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茨城大学は、

これからの社会を生きるために必要な力を、

すべての学生に身に付けさせることを約束し、

2017年から全面的な教育改革を進めています。

ようこそ！　新しいイバダイへ！

世界へはばたくあなたとともに！
茨城大学の新しい教育を紹介します
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私は、AIMSプログラムで2016年8月から5か月間、インドネシアに留学しました。

言語、宗教、風習が日本とは全く異なる環境での生活や、様々な国から来た留学生と

の交流を通して多様な考え方や価値観に触れると、これまで固定観念で世界を見て

いたことに気付かされ、実際に触れないと分からない真の情報を知ることの大切さを

実感しました。また、外国人から見た日本のイメージを知ることで、自分の国が世界の

中でどのような位置づけにあるのか、客観的にとらえることもできました。私は留学す

るまで、日本から出たことがありませんでしたが、外も内も、両方の理解を深めるため

には、まずは外に出ることが大事だと実感することができました。
農学部 資源生物科学科　4年　牧野 果子 ［水戸第二高校（茨城）］

前列左から2番目が牧野さん

国際交流
（留学制度）

さまざまな交流
プログラムや
授業科目

茨大から世界へ、多様な文化や価値観に触れよう

世界へ飛び立つ学生を
全力サポート！

日本を飛び出し、海外で学ぶことは、大学生の今だからこそできる貴重な体験。

世界の人 と々出会い関わることで大きく成長できるでしょう。

茨城大学では毎年多くの学生たちが、夢に向かってチャレンジしています。

ヨーロッパ
大学間：4 校
学部間：1 校 北米

大学間：5校
学部間：2校

南米
学部間：1校

オーストラリア

ペルー

韓国

カナダ

アメリカ

台湾

ポーランド
イギリス

スペイン

ブルネイ

インドネシア

ベトナムタイ

中国

アジア・オセアニア
大学間：25校
学部間：21校

バングラデシュ

ブルガリア

フィリピン

フランス

マレーシア
スリランカ

外へ出て気が付いた、実際に見て触れることの大切さ

茨城大学では、19の国・地域、59大学・機関と協定を結び、学生の
交流などを行っています。

そのほかに、さまざまな交流プログラムや授業科目、支援制度が用意されており、世界
へ飛び立つ学生を全力でサポートする体制が整っています。

グローバルな視点を持って活
躍できる能力を養成する全学共
通プログラム。AIMSプログラム
では、アジアを舞台に活躍できる
職業人を育成・輩出することを
目的とした国際共同教育プログ
ラムです。

アクティブ・ラーニング形式で
実践的な英語を学びます。授業
以外でも学習・相談のプログラム
を用意していますので活用してく
ださい。

グローバル英語プログラム
（GEP）／AIMSプログラム プラクティカル・イングリッシュ

P.20さらに詳しく

3年次の夏休み明けの第3
クォーターは、必修科目は原則的
に開講されず、インターンシップ、
海外研修、ボランティアといった
キャンパス外での学びを充実さ
せる特別な期間となります。

iOPクォーター

茨城大学の授業の一環として行う語学研修や文化
研修等に要する旅費の一部を支援しています。支援金
の額は、上限4万円で返済の必要はありません。

本学国際化の基本方針に基づき、有能な職業人と
して活躍できる国際的視野をもった人材育成のため、
海外で開催される国際会議で発表する学生の経済的
な負担軽減を図っています。

茨城大学海外派遣学生旅費支援金 茨城大学大学院生国際会議挑戦プロジェクト
（国際会議発表支援）

P.13さらに詳しく

P.22さらに詳しく

P.88さらに詳しく
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今後も実験や実習を通して、
専門分野の学びをとことん究めたい

私は、遺伝子の本体であるDNAについて深く知りたいと思

い、生物科学コースへの入学を決めました。1、2年次は生物学を

基礎から学び、3年次からは生命科学や生物多様性に関する実

験や実習を通して専門的なことを学ぶことができます。4年次に

は研究室を選び、特定の分野に関する卒業研究を行います。

私は、3年次に履修した専門科目がきっかけで、放射線生物学の

研究室を選びました。卒業研究を進めるうちに学問の深さを

知り、さらに詳しく学びたいと考えて大学院進学を決めました。

大学院では、放射線によって生じたDNAの傷の修復機構につい

て研究しており、研究成果を学会で発表して優秀発表賞を頂くこ

ともできました。将来は、企業の研究・開発者を目指しています。

小摩木 里奈［日本大学第一高校（東京）］

大学院 理工学研究科 量子線科学専攻 環境放射線科学コース　2年
（理学部 理学科 生物科学コース 平成27年度卒業）

地域と世界の未来に対応した、新しい学部教育 学部それぞれの専門分野で、社会の現場に結びついた深い専門知識とスキルを習得します。

専門職業人としての将来の自分の姿をイメージしてみてください。

人文社会科学部

各学部の
新しい教育体制

教育学部 理学部 工学部 農学部

工学部はパワーアップしま
す！未来を担う高度技術者・研
究者を育てる、新5学科体制へ
生まれ変わります。

地域から世界の「食と農」に
貢献する生産・研究開発・流通
のプロをめざして！
自然科学や社会科学を通し

て、生産・研究開発・流通それ
ぞれの知識や技術を学び、食
料、食品、農産物の国際展開や
地域農業の活性化を支える実
務型農学系人材を育成します。

学科の壁がない１学科構成
で「理学のスペシャリスト」を育
成します！
世界的にも類がないような
大型研究施設を持つ最先端研
究機関や企業が集まる恵まれ
た環境を最大限に活用し、さま
ざまな研究機関との連携教育
を積極的に組み入れています。

教育学部は、教員養成に特化し
た学部として生まれ変わりました！
現代的課題に対応できる実践力

を持った教員を養成するため、教育
実践科学コースを開設し、時代を切
り拓く子どもたちの学びを支援す
る、人と人をつなぐ教員を育てます。

メジャー・サブメジャープログラ
ムで幅広い視野や実践力を修得！
自分の専門となるメジャー（主専
攻）のほかに、他分野のサブメ
ジャー（副専攻）プログラムも履修
することで、ひとつの専門分野にと
らわれない幅広い視野・能力を養い
ます。

P.60さらに詳しくP.48さらに詳しくP.36さらに詳しくP.24さらに詳しく P.70さらに詳しく

P.80各学部の教員の研究情報

● 機械システム工学科

● 電気電子システム工学科

● 物質科学工学科

● 情報工学科

● 都市システム工学科

新設

新設

新設

リニューアル

リニューアル

最先端の研究をベースに究める、
専門分野のチカラ

0706 IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018



P.13さらに詳しく

茨城と向き合い、地域に学んで還元する
地域と連携した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援する「大学COC事業」への採択を機に、

今後もより一層、大学と地域が共に成長する拠点となるように

さまざまな地域志向教育プログラムを実践していきます。

地域の課題に触れ
解決するための
学びと実践

さらに外へ、
外部との交流を深め
学びを発信しよう

具体的な地域の課題に触れ、ディスカッションを通して理解を深める学びの場と、学外

へ飛び出て行動する実践の場を用意しています。

PBLとは、Project Based 

Learning＝課題解決型学習

のこと。地域の人々とともに、

地域の課題を洗い出し、解決

策を見出し学生の視点で考究

を重ね、地域に還元できるか

たちにまとめる授業です。

左記のような特色のある授

業での学びの成果を実践する

場として、学生のアイデア・企

画により採択された地域の発

展に貢献するプロジェクトを、

社会連携事業会からのサポー

トにより実施しています。

地域PBL授業 学生地域参画プロジェクト

茨城の自然・地理・歴史・文

化・産業などの学修を通じて

多角的な理解を深めるととも

に、地域が抱える課題や未来

について教員や他の学生、自

治体、地元企業、地域の人々と

一緒に考える授業です。

茨城学 茨大生たちが、
地域の今と未来を担う

少子高齢化や過疎化がメディアなどで大きく取り上げられる現代では、同時に「地

方創生」や「地域振興」などという言葉をよく耳にすると思います。若い学生の発想力

や行動力に期待する声も、少なくありません。

茨城大学での地域活性化志向における「地域」というのは、大学周辺だけにとどま

りません。茨城県内の多くの自治体や企業とつながっているため、県内で活躍する多

くの方の声を聞くことができます。また、茨城学や5学部混合地域PBLなどの授業、学

生地域参画プロジェクトの機会を利用し、学部の枠にとらわれず、地方の課題への解

決策を考えることができます。

普段の学部の学生生活では得ることのできない経験を、茨城大学での生活では得

ることができるでしょう。
工学部 機械工学科　3年　川原 涼太郎［茗溪学園高校（茨城）］

5学部混合地域PBLでのグループワーク
右から2番目が川原さん

地域の発展に貢献できる力を養えるのも、茨城大学ならでは

学び 実践

プロジェクトや学生主体の企画、iOPクォーターで

の取り組みなど、学外での活動で得た知識や学び、実

践や体験談を、学生たちが発表します。先輩方がどの

ように学外にはばたき、成長を遂げたのか。これから

学外活動をする1年次生にとっても大変参考になるで

しょう。

学生・学外活動発表会「はばたく！茨大生」

発信
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活躍する卒業生からのメッセージ

学生生活では様々な授業がありましたが、「コミュニケー
ション論：ことばの力実践演習」が印象に残っています。人と
の関係を構築していく上で最も重要な手段となる「ことば」
についての実践的な授業です。
この授業では、「何を言おうとしているのか」「なぜ、このよ

うなことを言うのか」「どのような状況にいるのか」というこ
とを総合して「聞く」こと、そしてそれをふまえ、相手を納得
させることができるよう「話す」ことについて学ぶことができ
ました。これは、今思えばコミュニケーション能力の基礎と
なることであり、現在の職においても、子ども達、同僚の先
生、保護者や地域の方 と々関係をつくっていったり、同僚の
先生と協力しながら課題を解決していく上で、とても重要
なことを学ぶことができたと感じています。

