅱ 専門演習Ⅲ・Ⅳ

卒業研究

●人間科学概論
●日本史概論
●日本思想史概論
●言語学概論
●異文化コミュニケーション論概論
●文化研究概論

基礎演習

専門科目Ⅰ

●地域連携論　●プロジェクト実習　●実践連携科目　●インターンシップ　●観光学入門　●地域課題特論　●情報リテラシー　●英作文
●英会話　●ドイツ語演習　●フランス語演習　●中国語演習　●ギリシア語　●エスペラント語　他

根力育成プログラム／国際教養プログラム／地域課題の総合的探求プログラム／日本語教育プログラム

学部共通科目

●心理臨床論　●感情心理論　●社会行動論　●行動文化論

●日本古代中世史　●日本考古学　●文化遺産実習　●アジア史

●日本古典文学　●哲学概論　●ドイツ文学史　●中国文化概論

●言語学フィールドワーク　●ことばの認知と意味　●ことばとコミュニケーション

●豊かなアジア・貧しいアジア　●English for Intercultural Communication

●情報システム論　●メディア・リテラシー論　●情報システム論

人間科学コース

歴史・文化遺産コース

文芸・思想コース

言語コミュニケーションコース

異文化コミュニケーションコース

メディア文化コース

専門科目Ⅱ　コース選択必修＋選択科目

歴史・文化遺産コース 文芸・思想コース

異文化コミュニケーションコース メディア文化コース

人間科学コース

言語コミュニケーションコース

　世界各国の文化遺産（史料）に即して、それを読み解く能力や歴史
学・考古学の専門知識を身につけます。人類誕生から現在に至る人
類の歴史から、混迷の現代社会を生き抜くための「歴史的能力」
を養います。

　私たちが日常的に使っている言語や、世界のさまざまな地
域で用いられている言語を、新たな視点で見つめ直します。
実践的授業により、問題解決のための行動力や説得力のあ
る情報発信能力の源泉となる論理的思考力を養います。

言語の仕組みと言語コミュニケーションの
実態を考察し、人間の本質に迫る

実践的方法を用い、
人間の営みを多角的
視点から探究

歴史・文化遺産の専門知識と
「歴史的思考力」を身につける

　グローバル化が進む現代においてきわめて重要な、異文化の人々
との交流や共生する能力を身につけます。異文化を客観的に考察す
る能力やコミュニケーション能力、地球を一つの共同体として、頭だ
けでなく心でも理解できるようになります。

国際社会に求められる
異文化コミュニケーション能力を養う

　日本、中国、アメリカ、イギリス、フランスの文化を学びます。小説、
詩、評論などさまざまな文献を自分の頭で考察し、人間を深く理解す
る能力を養い、日本語や外国語の読解・表現能力を鍛え、社会人とし
て生き抜くための知恵と力を養います。

人間を深く理解する能力や
日本語や外国語の読解・表現能力を鍛える

　新聞・テレビ・インターネット・映画・漫画などの現代メディアの特
質について学びます。メディア情報を的確に読み解く能力を高めるだ
けでなく、雑誌・映像・Webを用いた情報の表現・発信能力を養い、
多様なメディア制作に取り組みます。

現代メディアの特質を学び、
情報の読解力や表現力も養成

人文コミュニケーション学科人文学部

●フレッシュマン・ゼミナール
主題別ゼミナール

●分野別基礎科目
・入門心理学
・歴史学への招待
・日本文化と中国文化
・哲学入門
・アメリカ文化とヨーロッパ文化
・人間とことば
・異文化とはなんだろう
・メディアとコミュニケーション
●総合科目　●外国語科目
●健康・スポーツ科目　他