教育学部 学校教育教員養成課程 国語選修　平成26年度卒業

福與 恵［竹園高校（茨城）］

大学生の交友関係が狭いのは意外に知られていないと思います。就職
先にしても相談するのは、指導教員、ゼミやサークルの先輩、同級生に限ら
れています。私の場合に、幸運だったのは、以前から興味のあった報道機関
のインターンシップに学部や指導教員の紹介で参加できたことです。
マスコミの現場を約2週間、肌で触れ、この仕事に関わりたいとの気持ち
が最終的に固まりました。不安ながらも扉を叩いた結果、放送局を含めて
内定を複数いただき、最終的に第一志望を選びました。
学生と社会人の一番の違いは何でしょうか。「責任の重さに尽きる」

とインターンシップを通じて痛感しました。学生の本分は学業です。その
なかでは、ある程度の失敗は許されていますが、社会人となるとそうは
いきません。報酬を貰っている以上、結果を残し、同時に、かかわった仕
事に責任を持たなければなりません。大変なことには違いありません
が、これからその責任を果たしていきたいと思います。

人文学部 社会科学科　平成28年度卒業

武田 啓亮［千葉敬愛高校（千葉）］

茨城県内小学校に勤務 平成29年4月朝日新聞へ入社

茨城大学では、地域でも世界でも活躍できる人材の育成を目指して、大学を
あげて学部・学科の教育改革を進めています。
これからの社会を生きるために必要なこと、それは、世界を見る広い視野とそ

れぞれの学問分野で社会の現場に結びついた深い専門知識の両方を持つこと
です。同時に、英語でのコミュニケーション力や地域の人と共に働く協働力など
総合的な人間力を養うこともますます重要になっています。茨城大学に入学した
誰もが、こうしたチカラを修得できるようにしようという思いから、教育改革を進
めています。
新しい茨城大学では、一人一人の学生が大きく成長し、個性を輝かせるため

に全力でサポートします。また、どの学部でも、わくわくするような最先端の研究
を進めています。これらに参加する、意欲あふれる多くの皆さんの入学をお持ち
しています。

茨城大学長
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茨城大学コミットメント
5つの茨城大学型基礎学力を身につけて卒業できるように、

学修の環境づくりを進めます。

それが、茨城大学のコミットメント ＝ 約束です。

卒業時に身に付けているべき5つの能力

茨大で学んだ「ことば」についての実践的な授業は
社会に出た現在でも役に立っています。

インターンシップを経験して痛感した、社会人としての責任の
重さ。今後は自らがその責任を果たしていきたい。

　茨城大学の教育目標は、変化の激しい21世紀において社会の変化に主体的に対応し、自らの将来を切り拓くことができる総合的人間力を
育成することである。そのために茨城大学の学生が卒業する時に身に付けているべき能力を、以下に示す5つの知識及び能力で構成される
ディプロマ・ポリシー（卒業基準）として定める。 
　これら5要素の比重は分野毎に異なるが、茨城大学を卒業する学生は、どの分野で学んだとしてもこれらの知識・能力を備えていることが
必要である。

茨城大学ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

１ 世界の俯瞰的理解
自然環境、国際社会、人間と多様な文化に対する幅広い知識と俯瞰的な理解

２ 専門分野の学力
専門職業人としての知識・技能及び専門分野における十分な見識

３ 課題解決能力・コミュニケーション力
グローバル化が進む地域や職域において、多様な人 と々協働して課題解決していくための思考力・判断力・表現力、及び実践的英語
能力を含むコミュニケーション力

４ 社会人としての姿勢
社会の持続的な発展に貢献できる職業人としての意欲と倫理観、主体性

５ 地域活性化志向
茨城をはじめとする地域の活性化に自ら進んで取り組み、貢献する積極性

茨城大学アドミッション・ポリシー

　茨城大学では、以下の４つの能力と資質を有する多様な志願者に対して、適切な方法の選抜を行って入学者を決定します。なお、それらの
内容の詳細は、学部・学科（課程・コース等）毎に異なります。

１ （知識・技能）大学における専門分野の学修に必要な基礎学力を有していること

２ （知的関心）自分の身近な事柄だけでなく、地域の事象、自然環境、国際社会、人間と多様な文化等
の広い分野に対する知的関心を有していること

３ （思考力・判断力・表現力）これまでの学習と生活において他者と共に課題解決をめざした経験が
あり、そのための基礎的な思考力・判断力・表現力を有していること、あるいは、それらを身に付け
る意欲を有していること

４ （主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）これまでの学習と生活において、多様な人々と
コミュニケーションを取りながら協働して主体的に活動した経験があること、あるいはそのような
活動をする意欲を有していること

学長からのメッセージ
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iOPクォーター活動構想
（身に付けたい力のイメージ、到達までの計画）

計画の具体化・準備

事前指導・事前調査→学外学修
→事後指導（フォローアップ・成果報告）

専門分野などへの活用・発展

茨城大学が掲げるディプロマ・ポリシーには5つの要素があり

ます。このなかで、学内の教科体系だけでは一層の充実が図りに

くい、課題解決能力・コミュニケーション力、社会人としての姿勢、

地域活性化志向について重点をおき、世界の俯瞰的理解と専門

分野の学力を深めることをめざすプログラム、“internship 

Off-campus Program (iOP)”、を提供します。

●iOPでは、学生自身が1年次から企画し、3年次の第3クォーターに
計画した学外学修を実施します。

●学外学修のメニューは、「海外研修」、「インターンシップ」、ボラン
ティア活動などの「サービスラーニング」、そして自主的に研究テー
マを提案するなどの「発展学修」です。

●大学－地域（企業、自治体等）、大学－海外提携校のプログラムを用
意しています。学生の自主的なプログラムの作成も支援します。

●学外での活動期間はおおむね2週間～3ヶ月、活動内容を判定して
プログラム認定します。

●iOPのグッド・プラクティスは報告会を通して学生間や地域の人た
ちにも公表します。

主体的な学びは、授業のなかでも求められます。例え

ば、ディスカッションやディベート、グループワーク等を

実施する授業では、事前に準備したことを発表し、その

発表をもとに教員や学生と議論します。また、クラスメイ

トの発表を聞いて自分の考えを述べる機会も与えられ

ます。このように、「一方的に教える」授業ではなく、「能動

的に学ぶ（アクティブラーニング）」ことに重点をおいた

授業が、大学教育の主体になります。

茨城大学では、このようなアクティブラーニングによる

授業科目数が全体の約70%になるように目指してい

ます。

学習から「学修」へ

前学期 後学期

前学期
授業期間

第1クォーター
授業期間

第2クォーター
授業期間

後学期
授業期間

第3クォーター
授業期間 第4クォーター

授業期間
iOPクォーター学外学修(3年次)

学外学修に
おける
活動期間
（夏季休業）

学外学修に
おける
活動期間
（春季休業）

これまで、茨城大学では１年間の授業期間を前学期と後学期に分けて、それぞれ16週にわたって授業と試験を行ってきまし

た（セメスター制）。平成29年4月からは、多様な授業方法を用いて効果的な学びができるように、セメスターの授業に加えて、

各学期の授業期間をさらに半分に分けて約8週間で完了する授業も実施します（クォーター制）。

各授業の特性に応じて、一定の長い期間にわたって学修することで効果が高まる授業はセメスター制で行い、短期間で集中的

に学修することが適する授業はクォーター制で実施します。

■ 2学期クォーター制の年間授業スケジュール ■ iOPの流れ ■ iOPで実施する学外学修の分類

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月

多様な授業方法による効果的な学び②

2学期クォーター制

多様な授業方法による効果的な学び①

アクティブラーニング

社会とつながる学外学修プログラム（iOP）

大学の学びは「学習」でなく「学修」です。「学び習うこと」と違って、「学び修めること」では、主体的な学びが求め

られます。学ぶ内容の目標を定めて、授業を受ける前に自主的に準備（予習）を行い、授業後に理解したこと、考えた

ことを整理（復習）するのが主体的な学びです。卒業研究や卒業論文で満足いく成果を上げるには、1年生の時から

「学修」の姿勢を築いていくことが必要です。

1年次
カテゴリー

海外研修
語学研修

留学

国内インターンシップ

海外インターンシップ

ボランティア活動

課題解決ゼミ

自主研究

インターンシップ

サービスラーニング

発展学修

サブカテゴリー

2年次

3年次

4年次

キャンパスから世界へ広がる学びのパートナーシップ

1312 IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018



　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

グループ学習室

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。

課題解決型学習を支援

どなたでも参加できる「土曜アカデミー」

共同学習エリア

土曜アカデミー「ブック・カフェ」

本館外観

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。

平成28年度は、館長講座「中世

茨城[常陸・北下総]のもののふた

ち」、「サイエンス・カフェ」、「古文書

寺子屋」、「ブック・カフェ」、「土曜美

術館」、「フットボールカフェ」等27回

の講座で約1,300人の市民の方、高

校生、本学の学生が参加しています。

21世紀型教育の支援と地域社会との共生

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。

工学部分館、農学部分館にもラーニングコモンズを整備

しました。
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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.36～47

P.24～35

P.48～59

P.60～69

P.70～79

機械システム工学科（※）

電気電子システム工学科（※）

物質科学工学科（※）

情報工学科（※）

都市システム工学科（※）

機械システム工学科（※）

昼間コース

フレックスコース（＊）　

人文社会科学研究科
（修士課程）

● 文化科学専攻
● 社会科学専攻

● 一種免許状取得コース
● 専修免許状取得コース

● 教職大学院・教育実践高度化専攻
● 障害児教育専攻
● 教科教育専攻
● 養護教育専攻
● 学校臨床心理専攻

● 農学専攻

● 生物生産科学専攻
● 環境資源共生科学専攻
● 農林共生社会科学専攻
● 応用生命科学専攻
● 農業環境工学専攻

教育学研究科
（修士課程）（専門職学位課程）

　 量子線科学専攻
　 理学専攻

　 機械システム工学専攻
　 電気電子システム工学専攻

　 情報工学専攻
　 都市システム工学専攻

　 量子線科学専攻
　 複雑系システム科学専攻

　 社会インフラシステム科学専攻

理工学研究科
（博士前期課程）

理工学研究科
（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

現代社会学科

法律経済学科

人間文化学科

学科／課程／コース 学科／コース 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

人文社会科学部

全 学 の 共 通 教 育

学部・大学院の構成

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

教育実践科学コース

教科教育コース

特別支援教育コース

食生命科学科

地域総合農学科
農業科学コース

地域共生コース

国際食産業科学コース

バイオサイエンスコース

メディア文化メジャー

国際・地域共創メジャー

法学メジャー

経済学・経営学メジャー

文芸・思想メジャー
歴史・考古学メジャー
心理・人間科学メジャー

※名称は仮称であり、平成30年4月開設に向けて設置認可申請中です。＊フレックスコース： 夜間主コースで、機械シスエム工学科にのみ設定
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大学共通教育は、
全学生が体系的に学ぶ　　　　　と
さらに力を伸ばしたい学生のための　　　　　　　　　　で構成されます。

茨城大学は、

平成29年度から、新たな共通教育“大学共通教育“を始めました。

新たな共通教育が始まりました
お問い合わせ先

「自らの力で未来を切り拓くたくましい茨大生」を育成するため、

基盤教育は、学生が学修を続けるために必要な基礎的な知識と技能の修得を図るとともに、学生が主体的に問題を発見

し解決方法を見つけ出す能動的学修への導入を目的とし、次の科目群により共通教育科目が開講されます。

基盤教育科目は、P.11のディプロマ・ポリシーで定めた5つの能力を全学共通で育成します。

「入門科目」と「共通基礎科目」では、特にディプロマ・ポリシーの課題解決能力・コミュニケーション力及び地域活性化
志向の能力を育成します。
「リベラルアーツ科目」は、ディプロマ・ポリシーの世界の俯瞰的理解及び社会人としての姿勢の能力を育成します。
また、専門教育と連携してディプロマ・ポリシーの専門分野の学力の能力を育成します。

基盤教育科目

大学入門ゼミ 茨城学

大学で自律的・意欲的な学生生活を行うため、主体的な学修の習慣を身
に付けます。

茨城大学への第一歩
茨城の自然・地理・歴史・文化・産業などの学修を通じて、地域を多角的

に捉え、地域の未来を考えます。

茨城から「地域」を考える

入門科目

大学での学修・生活に必要な事柄を学び、茨城大学で学ぶことへの意欲と地域への関心を高めることを目的とします。

プラクティカル・イングリッシュ

習熟度別授業を実施し、実践的な英語コミュニケーション能力を育成し
ます。

英語を学ぶことによって、グローバルな視野を持ち、考え、
行動し、多様な人 と々協働できる人間になる

共通基礎科目

大学での学修及び専門職業人に不可欠で基礎的な能力を身に付けることを目的とします。

科目例

科目例

●Integrated English　●Advanced English

科学の基礎

現代社会の維持発展に必要不可欠な自然科学の基礎と、科学技術の
倫理的側面や歴史的背景を学びます。

自然科学の基礎と役割を学び、科学的探求を始めよう

●統計学入門　●科学入門　●数学基礎　●物理学基礎　●化学基礎
●生物学基礎　●微積分学　●力と運動　●科学と倫理

情報リテラシー

実際にパソコンを操作しながら学修し、情報倫理を正しく理解し、コン
ピュータ活用能力を発展させます。

コンピュータの正しい知識と能力を身に付けて、
社会へ出よう

科目例

心と体の健康

身体活動や理論学習を通して、心身の調和を図り、健康・体力を保持増
進し、健康的な生活をするために必要な基本的技能や知識を実践的に修
得します。

生涯、心身が健康であるために

●身体活動　●健康の科学

基盤教育
全学共通プログラム

■ 大学入門ゼミ

■ 茨城学

■ プラクティカル・
イングリッシュ

■ 情報リテラシー

■ 心と体の健康

■ 科学の基礎

■ 自然・環境と人間

■ グローバル化と人間社会

■ ライフデザイン

■ 異文化コミュニケーション
（初修外国語を含む）

■ ヒューマニティーズ

■ パフォーマンス＆アート

日本語教育プログラム

地域協創人材育成プログラム

グローバル英語プログラム（GEP）

COC地域志向教育プログラム

AIMSプログラム

全学共通プログラムは、学生の主体的な学びを推奨し、特定の能力等を育成するとともに、高度な技能等の修得を目指し

ます。

基盤教育の概要

全学共通プログラムの概要

茨城学の授業風景

入門科目

共通基礎科目

リベラル
アーツ科目

多文化理解 自然と社会の広がり

キャリアを考える

全
学
の
共
通
教
育
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科目例

科目例

科目例

科目例

科目例

全学の共通教育 茨城大学の特色ある授業紹介 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。

平成26年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC）」の採択を受け本学において『COC地域志向教育プログラム』を実施して
います。その中核的な科目が「茨城学」であり、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、茨城大学の基盤教育科目には「地域」をテーマとした授業（地域志向科目）を多く開講しています。「茨城学」をはじめと
する「地域志向科目」は『COC地域志向教育プログラム』を構成しています。また、全学共通科目として「5学部混合PBL」が用意され
ており、地域課題等の解決について学部横断で主体的に取り組むことができます。
さらに、平成27年度には地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とした「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業(COC+)」にも採択されており、茨城大学をはじめ茨城キリスト教大学、茨城県立医療大学、茨城工業高等専門学校、常磐大学と
協働で『地域協創人材プログラム』を実施しています。本プログラムでは『地域志向教育プログラム』に加え「ライフデザイン」「イン
ターンシップ科目」を修得することで地域を理解し、課題の発見と解決方法が企画できる人材になることを目指します。

「茨城学」は、茨城の自然・歴史・地理・文化・産業などの学
修を通じて、茨城への理解を深めると同時に、地域を多角的
に捉え、地域の課題を考える力を身に付ける全学必修の科目
です。授業では「アクティブ・ラーニング」を取り入れており、
様々な人々との意見交換を通して、多様な価値観を知り、茨城
と他地域を比較しながら課題を考えます。また「5学部混合地
域PBL」は、ひたちなかまちづくり株式会社、株式会社サザ
コーヒー、自治体等の協力を得て、地域をフィールドに行う授
業です。課題を認識し、その解決等を通じて地域の未来づくり
を提案します。これらの授業をきっかけに、地域に関心をも
ち、活動したいと思う学生が増えることを期待しています。

清水 恵美子 准教授

　茨城には、たくさんの「宝」が埋まっています。金銀財宝の
ことではありません。道ばたには、江戸時代に彫られた石碑
が立っています。広い屋敷の蔵には、戦国時代に書かれた古
文書が眠っていることも。また、数千年の由緒を持つ神社や
寺には、数百年前に作られた神像・仏像がひっそりとたたず
み、当時から続くイベントが行われていることもあります。こ
れらは、かつて茨城の地でくらした人びとが体験した出来事

やながめた景色、そして地元に対する熱い思いが刻まれている、地域の大事な「宝」なのです。
いま、この地域の「宝」を目玉にしたまちおこしの取り組みが、県内各所に広がりつつあります。
どこかなつかしい風景が残る茨城だからこそ、現在まで失われることなく伝えられてきた大事な
「資源」とも言えるでしょう。茨城は、水戸黄門と納豆だけではありません。豊かな歴史と文化に
彩られた茨城の魅力を、あなたもさがしてみてください。

地元の魅力を再発見！「地域」を学ぶ茨城学
「茨城学」？！さすが茨大だな。県民だし一応ちゃんと受けるかー。
最初はそんな軽い気持ちでした。しかし、今では昨年の講義の中で私の大学生活に一番大きな
変化をもたらしたのではないかなと思っています。初回の講義では昨年の茨城学をきっかけに実
際に地域に出て活躍している学生によるプレゼンテーションがありました。先輩たちはとてもキラ
キラとしていてかっこよかったです。私自身も耕作放棄地が深刻だという講義を聴き、耕作放棄地
の再生を図る活動を昨年から始めています。たくさんの方が私たちの畑に訪れてくださいました。
でも、これって茨城だけに当てはまる問題じゃないと思うのです。「茨城学」は茨城をあくまで題材
にして、「地域」に目を向ける講義なのだなと、1年間を通してひしひしと感じました。皆さんも茨城
学を通して自分の故郷を、地域を思い出してみませんか？

人文学部 社会科学科 地域研究・社会学コース　2年

小松崎 流緋［常磐大学高校（茨城）］

添田 仁 准教授

地域を担い、リーダーとなる人材育成を目指して

まだ誰も知らない茨城の「宝」、一緒にさがしてみませんか

茨城学

全学共通プログラム
茨城大学には、次の全学共通プログラムがあります。

グローバル英語プログラム（GEP）
プラクティカル・イングリッシュを基礎に、大学共通科目と専門科目を系統的に履修して、海外の
大学で学ぶ、あるいはグローバルな視点を持って活躍できる能力を養成する教育プログラムです。
※GEP：Global English Program

日本語教育プログラム 外国語としての日本語を指導するために必要な専門的基礎知識と基礎能力を修得するための
教育プログラムです。（人文社会科学部及び教育学部対象）

COC地域志向教育プログラム
地域課題を解決し、地域を活性化する、地域に頼られ、地域を先導できる学生をアクティブ・

ラーニングの手法を用いて育成する教育プログラムです。
※COC：Center of Community

地域協創人材教育プログラム 地域志向教育プログラムを基礎として、さらに「地域理解力」、「地域の課題発見・解決能力」及び
「実践に即したプロジェクト企画力」を有する学生を育成する教育プログラムです。

AIMSプログラム

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。
（人文社会科学部、理学部及び農学部対象）
※AIMS：ASEAN International Mobility for Students
（ASEAN発、環境に配慮した食料供給・ 技術革新・地域づくりを担う次世代人材養成）