教養科目

1年次 2年次 3年次 4年次

人文コミュニケーション学科 メディア文化コース　平成26年度卒業
塩原 理花［水戸第二高校（茨城）］

グローバルな世界で通用する人材になりたい。

上段：前期／下段：後期

私の週間時間割（3年次履修例）

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

西洋美術史Ⅱ

就業力育成・
ステップアップ系科目

国際協力論

基礎演習

現代社会論Ⅰ

中国語Ⅲ

中国語Ⅲ

身体活動

TOEFL 対策英語Ⅱ

地域社会と異文化
コミュニケーション

韓国・朝鮮における
日本文化論

ネットワーク論

比較文明論

メディア文化論演習

文化研究入門

平和学

メディア・リテラシー論

心理臨床論Ⅱ

日本考古学Ⅰ

TOEIC 対策英語Ⅰ

　人文コミュニケーション学科では、人文諸科学・コミュ
ニケーション学を基礎に、グローバル化が進展する現代
社会の中での心やことばをめぐる問題を通して人間の
本質を探究し、日本および世界の諸地域の歴史や文化
などの理解を深めるとともに、多様なメディアを活用し

た内外の情報の収集・分析・発
信能力を養うことを目的として
います。この教育により、自己を
客観的に認識すると同時に他
者をも積極的に理解し、人類の
共生に貢献しうるグローバル人
材の育成を目指しています。

心やことばの問題を通して人間の本質を探究し、
豊かな人間性と幅広い教養を身につけよう

学びの特長

取得可能な資格
● 中学校教諭一種免許状（国語、外国語（英）、社会）
● 高等学校教諭一種免許状（国語、外国語（英）、地理歴史、公民）
● 学芸員（歴史学、考古学関係）

　人間の有様をさまざまな角度
から探究する心理学・社会学・文化人類学などの人間科学
について広く深く学びます。書物のみならず、観察・聞き取
り・フィールドワークなど、実践的方法を用いて追求します。

コースの概要

ジャーナリズム論

メディア史Ⅰ

英会話Ⅰ 経営学概論

西洋美術史Ⅰ

　メディア文化コースの授業は、課題が多く忙しいですが、先生方に提供していただく

タイムリーな情報や、友達のプレゼン能力の高さに日々刺激をもらっています。他の学

科、コースの授業を受けるなど、意欲と行動力さえあれば、可能性はいくらでも広げて

いくことができます。また、空いた時間は留学のために英語を勉強したり、アルバイトを

して趣味の旅行費用を稼いだり、目標に向けて投資する時間にしています。

　大学生活はすべての学生に同じだけの時間がありますが、それをどれだけ魅力的なも

の、意味のあるものにしていくかは自分次第です。私は、大学で豊富な知識、経験、十分な

語学力を身につけ、グローバルに活躍できる人材になりたいと考えています。

人
文
学
部
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学部共通科目

教養科目

●憲法　●比較法学　●行政法　●財産法　●家族法　●商法　●経済法
●刑法　●刑事訴訟法　●社会保障法　●行政学　●公共政策論
●地方政治論　●法学概論

●財政学　●金融システム論　●マクロ経済学　●日本経済論　●経済政策
●社会政策論　●労働経済論　●経営管理論　●国際経営経済論　●監査論
●管理会計論　●地域金融論　　

●人文地理学　●地誌学　●ヨーロッパ社会史　●国際政治学
●アジア政治論　●地域社会論　●国際関係特論　●アジア社会論
●都市計画論　●福祉国家論　●職業社会学　●福祉政策論　●環境政策論
●生活保護論　●環境社会学　●環境・経済・社会

根力育成プログラム／国際教養プログラム／地域課題の総合的探求プログラム／日本語教育プログラム

●地域連携論　●プロジェクト実習　●実践連携科目　●インターンシップ　●観光学入門　●地域課題特論　●情報リテラシー　●英作文
●英会話　●ドイツ語演習　●フランス語演習　●中国語演習　●ギリシア語　●エスペラント語　他

卒業研究

経済学・経営学コース 地域研究・社会学コース

　企業や勤労者、消費者が営んでいる経済社会のあり方、また政策・
制度から企業の管理・会計手法、経営戦略まで幅広く学修することが
できます。経済、経営、会計の仕組みを理論と実践から学ぶことによっ
て、論理的思考力、課題発見・分析・解決能力を養います。卒業後は金
融機関、メーカーなどの民間企業の財務・経理・人事・営業などでの幅
広い活躍が期待され
るとともに、各種公務
員や税理士などへの
道も開かれます。

経済・経営・会計の働きと仕組みを
理論と実践から学ぶ

　現実の世界が抱えるさまざまな問題を、グローバルな文脈と「地
域」という視点から探究することを目指します。社会学を主としつつ
も既存の学問の枠にとらわれず、場合によっては複数の学問の手法
を活用しながら学ぶ場を学生に提供しています。卒業後は国内外の
行政、企業、そしてNPOなどの非営利分野において、観光・福祉・環
境・市民協働といっ
た課題で強みを発揮
し、活躍する人材を育
てます。

グローバル・地域・市民の目線から
「社会」を探究

社会科学科人文学部

専門科目Ⅱ

選択科目Ⅱ

専門科目Ⅰ

選択科目Ⅰ

●法学概論　●日本国憲法
●民法概論　●政治学概論　●憲法
●行政法　●財産法　●刑法
●政治制度論　●行政学

法学・行政学コース

●経済学概論　●経営学概論
●会計学概論　●経済史　●金融論
●日本財政論　●現代経済学
●ミクロ経済学　●日本経済論

経済学・経営学コース

●地域研究概論　●ヨーロッパ史概論
●アジア史概論　●社会学概論
●地誌学概論　●人文地理学
●自然地理学　●地誌学

地域研究・社会学コース

法学・行政学コース

経済学・経営学コース

地域研究・社会学コース

1年次
主題別ゼミナール

●フレッシュマン・ゼミナール

分野別教養科目
●総合科目　●外国語科目　●健康・スポーツ科目　他

●コース・ゼミナール ●専門ゼミナール

2年次 3年次 4年次

●分野別基礎科目
・社会科学入門
・法学・行政学入門
・経済学・経営学入門
・地域研究・社会学入門

社会的諸課題に対して幅広い視野から考察し、
解決に向けて積極的に取り組める力をつけよう

　社会科学科では、国際化時代の中での社会諸科学の
幅広い修得を基礎に、法的知識と法的思考方法、経済
学的な考え方や経営の手法、国際社会の構造や各国の
特質、地域社会の自治や経済、社会福祉などを学ぶこ
とを目的としています。この教育により、社会的諸課題

に対して国際的で幅広い視野
から、柔軟かつ総合的な判断を
下すことのできる能力、および
それらの解決に向けて積極的
に関与できる能力をもったグ
ローバル人材の育成を目指し
ています。

学びの特長

取得可能な資格
● 中学校教諭一種免許状（社会）
● 高等学校教諭一種免許状（地理歴史、公民）
● 学芸員（歴史学、考古学関係）

カリキュラム私の週間時間割（2年次履修例）

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

コースの概要

法学・行政学コース
政策的思考と
リーガルマインドを
同時に養成
　　憲法、民法、刑法などの法律

とともに、政府の組織や制度に関する科目もバランスよく
学修します。紛争解決や公共サービスについて理論的・実
践的に学ぶことにより、政策的思考能力と法的思考能力
（リーガルマインド）を同時に養えます。卒業後は公務員や
会社員として、また、法科大学院への進学、司法書士など
の資格取得を通じて、これらの能力を活かせる人材となる
ことが期待されます。

上段：前期／下段：後期

社会科学科 法学・行政学コース　3年
小池 加菜［水戸第三高校（茨城）］

自分が本当にやりたかったことに、授業で出会えました。
　私は、地方政治論のゼミに所属しています。卒業研究では、東日本大震災の被災地の
子供や女性の暮らしについて調査して書きたいと思っています。
　卒業後は、行政に携わる仕事を希望しています。２年生のときには自治体のインター
ンシップで、小学生のキャンプ２泊のお手伝いをすることができ、とても楽しかったです。
　実は，高校時代は部活動と受験勉強を両立させようと頑張ったのですが、第１志望の
大学には合格できませんでした。正直言うと、最初はどうしていいか判りませんでした
が、１年生のときに社会科学科の先生方の熱心で分かりやすい授業を受けて、行政学や
行政法の研究が地域の人々の生活と直接関わっていることを知りました。自分の本当
にやりたいことはこれだ、と気づく思いでした。
　今は，自分の知識がどんどん増えるのを実感し、有意義な大学生活を送っています。