多文化理解
人間と世界の文化の多様性と奥行きを理解することを目的とし

ます。

世界は広く、多様性に富んでいることを様々な仕方で学ぶことで、グローバル社会の中で自由かつ主体的に生きる力を身に
付けることを目的とします。

リベラルアーツ科目

ヒューマニティーズ

古来、多様な形で形成されてきた人間とその活動についての問いとそれ
への答えの集積、およびその現代的姿について理解し、人間の知の多様
性、奥深さを知ることをめざします。

人間の知の多様性、問いの奥深さを知ろう

異文化コミュニケーション（初修外国語も含みます）

グローバル化が今後ますます進むことが予想されるなか、異なる文化を
持つ人々との協働を可能にする知識、また、英語以外の言語（初修外国語）
運用能力を身に付けます。

●人間とコミュニケーション　●多文化共生　●コミュニケーションと芸術文化
●独語　●仏語　●中国語　●朝鮮語　●スペイン語

●思想・文学　●歴史・考古学　●人間科学　●メディア文化

●スポーツ文化　●音楽文化　●美術文化　●ダンス・演劇文化

異なる文化、異なる言語を理解しよう

自然と社会の広がり
世界の自然環境、社会環境の多様性と広がりを理解することを

目的とします。

グローバル化と人間社会

社会科学の視点、方法を用いて私たちの生きている社会の仕組みや
特徴等を考察、理解し、現代社会の今とこれからに対する問題意識を深め
ていきます。

グローバルとローカルの二つの視点から社会を考える

自然・環境と人間

科学技術と生命や社会、人間との関わり合いについて科学的知見に
基づいて考察していく学修を通して、持続可能な社会に必要な科学知への
関心と幅広い視野を育成します。

●物質と生命　●技術と社会　●環境と人間

●法律・政治　●経済・経営　●日本国憲法　●公共社会
●グローバル･スタディーズ

持続可能な社会のために、人間と自然の関係を考える

キャリアを考える
将来をみすえて自らのキャリアデザインを可能にする基盤づくり

を目的とします。

ライフデザイン

就職活動なども念頭に、大学時代に体得しておくべき最低限の社会的
知識、制度、多様な文化や価値観などを学び、倫理観や総合的判断力を身に
付けるほか、自らの将来や生活について思いをめぐらし、地域はもちろん、
海外などで働く可能性を含めた今後の主体的な生き方を設計します。3年
次に履修します。

社会でたくましく活躍するために

パフォーマンス＆アート

表現活動に関する体験的学習を通して表現活動の多様性と奥深さを
知り、作品などから発せられるメッセージを感知する能力を養います。また、
自ら表現することで自身を見つめ、他者との共通点や相違点を明らかにし、
コミュニケーション能力を高めていきます。

表現することで、自分と他者を理解する

※このほか、各学部において多様な教育プログラムを開設しています。

「茨城学」とは

茨城学
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学生が自ら積極的に参加する授業で、英語を楽しく学べます
茨城大学の英語の授業は、レベルによりクラス分けがされます。自分にあったレベルで授業

を受けられるため、学習意欲が高まります。
授業中は、教科書を読むだけではありません。他の学生とのディスカッションや、スピーチ、

プレゼンテーションなどを行って、学生が自ら積極的に参加していきます。理学部では英語の
論文を扱うことも多いので、英語の論文の書き方やプレゼンテーションの仕方などはとても
参考になりました。
より実用的な内容なので、大学生にとって非常に役立つ授業になると思います。楽しく英語
を学び、知識を活用していってください。

理学部 理学科 地球環境科学コース　3年

長嶋 理子［静岡市立高校（静岡）］

茨城大学の特色ある授業紹介

IE（ⅠA） IE（ⅡA） IE（ⅢA）

入学時（センター試験・プレイスメントテスト）

IE（ⅠB） IE（ⅡB） IE（ⅢB）

TOEIC（IP）　（１年次12月）

AE（ⅠA） AE（ⅡA） AE（ⅢC）

AE（ⅠB） AE（ⅡB） AE（ⅢB） Grobal English
Program
（GEP）AE（ⅡA） AE（ⅢA） AE（ⅢC）

TOEIC（IP）　（3年次7月）

（前学期のみ週２回2単位）

（後学期以降週1回1単位）

前学期

後学期

１年

１年

前学期

後学期

2年

2年

前学期3年

AE（ⅢA）

※IE：Integrated English／AE：Advanced English

プラクティカル・イングリッシュ（PE）とは、英語を学ぶことによって、グローバルな視点を持ち、考え、行動し、多様な人々と協働でき
る人材を育成することを理念に、「Integrated English」、「Advanced English」で構成されている授業科目です。CEFR（ヨーロッパ
言語共通参照枠）という言語教育の枠組みに基づき、「聴く・読む・書く・話す」の4技能をベースに、TOEIC(IP)受験なども通して、大学
卒業後の社会でも対応できる実践的コミュニケーション能力の育成を主な目的としています。PEは、1年次から3年次前学期まで習熟
度別にクラス編成された授業を履修しますので、自分のその時の英語力に応じて適切な難易度で必要な力を伸ばしていくことができ
ます。
このほか、原則としてTOEIC550点以上の学生を対象に、「グローバル英語プログラム」が用意されており、専門分野における英語力
の向上や留学への動機づけ準備、グローバル社会に対応するキャリア形成の意識向上を目指します。

「プラティカル・イングリッシュ」とは
「多文化理解」、「自然と社会の広がり」及び「キャリアを考える」の大きな3本の柱で構成されており、世界の広さ、多様性を様々な
観点から学ぶことで、グローバル社会の中で自由かつ主体的に生きる力を身に付けることを目指しています。とりわけディプロマ・ポリ
シーの世界の俯瞰的理解及び社会人としての姿勢の能力を育成する科目で、茨城大学ならではの授業が数多く用意されています。

「リベラルアーツ科目」とは

佐々木 友美 講師「リスク」を恐れず、英語の世界に飛び込もう！

プラクティカル・イングリッシュ
霞ヶ浦は我が国2番目の面積をもち、首都
圏の水がめとしての役割を果たすだけではな
く、特産品のレンコンは日本一の生産高を誇
るなど、茨城県を代表する重要な湖沼です。
「霞ヶ浦と流域活動」では、霞ヶ浦の水質保全
などについて概説し、茨城県霞ケ浦環境科学
センターとの相互協力のもとに湖沼実習を行
います。「霞ヶ浦の自然」では、霞ヶ浦の自然と
歴史について概説し、自然の適正利用、生物多

様性、人と自然との共存などについてディスカッションを通して学びます。
皆さんもこれらの授業で一緒に「霞ヶ浦」を身近に感じ、その将来について考えませんか？

Practical English(PE)では、教科書
のみでなく、スピーチ/プレゼンテー
ションやエッセイ・ライティング、自律的
学習などのクラス内外での活動を通し
て、自分の関心のある話題などについて
英語で「聴く・読む・書く・話す」力を付け
ていくことを目的としています。授業で
は、ペア・ワークやグループ・ワークを通
して、学生がお互いに「学び合う」ことを
大切にしています。「失敗」することは

「学ぶ」ために必要なことであり、失敗する、恥をかく「リスク(risk)」をどれだけ恐れずにいられるかが
その後の英語力の伸びにもつながっていきます。よい意味での”risk-taker”となり、一緒に成長していき
ましょう。

岡田 誠 教授
「霞ヶ浦と流域活動」「霞ヶ浦の自然」 自然・環境と人間

方言は古くさい、かっこ悪いと思っている人はいませんか？
そう思っていたら、それはとても“もったいない”ことです。
方言の中には確かに古語が残っていることがよくありますが、
若者が生み出した新しい方言もあります。方言は使われてい
る生活のことばなので、変化もするし、地域が違えば生活も
方言も違います。地域の暮らしに欠かせないモノや、人との
関わり方など、方言には暮らしの文化がぎっしり詰まってい
ます。知れば知るほどおもしろいですよ！授業では、実際に茨
城弁を使ったりグループで話し合ったりしながら学んでいき
ます。授業をとおして、皆さんが能動的に学ぶ姿勢や新たな
モノの見方を身に付けることを期待します！

杉本 妙子 教授 「方言」っておもしろい！～茨城弁は茨城の暮らしの文化の宝箱～
ヒューマニティーズ

皆さんが住む地域が、災害によって、目の前にある日常とは
全く異なる状況になることを想像したことはありますか？
「災害復興学入門」では、災害が発生した後、どのように被災
者支援や被災地域の再生を進めて行くのか、を考えます。
目標は、被災者がスピーディに生活再建を果たし自立した
生活を送れるようにすること、被災した地域が災害前に
あった地域社会の良さを活かしながらも、より良い地域社会
をつくっていくこと、にあります。災害弱者への視点、災害復興
をめぐる多様な価値観、災害対応のための法制度など、具体
的に考えていきます。

原口 弥生 教授 事前に災害復興を考える～災害復興を通じたより良い地域づくり、共に考えてみよう～
グローバル化と人間社会

ライフデザイン

多文化理解

自然と社会の広がり

キャリアを考える

グローバル化の進展で大きく変化する国際・地域社会に即応して未来を切り拓く、たくましい茨大生の育成のため、ライフデザインという授業を開設
しました。この授業では、就職活動なども念頭に、大学時代に体得しておくべき最低限の社会の常識、知識、マナー、多様な文化や価値観などを学び、
倫理観や総合的判断力を身に付けるほか、自らの将来について思いをめぐらし、地域はもちろん、海外などで働く可能性を含めた今後の主体的な生き方
を設計することを目指しています。社会に出るまでの助走期間に当たる3年次生対象として開講されます。

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。
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アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー

①（世界の俯瞰的理解）
●人間が生み出した多様な文化とその価値について深く認

識するとともに、自然環境、国際社会に対する幅広い知識

と俯瞰的な理解力を有している。

●地域がグローバルな動きと繋がっているという認識を

持っている。

 ②（専門分野の学力）
●人文科学・社会科学の学問的な方法、ものの見方・考え

方、知見を身に付けている。

●学問分野に応じた専門的な調査・分析・企画力を身に付け

ている。

 ③（課題解決能力・コミュニケーション力）
●問題を認識し課題を解決するために、多様な情報を主体

的に収集・分析・活用し、文章・口頭で的確に説明できる。

●問題を認識し課題を解決するために、文化、社会、人間を

多角的に捉えて考察できる。

●問題を認識し課題を解決するために、目標に向かって多様

な人 と々積極的にコミュニケーションをはかる能力を備え

ている。

 ④（社会人としての姿勢）
●職業人や市民としての社会的責任と役割に関する自覚に基

づいて、生涯にわたり自ら学び続ける積極性を備えている。

 ⑤（地域活性化志向）
●職業人や市民としての地域の課題を見いだし、地域の持

続的発展に主体的に携わる意欲と能力を有している。

　3学科の7つのメジャー（主専攻）で人文科学・社会科学を多面的・体系的に学び、サブメジャー（副専攻）とあわせて、専門分

野を超えた幅広い視野と実践力を体得します。これにより企業や自治体で地域の将来を見据えて活躍する人材を育てます。

■ 現代社会学科
メディア文化メジャー
国際・地域共創メジャー

■ 法律経済学科
法学メジャー
経済学・経営学メジャー

■ 人間文化学科
文芸・思想メジャー
歴史・考古学メジャー
心理・人間科学メジャー

めざすのは、地域や世界で次の時代を担える、
地域経営力を併せ持つグローバル人材の育成です。

人文社会科学部 入学者選抜などに関してのお問い合わせ

人文社会科学部ホームページ

入学者に求める能力・資質
人文社会科学部では、文系総合学部としての特徴を生かし、
主専攻であるメジャーと副専攻であるサブメジャーの複合によ
る学修を通じて、人間の文化と社会活動に関する専門性を持
ちながら、世界のさまざまな「地域」で生き生きと働き、活躍で
きる人材を育成します。
したがって、人文社会科学部において入学者に求める能力・
資質は以下のとおりです。

①（知識・技能）
人文社会科学部における専門分野の学修に必要な基礎学力
 

②（知的関心）
ア）現代における地域・国際社会とメディア、法律と経済、人
間と多様な文化などの広い分野についての知的関心

イ）大学での学びを通じてこれらを探求し、自らを高め、成長
したいという積極的な意欲

 
③（思考力・判断力・表現力）
ア）さまざまな課題を他者とともに解決していくための基礎
的な思考力、判断力、表現力

イ）さまざまな問題を深く理解するための読解力や分析力、
自分の意見をわかりやすく表現するための記述力などの
基礎

 
④（主体性を持って多様な人 と々協働して学ぶ態度）
自主的・主体的に、さまざまな人々とコミュニケーションを
取りながら、協働して活動する意欲
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●メジャー基礎ゼミ
ゼミナール ゼミナール

卒業研究

専門科目

●放送メディア論　●ジャーナリズム論
●情報メディア論　●出版メディア論
●地域メディア論　●電子メディア論
●マンガ文化論 など

メディア文化メジャー

専門科目

メディア文化メジャー

国際・地域共創メジャー

　社会学、地理学、政治学、国際学を中心にグローバル化した地域社会を構造的
に理解し、高い調査・提案能力を養います。地域、国際社会の抱えるまちづくりや多
文化共生といった諸課題を理解し、解決に向けて協働し、新しい社会をつくりだせ
る人材を育てます。内外でのフィールドワーク、行政・市民と連携授業、専門ゼミ等
を通じて調査・分析能力を養います。

高い調査・提案能力を養い、
新しい社会をつくりだす人材の育成

豊富なプログラムでメディア文化を学び、実践的な経験を積む

現代社会学科

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■科学の基礎　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）
■ヒューマニティーズ　■パフォーマンス＆アート　■自然・環境と人間　■グローバル化と人間社会　■ライフデザイン
■プラクティカル・イングリッシュ

基盤教育科目

専門科目

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　3年

森本 真由［前橋女子高校（群馬）］

世界が拡がるメディアに決定、時間を掛けて専門を選
べることが魅力

上段：前期／下段：後期

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
就業力育成・

ステップアップ系科目

ジャーナリズム論

ポピュラー文化論Ⅰ

スペイン語ⅢB

スペイン語ⅢA

ネットワーク論

英語圏の
文化と社会

メディア文化論演習

文化研究入門

English for
Socializing

若者文化史

広告
コミュニケーション論

国際語としての
日本語入門英会話Ⅳ

　新聞、放送、ネット、マンガ、音楽などのメディア文化を学ぶために豊富なプログラムを用意しています。メディアの歴史、現状、
国際比較などを学ぶとともに取材、執筆、コンテンツ制作の授業などで実践的な経験を積むことができます。メディア企業への志
望者、メディアを地域社会に活かし日本のメディア文化を世界に発信したい人などにお勧めです。

メジャーの概要

Bilingualism 基礎演習

メディア史Ⅰ

英会話Ⅱ

健康の科学 情報メディア論 Cross-cultural
communication

文の構造

メディア・リテラシー論

電子プレゼン
テーション論

　入学した当初は、どのコースを専門に選ぶべきか見当もつきませんでした。第2外

国語の「スペイン語」はもちろん、「歴史学への招待」「マス・コミュニケーション論」な

どバランスを考えて幅広く授業を受けました。これが良かったのか、このうちの自分

の世界や考え方の拡がるメディアに興味を持ち、これに決めました。現在は、メディ

ア関連の講義を中心に勉強しています。時間を掛けて専門を選べるのがこの学科の

いいところですね。

●マスメディア入門　●電子メディア入門
●国際学・地理学入門
●社会学・政治学入門 など

学部基礎科目

●国際系専門科目　●地域系専門科目
●リテラシー科目（国際学調査法、地理空
間情報論、社会調査法、政治分析法） 
など

国際・地域共創メジャー

●メディア・リテラシー　●情報活用論
●メディア史　●国際学概論
●人文地理学概論　●社会学概論
●政治学概論Ⅰ など

●映像制作演習　●ジャーナリズム演習　●情報デザイン演習
●メディア文化調査演習　●地域メディア調査演習 など

メディア文化メジャー

●社会調査演習（PBL授業）　●国際系専門科目　●地域系専門科目
国際・地域共創メジャー

●メジャー専門ゼミ

人文社会科学部

ゼミナール
●学科基礎ゼミ

サブメジャー・プログラム（11本の中から自メジャーを除いて1つ選択）
●メディア文化　●文芸・思想　●国際・地域共創　●歴史・考古学　●法学　●心理・人間科学　●経済学・経営学　●グローバル英語
●人文社会科学部地域志向教育　●日本語教育　●行政マネジメント研究

カリキュラム

メディアを学び、発信力をつけ、社会学、国際学
などの手法を駆使し、課題解決力を養います

学びの特長

　メディア文化メジャーと国際・地域共創メジャーで構成

されます。メディア文化メジャーは、新聞、放送、インター

ネット、映画、マンガ、音楽などの現代メディアの特性につ

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、情報の表現・発信能力を養います。

　国際・地域共創メジャーでは、グローバル化が進展する

中で重要な異文化の人 と々の交流や共生するコミュニケー

ション能力を体得するとともに、社会学や地理学、政治学、

国際学を基礎に世界が抱えるさまざまな問題を、「地域」と

いう視点から探究することをめざします。

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（公民）
● 学芸員
● 社会調査士
● 地域調査士（国際・地域共創メジャーのみ）
● GIS学術士（国際・地域共創メジャーのみ）

人
文
社
会
科
学
部
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法律経済学科

カリキュラム私の週間時間割（3年次履修例）

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

メジャーの概要

上段：前期／下段：後期

社会科学科 法学・行政学コース　4年

蛭町 理美［水戸第三高校（茨城）］

学びたい分野に出会えました、充実した毎日です
　民法（家族法）のゼミナールに所属しています。もともと、法学を専攻したいと思

い、茨城大学に入学しました。その中でも何を専門にするのかを迷っていた際に、家

族法に出会いました。家族法は、法学の中でも私たちの生活と密接にかかわってい

る分野です。ゼミでは結婚から虐待まで私たちの実生活で起こりうる幅広い事象に

ついて取り上げており、日々勉強になることばかり。充実した毎日を過ごしています。

家族法C

ゼミ（家族法）

ゼミ（家族法）

家族法B

マーケティング論B

社会保障法A

家族法A

ポピュラー文化論Ⅱ

社会科学入門B

司法制度論

法学概論B 刑事訴訟法

人文地理学B

行政学C

労働法A

労働法B

アジアにおける
文化認識

卒業研究

専門科目

●憲法　●比較法　●財産法
●家族法　●労働法　●国際法
●公共哲学　●行政学 など

法学メジャー

専門科目専門科目

●入門法律学
●経済学・経営学入門 など

●会計学概論　●マクロ経済学
●ミクロ経済学　●日本経済史
●仕事の経済学　●経営管理論
●財務会計論　●地域連携論 など

●金融システム論　●経済政策論　●財政学　●アジア経済論
●マーケティング論　●管理会計論　●監査論　●法学経済学総合講座 など

経済学・経営学メジャー

●日本国憲法概論　●民法概論
●政治学概論　●経済学概論
●経営学概論 など 

●経済法　●知的財産法　●刑事訴訟法　●法学経済学総合講座 など
法学メジャー

経済学・経営学メジャー

人文社会科学部

●学科基礎ゼミ ●メジャー基礎ゼミ ●メジャー専門ゼミ

学部基礎科目

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■科学の基礎　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）
■ヒューマニティーズ　■パフォーマンス＆アート　■自然・環境と人間　■グローバル化と人間社会　■ライフデザイン
■プラクティカル・イングリッシュ

サブメジャー・プログラム（11本の中から自メジャーを除いて1つ選択）
●メディア文化　●文芸・思想　●国際・地域共創　●歴史・考古学　●法学　●心理・人間科学　●経済学・経営学　●グローバル英語
●人文社会科学部地域志向教育　●日本語教育　●行政マネジメント研究