財産法A

就業力育成・
ステップアップ系科目

刑法A

福祉社会学

東アジアの
文化と社会

地域福祉論

コース・ゼミナールA

コース・ゼミナールB

英会話Ⅲ

身体活動

政治学概論

政治制度論

法学概論B

法学概論A

経営管理論A

民法概論

英作文Ⅱ

人文地理学A

社会と経済
（公務員講座）日本近現代史Ⅰ

仕事の経済学

日本国憲法概論 経営学概論

行政学A

人
文
学
部
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お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻（修士課程）

修了、同大学院人間科学研究科比較文化学専攻（博士課程）修了。

釧路公立大学准教授。2012年、茨城大学に着任。大学時代、

子どもの頃に愛読したシャーロット・ブロンテの伝記を書いた

エリザベス・ギャスケルの研究をはじめる。やがて、興味の対象

は同時代の作家全般へと広がり、女性作家の視点から見た社会

全体の動きへと広がっていく。現在の研究テーマのひとつは、

「医学を学んだ女性と文学の関係」。

人 文 学 部  人 文 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科

市川 千恵子 准教授
I c h i k a w a  C h i e k o

香川大学法学部卒。明治学院大学修士課程（国際学研究科）修了。

筑波大学博士課程（社会科学研究科）単位取得満期退学。2003年

より茨城大学で教壇に立つ。また、ラオスやフィリピンの紛争地帯

での活動や、原発事故に関する市民支援活動など、国内外を

フィールドに精力的な活動を続けている。

人 文 学 部  社 会 科 学 科

蓮井 誠一郎 教授
H a s u i  S e i i c h i r o

人 文 学 部
教 員 紹 介

人 文 学 部
教 員 紹 介

文学はあらゆる世界へつながる扉。
すべてが自分の身になるのです。

学問の枠組みを超え新分野を開拓。
“発見する喜び”を力に変えて。

　大学時代、旅行先のニューヨークでの体験が、私のその後の進路

を大きく変えてしまいました。それは、ちょうど湾岸戦争の直前の

時期。国連本部を見学した際に、コーラの自動販売機の後ろ側から

「イラクをどうすべきか」といった外交官たちの会話が聞こえてくる

ような、非常に緊迫した街の様子を目の当たりにして、まるで歴史の

1ページを見ているかのような感覚に襲われたのです。当時は法学

部で学んでいたのですが、そこから国際政治に強い興味を抱くよう

になり、大学院へ進むことを決意しました。

　大学院では、指導教員が平和研究に熱心な方だったため、自分も

自然にそちらの方向へと軸足を移していくことに。そんな中で、では

「何が平和を阻害しているのか？」と考えた時に、環境問題が大きな

影響を与えていることに着目するようになったのです。資源の枯渇

や地域的な汚染が戦争の原因になったり、その反対に戦争が環境

汚染を生んでしまったり。一度“負のスパイラル”に陥ると、なかなか

抜け出せなくなってしまう。その解決策を探る研究にも力を注ぐよう

になっていったのです。

　このように、国際政治学から始まって平和研究へ、そして環境問

題へと、関心のある分野がどんどん広がってきました。よく「学際的」

という言葉が使われますが、今までの学問の枠組みを超え、複数の

分野にまたがって研究をしていることが、結果的に今の強みになって

いますね。実際、人文学部の所属ですが、文系・理系の境界線はそれ

ほど意識していません。たとえば環境政策を考える場合、気候変動

など理系の最低限の知識がなければ「それが正しいかどうか」を

判断できないわけですから。

　研究を深めるたびに新たな課題や興味の対象が見つかり、それに

ついて学んでいく。関連する分野をどんどん取り込んでいかなけれ

ばいけないのは大変な部分もあります。でも、ほとんどの人が知らな

かったであろう物事のつながりを“発見”する喜びもある。そうした

喜びや、「新しい分野を開拓している」という感触が得られたときの

面白さを、学生たちにも伝えたいですね。

　そのために大切になるのは、先入観や固定観念をできるだけ取り

払うこと。「～でなければならない」という思考を壊し、今までと違う

視点を持つことで、考えてもみなかった新しいこと、目に見えなかった

つながりを“発見”できるようになります。

　震災で大きな影響を受けた地域で学生生活を送るのは、今しか、

ここでしかできない貴重な体験。学外にも学びの場がたくさんある

ので、ぜひ茨城大学であなただけの“発見”をしてください。

　19世紀のイギリス文学を中心に、特に女性が書いたものを研究

しています。その対象は小説に限らず、日記や手紙、旅行記、政治的

な文章、どのように生きるかというようなことが書かれた指南書も

あります。幅広いジャンルを横断する形で、分析対象もプロの作家

だけではありません。

　研究課題では「女性運動と文学の共鳴」と謳っているのですが、

当時は何かを発信しようとすると、まず「書くこと」でしたので、書く

行為によって、どのように女性が社会進出を果たしたのか、文学と

フェミニズムがどのように相互に影響を与え合っていたのか、とい

うことを読み解いています。

　ここ数年は、年2回ほど大英図書館に行き、書簡やオリジナルの

原稿を見せてもらっています。虫眼鏡を片手に、流暢な筆跡で書かれ

た文字を解読するだけでも大変です（笑）。それでも、インクの染みや

紙の汚れに、筆者の体温や息づかいのようなものを感じますし、新し

い発見があります。例えば、貧困のために身を売っているところを

救世軍に救われて教育を受け、文字が書けるようになった労働者

階級の女性の手紙がありました。そこには、たどたどしいけれど一所

懸命に、助けてくれたことへの感謝の言葉や、自分の半生が綴られて

いました。

　人はこのように変わるのか。そういった驚きや、他者の人生を垣間

見ることができるのが、文学を学ぶひとつの大きな魅力だと思います。

　19世紀の古い書物を広げると、ドッグイヤーというのですが、ペー

ジの片隅が三角に折られていることがあります。中流階級の蔵書では

なく、労働者階級のための貸本に多いのですが、折られた箇所を見て

「その頃の人たちは、このページに惹かれたのか」と想像することも

面白いです。

　文学は、とても広い分野を扱います。自分の研究や興味の対象が、

どこに向かっていったとしても、文学はその受け皿になってくれます。

歴史、社会、言語、私が興味を持ったフェミニズムもそう。何にでも

結びつくと思います。本を読むということは、いろんな角度から物事

を読み取る視点を身につけることにもなります。

　茨城大学では、グローバル教育にも力をいれています。積極的に

海外へ発信していく、そういう人材になることもひとつの目標にして

学んでほしいと思います。それは、学界発表に限りません。留学や

ボランティア活動、就職、さまざまな形があります。

　文学は、紙の上だけにあるのではなく、歴史、社会、文化、あらゆる

世界とつながっているのです。

人
文
学
部
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〒310-8512　茨城県水戸市文京2-1-1
TEL.029-228-8064, 8066, 8574
茨城大学ホームページ　http://www.ibaraki.ac.jp/
茨城大学携帯電話ホームページ　http://daigakujc.jp/ibaraki/

茨城大学 入学センター

至 

い
わ
き

五浦美術文化研究所
Izura Institute of Arts and Culture

鹿島神宮
Kashima Jingu

To Iwaki

至 

郡
山

To Koriyama

日立
Hitachi Sta.

高萩
Takahagi Sta.

大津港
Otsuko Sta.

常陸多賀
Hitachi-Taga Sta.

大甕
Omika Sta.

友部
Tomobe Sta.
友部
Tomobe Sta.

友部JCT
Tomobe JCT
友部JCT
Tomobe JCT

水戸
Mito Sta.