学びの特長

　第一は、「法律か経済か」ではなく「法律も経済も」。法学ないし経済学のどちらかではなく、一方を本格的に学ぶと

ともに他方の基礎も学び、合わせて経営学、会計学、行政学なども学べます。第二は、職業人としても学生としても活か

せる専門能力。本学科で学ぶ見方や知識は、卒業後の職業生活に活かせるだけでなく、ブラックバイトなど学生生活

にも密着しています。第三は、「現場」での様々な交流を通じたレベルアップ。学内外で、地方自治体や企業の皆さんと

共に学び、専門能力を向上させ、実践性の高いものとしていきます。本学科は、これらの特長を通じて、行政や金融な

どの分野で課題解決力を発揮できる人材を育成していきます。

社会的諸課題を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

法学メジャー
現代社会における諸問題について、法的な解決法を学ぶ
ワークライフバランス、起業、地方創生など、私たちのまわりには法に関わる様々な課題があります。法学
メジャーでは、これらの課題に、行政や司法を通じてどのように取り組んでいくかを考えます。国家公務員
や地方公務員を目指す人はもちろん、地域に根ざした企業での活躍を目指す人、法科大学院への進学や司
法書士などの資格取得を目指す人にもおすすめのメジャーです。

経済学・経営学メジャー

経済学と経営学の見方・知識を学ぶ授業、企業研修や経営者と連携した授業、
そして少人数のゼミナールで、理論と実践の双方から、経済の仕組みや企業の経
営を学びます。ビジネスの最前線で活躍したい人、公務員として経済政策に携わり
たい人、地元の経済を活性化したい人、国税専門官、税理士、会計士などの資格
取得を目指したい人におすすめのメジャーです。

地域に根ざした経済政策、マネジメントを学ぶ

ゼミナール ゼミナール
1年次 2年次 3年次 4年次
ゼミナール

基盤教育科目

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（公民）
● 学芸員

人
文
社
会
科
学
部
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人間文化学科 歴史や文化等の理解を深めるとともに、
情報の収集・分析・発信能力を養おう

カリキュラム私の週間時間割（3年次履修例）

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

歴史・考古学メジャー

　内外の歴史学・考古学を軸とした総合的な学びが特徴です。教養人と
して歴史知識をもつことはもちろん、世界が歴史的に形成されてきたこと
を知り、現代の問題を考え、過去への洞察などに基づいて未来を構想でき
る歴史的思考力を育てます。長い目で問題解決を見通す力は、文化遺産
を生かしたまちづくりなどでも役立ちます。

上段：前期／下段：後期

人文コミュニケーション学科 歴史・文化遺産コース　4年

佐藤 和明［沼田高校（群馬）］

卒業研究

●文芸・思想入門　●総合歴史学入門
●入門人間科学 など

学部基礎科目

●論理的思考入門
●日本古典文学概論　●英米文化入門
●考古学入門　●近現代の日本と世界
●心理学基礎論
●文化人類学基礎論 など

●中国思想史　●日本古典文学　●フランス文学 など
文芸・思想メジャー

●日本古代中世史Ⅱ　●ヨーロッパ史特講 など
歴史・考古学メジャー

メジャーの概要

文芸・思想メジャー

　文学作品・評論・絵画などの文化表
現を徹底的に読み込み、分析し、調査

し、あらゆる方面から理解する姿勢を学びます。書き、語り、
論じ、演じるといった表現行為を完成させるための基礎とな
るだけでなく、社会に出ても、常に状況を読み、人間関係を
理解し、他者を思いやる感性を磨き、人生を豊かにします。

心理・人間科学メジャー

　人間文化の多様性を知る文化人類学や認知、感情、社会、発達、臨床
など心理学を体系的に学びます。カリキュラムの中心には、「研究法演習」
があり、内外での演習をとおして、観察、面接、実験、心理検査、調査、
フィールドワークなどを体験します。卒業研究は、現代を生きる人間や地
域社会の課題解決に応用できる力を養うことをめざします。

●学科基礎ゼミ

●日本思想史概論　●日本近代文学史
●西洋美術史 など

文芸・思想メジャー

専門科目 専門科目専門科目

●日本近世史Ⅰ　●中国考古学Ⅰ
●東アジア史 など

歴史・考古学メジャー

●認知心理論Ⅰ　●心理臨床論
●比較文化論 など

心理・人間科学メジャー
●生涯発達論演習　●心理臨床論演習 など
心理・人間科学メジャー

歴史を幅広い視野で考察する力を涵養、古文書なども
調査し史実を議論
　日本近世史のゼミナールに所属し、江戸時代について学んでいます。ゼミでは、近

世関連の文献などの座学や発表を中心に活動しています。日本史の別の時代や世界

史、他コースの歴史に関係する授業なども履修できるので、広い視点で歴史を考え

る力が身に付きます。先生の講話を一方的に聞く講義だけではなく、古文書を調査・

整理し、史実について議論する授業などもあり、歴史を自らの手で言葉で伝えていく

という力も身に付きます。

人文社会科学部

専門演習Ⅱ

専門演習Ⅰ

アジア史BⅡ

日本近世史Ⅱ 日本近世史
史料講読演習Ⅱ

労働法A

民俗学

地誌学概論

日本近現代史Ⅱ

人文地理学B

メディア史Ⅱ

博物館概論
～楽しい博物館～

人文地理学E

博物館学Ⅱ ヨーロッパ
近現代史Ⅱ

日本近世史
史料講読演習Ⅳ

情報メディアと
博物館

●メジャー基礎ゼミ ●メジャー専門ゼミ
ゼミナール ゼミナール

1年次 2年次 3年次 4年次
ゼミナール

基盤教育科目
■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■科学の基礎　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）
■ヒューマニティーズ　■パフォーマンス＆アート　■自然・環境と人間　■グローバル化と人間社会　■ライフデザイン
■プラクティカル・イングリッシュ

サブメジャー・プログラム（11本の中から自メジャーを除いて1つ選択）
●メディア文化　●文芸・思想　●国際・地域共創　●歴史・考古学　●法学　●心理・人間科学　●経済学・経営学　●グローバル英語
●人文社会科学部地域志向教育　●日本語教育　●行政マネジメント研究

学びの特長

　心やことばをとおして人間の本質を探究し、内

外の歴史や文化について理解を深める。人間の

深層を見抜き、よりよい人生、よりよい社会の構

想を提案できる力を磨きます。

内外の文化遺産・歴史を学び、それを活かしたまちづ
くり構想を考える

文芸・思想・言語学を学び
「ことば」を磨き、社会を方向
付ける発想を考える

心理学を中心に、人間の心のはたらき、行動、それら
から生まれる文化について学ぶ

取得可能な資格
● 中学校教諭一種免許状（国語、社会、英語）
● 高等学校教諭一種免許状（国語、公民、地理歴史、英語）
● 学芸員
● 認定心理士（心理・人間科学メジャーのみ）
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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 社 会 科 学 部 　 人 間 文 化 学 科

市川 千恵子 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 社 会 科 学 部 　 現 代 社 会 学 科

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

人文社会科学部
教 員 紹 介

人文社会科学部
教 員 紹 介

文学はあらゆる世界へつながる扉
物事を読み取る視点を身につけよう

NYの国連見学で国際政治に興味
先入観を取り払い、新しい視点を

　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、人文社会科学部の所属ですが、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。

　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、学会発表に限りません。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。
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猪俣

猪俣

猪俣

猪俣

猪俣

猪俣

猪俣

小杉山

小杉山

猪俣

猪俣

小杉山

小杉山

小杉山

小杉山

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

修士課程

学び、留学体験、将来。何を考え、どう取り組んでいるのか。
猪俣先生が、ふたりの学部生に聞きました。

お二人は、現在どのようなことを学んでいるのですか？
メディア文化に興味があって、広く多様なメディアを学べるメディア
文化コースを選びました。1年次は教養科目が主ですが、2年次から
の専門科目ではCMを作る授業やウェブ制作、文化研究などメディア
に関する様々なことを学べるようになり、毎日楽しいです。
元々洋楽や洋画が好きで、直訳できない英語の感覚的な表現に興
味を持っていました。現在は文芸・思想コースで、アメリカ女性詩専
攻の先生のもと、英語の言葉の使い方やその裏に隠れている文脈
の分析などをしています。洋楽の歌詞や洋画のセリフなどに出てく
る英語の使い回し、という最も興味のあった部分を学んでいる。
お二人とも、やりたいと思っていたことができる環境にあるというこ
とで、素晴らしいですね。留学などは考えているのですか？　
入学前から留学や海外旅行は絶対したいと思っていたので、入学後
の9月に早速2週間ペンシルベニア州立大学（PSU）へ行きました。
海外の方と接したなかで、アメリカ以外の方も私の言葉を理解しよ
うとしてくれたのが印象的でした。
英語を使って、母国語が英語でない方ともコミュニケーションが取れ
る機会というのはネイティブとはまた違った良い経験でしたね。
理解しようとして聴いてくれるから、こちらも一生懸命相手を理解し
ようとする。おかげで聴く力がかなり付いたと思います。帰国後の英
語の授業では、英語が喋りたくて仕方ないといった感じでした。
すごくわかります。私もカナダのマギル大への短期留学から帰国した
際、日本語を話すのが面倒に感じるほどで（笑）、英語にすっかり慣れ
たのだなあと実感しました。日本に戻って時間が経つと、その感覚は
戻ってしまうのが勿体ないです。
そう、語学って筋トレみたいなもので、やっていないとすぐになまって
しまうのですよね。でも留学によってそういった自分の変化が知られ
たことが大きいですよね。
あと、海外の方と会話をしていくなかで気が付いたのですが、やはり
日本を知っておくことが大切だなと感じました。そうでないと、会話が
できても話が続かない。
海外では学生同士でも、社会の話とかがよく出るんですよね、政治の
話だったり。自分はこう思っているんだけど、という意見がすぐに出
ますね。
単に語学だけを学ぶのではなく、「日本ではどうなの」という問いに
応えられる準備もまた必要なのだと再認識しました。