笠間
Kasama Sta.

潮来
Itako Sta.

牛久
Ushiku Sta.

竜ヶ崎
Ryugasaki Sta.

佐貫
Sanuki Sta.取手

Toride Sta.
取手

Toride Sta.

土浦
Tsuchiura Sta.

石岡
Ishioka Sta.

石岡
Ishioka Sta.

茨城空港
Ibaraki Airport

霞ヶ浦
Lake Kasumigaura

下館
Shimodate Sta.

下妻
Shimotsuma Sta.

水海道
Mitsukaido Sta.

守谷
Moriya Sta.

つくば
Tsukuba Sta.

日立キャンパス Hitachi Campus

水戸キャンパス Mito Campus

阿見キャンパス Ami Campus

常陸太田
Hitachiota Sta.

常陸太田
Hitachiota Sta.

常陸大宮
Hitachiomiya Sta.

袋田
Fukuroda Sta.

北茨城 I.C.
Kitaibaraki I.C.

高萩 I.C.
Takahagi I.C.

日立中央 I.C.
Hitachi chuo I.C.

水戸 I.C.
Mito I.C.

那珂 I.C.
Naka I.C.

茨城空港北 I.C.
Ibarakikuko-kita I.C.
茨城空港北 I.C.
Ibarakikuko-kita I.C.

袋田の滝
Fukuroda Falls

西山荘
Villa Seizan

八溝山
Mt. Yamizo

筑波山
Mt. Tsukuba

常磐自動車道
Joban-do
High way

常磐自動車道
Joban-do
High way

北関東自動車道
Kitakanto High way
北関東自動車道
Kitakanto High way

東関東自動車道
Higashikanto High way
東関東自動車道

Higashikanto High way

至 成田
To Narita

至 上野
To Ueno

至 秋葉原
To Akihabara

勝田
Katsuta Sta.
勝田
Katsuta Sta. 阿字ヶ浦

Ajigaura Sta.

大洗
Oarai Sta.

118

6

123

51
6

50

125

125

124

408

294

JR 水群線
JR Suigun Line

稲敷 I.C.
Inashiki I.C.

潮来 I.C.
Itako I.C.

阿見東 I.C.
Ami higashi I.C.

桜土浦 I.C.
Sakura-Tsuchiura I.C.

桜土浦 I.C.
Sakura-Tsuchiura I.C.

つくばエクスプレス
Tsukuba Express

JR 常磐線
JR Joban Line
JR 常磐線
JR Joban Line

JR 鹿島線
JR Kashima Line

JR 常磐線
JR Joban Line
JR 常磐線
JR Joban Line

JR 水戸線
JR Mito Line
JR 水戸線
JR Mito Line

関東鉄道常総線
Kanto Railway Joso Line

関東鉄道常総線
Kanto Railway Joso Line

関東鉄道竜ヶ崎線
Kanto Railway Ryugasaki Line

鹿島臨海鉄道
Kashima Rinkai Railway

茨城大学ロゴ・マーク
茨城大学のイニシャル“ I ”の
小文字をモチーフとし、できる
かぎりシンプルな造形として
「学問の灯」を表現。


	P00
	P02P03
	P04P05
	P06P07
	P08P09
	P10P11
	P12P13
	P14P15
	P16P17
	P18P19
	P20P21
	P22P23
	P24P25
	P26P27
	P28P29
	P30P31
	P32P33
	P34P35
	P36P37
	P38P39
	P40P41
	P42P43
	P44P45
	P46P47
	P48P49
	P50P51
	P52P53
	P54P55
	P56P57
	P58P59
	P60P61
	P62P63
	P64P65
	P66P67
	P68P69
	P70P71
	P72P73
	P74P75
	P76P77
	P78P79
	P80P81
	P82P83
	P84P85
	P86P87
	P88P89
	P90P91
	P92P93
	P94P95
	P96P97
	P98P99
	P100P101
	P102P103
	P104P105
	P106P107
	P108P109
	P110P111
	P112