留学を通していろいろなことに気が付けたのですね。では、将来は
どのように考えていますか。
制作会社などでものをつくる仕事、映像やイベント企画などに携わ
りたいです。ダンスサークルに所属していることもあって、イベントの
企画・運営などもするのですが、そういった、皆でひとつのことを作
り上げることにやりがいを感じます。当日走り回るのも好きで（笑）。あと
は海外へ旅などもしてみたいです。実際に自分の足で現地へ行って
みて、自分の目で見て、いろいろなことを感じて吸収したいという想
いがありますね。
今はインターネットで何でも疑似体験ができてしまいますけれど、
実際に体感するということは、ものづくりでもすごく価値のあるこ
とですよね。小玉さんはいかがですか？
英語を使った仕事に就きたいのですが、すごく具体的なビジョンがあ
るわけでは無いので、できることを見つけて取り組んでいます。今は
英語の教員免許の取れる授業を率先して受けています。また、英会話
サークルに所属しており、そこで改めて英会話の難しさを実感してい
ます。他大学の英会話サークルの方とも交流があり、初対面の方との
英会話では技術はもちろんですが、恥ずかしく感じない感覚なども鍛
えられました。あとは洋画を観る際に、字数の限られた日本語字幕
では省略されている事が多くて、足りない部分を自分なりに補った
りして、楽しんでいます。
マンガもそうなのですが、例えばそこに描いてある建物を見た時に、
ネイティブとそうでない人とでは解釈も違ってくるわけで。それをどこ
まで介入するかという部分を考えるのもまた勉強になりますよね。
現在学びたいことを学べていて、自分が楽しめている環境にあるの
で、これからゆっくりと模索していきたい。
そうですよね。様々なことを学べる今だからこそ、やりたいことを発見
できたり、進みたい方向を再確認できたりするので、今後も視野を広
げていって欲しいと思います。充実した時間を過ごしているようで、聞
いている方も嬉しいです。授業以外の学校生活はいかがでしょうか？
茨城大学はキャンパスが平坦なので、まるで中学校の校庭のような
キャンパスです。学部を超えて交流できることも魅力ではないかなと
思います。
一人暮らしをしているので、スーパーやレストランなどがあって不便
の無い環境の良さも、魅力のひとつかな。
ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。

文化科学専攻 社会科学専攻

　人間科学分野、歴史・文化遺産分野、文芸・思想分野、言語科
学分野の4分野で、心理学・社会学・文化人類学・歴史学・考古
学・文学・哲学・美術史・言語科学などの研究を行っています。
● 修了後の主な進路
進学や留学、教員、学芸員、公務員や各種民間企業、NPOなど

　現在我々が直面している社会的課題を政策的思考能力と法
的思考能力（リーガルマインド）をもって実践的に解決していく
人材の育成をめざしています。
● 主な進路
行政・民間企業・NPO、司法書士・税理士など

　複雑でグローバル化している経済社会を、経済・経営・会計
に基づいて把握しつつ、多角的な視野と専門的知見を修得して
問題解決に努める人材養成をめざしています。
● 主な進路
進学、税理士、公務員や教員、金融・流通・メーカーなど

　社会学、国際政治学、経済学、地理学、歴史学の分析手法あ
るいは複数分野の手法で、グローバルな観点から「地域」を研
究し、諸課題の問題解決の方法を探究します。
● 主な進路
進学や教員、国内外の行政、企業、NPOなど

人間文化コース 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

　グローバル化や高度情報化への対応を意識して、異文化コ
ミュニケーションとメディア文化の2つの分野で、異文化コミュ
ニケーション、国際協力、メディア文化、メディア環境などの理
論とあり方を研究するとともに、高度な外国語の能力や実践的
な技能を獲得することをめざしています。
● 修了後の主な進路
マスコミや情報関連企業、NGO・NPOなど

コミュニケーションコース

大学院 人文社会科学研究科

人文コミュニケーション学科
文芸・思想コース　3年

小玉 晴南［牛久高校（茨城）］
人文コミュニケーション学科
メディア文化コース　3年

小杉山 伸之［北園高校（東京）］
現代社会学科
マンガ研究

猪俣 紀子 准教授

● 修業年限：2年
● 所定の単位を修得し、研究指導教員のもとで研究の成果を論文などにまとめ、審査と最終試験に合格すると、修士（学
術）の学位が授与されます。

● 専修免許状（国語、社会、地理歴史、公民、英語）
※中学校教諭および高等学校教諭の１種免許状の授与資格を得ている方

2つの専攻、6つのコースで、その先の可能性を拓こう

課程の概要
　人文社会科学研究科では文化と社会の持続的発展に貢献する中核的専門職業人の育成をめざしています。文

化科学専攻は「人間文化コース」と「コミュニケーションコース」の2コース、社会科学専攻は「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」、「地域政策研究（社会人）コース」の4コースから成り

立っています。また、専攻にかかわらず「コミュニティ・マネージャー養成プログラム」や、「人文社会系サステイナビ

リティ学プログラム」も受講できます。

　なお、社会人には履修が容易になるようなさまざまな方策を実施しており、留学生にはきめ細かい日本語教育

を保証しています。

修了要件、取得可能な学位・資格

社会人や留学生も歓迎します！

特別選抜制度を設けて
留学生や社会人に広く門戸を開いています。

職業を有しているなどの場合には、長期履修制度も利用できます。

地域政策研究（社会人）コース
　自治体職員、地方議員を対象とし、実践的な地域政策研究を
行います。

在学生座談会
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アドミッション・ポリシー

ディプロマ・ポリシー

　グローバル化が進み、常に新しい知識・情報・技術が求められる社会へ対応するために、教育学部は平成29年度から組織と

カリキュラムを改革しました。教育実践科学コースを新設し、教育学部全体で理論と実践力を兼ね備えた教育者の育成をめざ

します。理科や数学、英語の教育力と思いを伝える表現力を伸ばし、教育の様々な現代的課題に対応できる人材を育成します。

■ 学校教育教員養成課程
教育実践科学コース
教科教育コース
特別支援教育コース

■  養護教諭養成課程

身に付けよう、学び続ける力、自分を拓く力、人を育てる力

教 育 学 部 入学者選抜などに関してのお問い合わせ

教育学部ホームページ

教育学部は実践的指導力のある教員を養成する。そのため
に全学のディプロマ・ポリシーで示されている能力に加え、次
の知識、能力を身に付けることを卒業要件とする。

① （教員としての姿勢と基本的知識）
教員としての倫理・使命観及び教員の権利と義務に関する
基礎的知識
 

② （学校教育に関する基本的知識）
学校教育の理念、制度、運営に関する基礎的な知識 
 

③ （子どもの心理に関する基本的知識・技能）
子どもの内面や多様性に配慮しながら成長・発達を促すた
めの基礎的な知識 
 

④ （学習指導・生徒指導に関する基本的知識・技能）
初等中等教育の各学校における各教科、領域、専門分野に
関する基礎的な知識・技能 
 

⑤ （教員としての協働性）
同僚教員や保護者、地域社会の人 と々連携、協働する力

入学者に求める能力・資質
 茨城大学教育学部では、実践的指導力のある教員を養成す

ることをめざしています。私たちを取りまく世界は目まぐるしく
変化しています。このような現代の社会にあって、教員に求めら
れていることは、人間・社会・自然についての知的探求心を基礎
にした確かな教育的実践力です。茨城大学教育学部では、十分
な専門的知識と子どもの成長や発達に対応した教育的方法を
身に付け、さらに教育に関わる幅広い視野をもった、人として
の魅力と実力のある教員を養成します。
したがって、教育学部においては、全学のアドミッション・ポ

リシーで示される4つの能力ないし資質に加え、以下の能力・
資質を入学者に求めます。

①教員になるための学修に必要な、
　各教科についての幅広い知識
②教育への関心と教員になりたいという強い意欲
 
さらに、学校教育教員養成課程の各コースでは、学部全体で
求める能力・資質に加え、それぞれ以下のような資質・能力を
身に付けていることを求めます。
 

●（教育実践科学コース）
学校や子どもを巡る問題についての関心とその探究に必要
な思考力・判断力・表現力
 

●（教科教育コース）
各選修の教科についての関心とその内容の探究に必要な思
考力・判断力・表現力
 

●（特別支援教育コース）
障害のある子どもとその教育を巡る問題についての関心と
その探究に必要な思考力・判断力・表現力

　また、養護教諭養成課程では、学部全体で求める能力・資
質に加え、それぞれ以下のような資質・能力を身に付けてい
ることを求めます。
 

●（養護教諭養成課程）
健康や病気についての関心とその探究に必要な思考力・
判断力・表現力
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　教育学部では、平成29年度より、教育学と心理学を融合させたこれまでにない教員養成を行う「教育実践科学コース」を新設
しました。教育実践科学コースでは、学習指導やいじめ・不登校等の対応を中心とする「現代教育プログラム」と子ども理解や児
童・生徒支援に関する「人間発達プログラム」の２つを用意して、現代的・社会的教育課題に対応できる教員の養成を行います。
卒業時には、小学校教員免許だけでなく、中学校や高等学校の多様な教科に対応した教員免許の取得ができます。

言語・社会教育系

理 数 教 育 系

音 楽 教 育 系

保健体育教育系

技 術 教 育 系

生活科学教育系

美 術 教 育 系

国語選修 社会選修

数学選修

音楽選修

美術選修

保健体育選修

技術選修

家庭選修

理科選修

英語選修

特別支援教育コース

　特別支援教育コースは、知的障害児に対する教育を中心
に行い、卒業時に小学校一種免許状と特別支援学校一種免
許状が取得できます。具体的には、卒業までに所定の単位を
修めると、知的障害・肢体不自由・病弱の3つの領域につい
ての資格が得られます。このコースでは、1年生のときから授
業中にボランティア体験や観察実習などを多く取り入れて
いて、障害児者に対する接し方を自然に身につけられるよう
になっています。障害のあるなしに関わらず、特別支援教育
はすべての教育の基本になるものです。ぜひ、このコースで
学修してみてください。

学校教育教員養成課程教育学部

学校教育教員養成課程 学校教育コース 言語・社会教育系 国語選修　4年

佐藤 穂奈美［水戸第一高校（茨城）］

上段：前期／下段：後期
MON TUE WED THU FRI

体育科教育法研究

教員採用試験
対策講座

教員採用試験
対策講座

大学での学びは新しい世界との出会いです大学での学びは新しい世界との出会いです
　私はいじめや不登校への対応の仕方を学ぶ講義や教育の根幹に関わる平和について

考える講義など、教育に関する幅広い知識と教養を習得できるような時間割を組んで

います。近代文学の講義では、高校時代に教科書で読んだ作家たちを新しい視点で読み

解くことができ、毎回刺激的な時間を過ごしています。特に、国語教育に関して仲間と議

論できる少人数ゼミは、自分の考えを深められる密度の濃い時間です。ぜひこの経験を

あなたも！

　私はいじめや不登校への対応の仕方を学ぶ講義や教育の根幹に関わる平和について

考える講義など、教育に関する幅広い知識と教養を習得できるような時間割を組んで

います。近代文学の講義では、高校時代に教科書で読んだ作家たちを新しい視点で読み

解くことができ、毎回刺激的な時間を過ごしています。特に、国語教育に関して仲間と議

論できる少人数ゼミは、自分の考えを深められる密度の濃い時間です。ぜひこの経験を

あなたも！

近・現代散文研究Ⅰ

学校経営と
学校図書館
学校図書館
メディアの構成

近・現代散文研究Ⅱ

道徳と価値の教育

学校教育相談

国語学演習Ⅱ

国語科
教育ゼミナール

1限

2限

3限

4限

5限 教育における
平和学

国語科教育法
特講Ⅱ

初等音楽科
教育法研究

教師の資質と
教職設計B

子どもたちの成長と
豊かな教育文化の創造を願って

カリキュラム

私の週間時間割（3年次履修例）

学びの特長 課程の概要

取得可能な資格
【教育実践科学コース】

【 教 科 教 育 コ ース 】

【特別支援教育コース】

● 小学校教諭一種免許状　● 中学校教諭一種免許状（１教科を選択）　● 高等学校教諭一種免許状
● 幼稚園教諭一種免許状　● 学校図書館司書教諭
● 小学校教諭一種免許状　● 中学校教諭一種免許状（教科は各選修に対応）　● 高等学校教諭一種免許状
● 幼稚園教諭一種免許状　● 学校図書館司書教諭　● 学芸員（社会選修・美術選修が対応）
● 公認スポーツ指導者（保健体育選修が対応）
● 特別支援学校教諭一種免許状　● 小学校教諭一種免許状　● 中学校教諭一種免許状　● 幼稚園教諭一種免許状　
● 学校図書館司書教諭

　私たちを取りまく世界は目まぐるしく変化しています。このような

現代の社会にあって、教師に求められていることは、人間・社会・自然

についての知的探究心を基礎にした、確かな教育的実践力です。そ

のためには、高度な専門的知識に加えて、「教育」に対する幅広い視

野が必要です。

　学校教育教員養成課程では、論理力、実践力、表現力を培い、魅力

ある人づくりに力を入れるとともに、所属するコースや選修に対応

した各教科の専門性、あるいは特別支援学校の教師として必要な専

門性を育みます。新設した教育実践科学コースでは、子どもの成長や発達に対応した教育や現代社会の課題に対応

する教育的方法を身につけ、小学校を中心として活躍する教師を育てます。

教育実践科学コース
高度な実践的指導力をめざした教員育成

小学校と特別支援学校、
2つの教員免許取得をめざしたカリキュラム

基盤教育科目

専門科目

入門・概論的科目 演習的科目

教職に関する科目

1年次 2年次 3年次 4年次

教育実地研究入門
（教育実習事前指導等） 教育実習

卒業研究

体育科教育法研究

　教科教育コースには、小学校教員免許と共に取得する中学校教員免許に対応し
た専門分野を深く学ぶ、言語・社会教育系（国語、社会、英語）、理数教育系（数学、
理科）、音楽教育系（音楽）、美術教育系（美術）、保健体育教育系（保健体育）、技術
教育系（技術）、生活科学教育系（家庭）の7つの系があります。どのような分野を深
く学ぶかということは、「教育」を考え、学んでいこうとする際の基本的立場となるも
ので、受験する際に、どの系・選修に自分が属するかを決めなければなりません。

教科教育コース
教師になって自分の力を社会で発揮したい

教
育
学
部
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養護教諭養成課程

養護教諭養成課程　4年　吉田 早耶香［一関第一高校（岩手）］

衛生学

小児健康運動学

教師の資質と
教職設計B

道徳と価値の教育

学校教育相談 小児・思春期
保健学

養護活動演習Ⅱ

健康相談活動Ⅰ

精神医学

公衆衛生学

教員採用試験
対策講座

教員採用試験
対策講座

母性・小児系
臨床医学・看護学

保健学演習

栄養学

精神保健

感覚器系
臨床医学・看護学

● 養護教諭一種免許状
● 中・高等学校教諭一種免許状（保健）
● 学校図書館司書教諭

　子どもたちはさまざまなストレスにさらされながら生

活をしています。保健室は、ケガや身体の不調ばかりでな

く、精神的な問題を抱えた児童・生徒が訪れる学校の「心

のオアシス」と呼ばれています。いじめや不登校などの相

談も保健室に持ち込まれてきます。養護教諭は保健の専

門家として担任の教師や保護者と緊密な連携を図りな

がら、児童・生徒の学校生活への支援を行うとともに、す

べての児童・生徒がより健康になるように保健教育と保

健管理を行います。養護教諭養成課程では、基礎医学、

臨床医学、看護学、保健学などの医学・看護学に関する

科目と、教育保健、養護学、教育科学などの教育と保健に

関する科目を学びながら、人間の心と身体の問題を共感

的に理解し、問題を解決できる実践力のある教師を育て

ます。

心と体の健康をすべての子どもたちに

上段：前期／下段：後期

カリキュラム私の週間時間割（3年次履修例）

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

養護教諭の職務は、ケガや疾病の手当てや心の悩み相談、学校環境
の整備など健康を守り育てるための健康教育や保健管理、また健康診
断を行ったりと多岐に渡り、どれも理論に基づく実践活動が必要とされ
ています。そのために医学、養護学、学校保健、衛生学、解剖学、栄養学
などさまざまな専門分野を講義により学んでいきます。

幅広い専門分野の講義
ケガの手当てから保健管理まで、さまざまな職務を行
うために必要な専門知識を学びます

専門性を身につけるための実習

3年次になると、講義で学んだ知識を実践に活かすため、実習に行く
ことになります。3年次前期には小学校、後期には中学校、夏休みには病
院へ実習に行きます。そして4年次になると高校へ実習に行きます。
短い期間でたくさんの現場を見ることができ、たくさんの子どもたちと
触れ合うことで、大学だけでは学ぶことのできない貴重な経験をすること
ができるのも、この課程ならではの魅力です。

講義で学んだ知識を実践に活かすために

1年次 2年次 3年次 4年次

養護
実習

養護
実習

病院
実習

中学校にて2週間

市内病院にて2週間

小学校にて2週間

卒業研究

基盤教育科目

専門科目

入門・概論的科目 演習的科目

教職に関する科目

夢や目標を持つ仲間たちと学ぶことで互いに高め合い、
日々成長を感じています
夢や目標を持つ仲間たちと学ぶことで互いに高め合い、
日々成長を感じています
　養護教諭養成課程では、人間の心身の発達に関わる知識や発達過程における健康課

題を学ぶことができます。授業や実習を通してそのニーズに応じた働きかけなどの実践

力を身につけることもできます。学年が上がるにつれ専門的な技術や知識を学ぶ機会が

多くなり、養護教諭になるという自分の夢に少しずつ近づいていることを実感します。同

じ夢や目標を持つ全国から集まった大切な仲間たちとその意識を高め合い、日々の成長

を感じることができます。

　養護教諭養成課程では、人間の心身の発達に関わる知識や発達過程における健康課

題を学ぶことができます。授業や実習を通してそのニーズに応じた働きかけなどの実践

力を身につけることもできます。学年が上がるにつれ専門的な技術や知識を学ぶ機会が

多くなり、養護教諭になるという自分の夢に少しずつ近づいていることを実感します。同

じ夢や目標を持つ全国から集まった大切な仲間たちとその意識を高め合い、日々の成長

を感じることができます。

養護活動と
関連法規

課程の概要学びの特長

取得可能な資格

教育学部

教
育
学
部
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東京女子体育大学体育学部卒業。上越教育大学大学院学校教育

研究科修士課程教科・領域教育専攻生活・健康系コース（保健体

育）修了。愛媛女子短期大学（現、IPU・環太平洋大学短期大学部）、

仙台白百合女子大学、仙台大学などでの教鞭を経て、2012年、茨

城大学に着任。「ダンス・身体表現」の授業では「自己表現の方法を

ひとつ開拓する」をモットーに、言葉を代弁する身体表現を学ぶ創

作ダンスなどに取り組む。個性溢れる学修者の独自の表現方法を

いかに引き出せるか、日々学生と奮闘している。

教 育 学 部

篠 田  明 音  講 師
S h i n o d a  A k a n e

言葉にならない「感覚」を
どう読み取り、どう支援するか

思い描いたとおりにならない難しさも
教師という仕事の魅力です

小・中・高等学校国語科の文学教育理論と方法（実践）に関する研

究を専門とし、主に国語科教育学・教育法の講義、演習、研究指導

を担当している。また、全学教職センターの専任教員として、全学・

各学部における教職課程（教員免許状取得のための科目）の運営・

統括業務に携わり、教育実習の事前事後指導などを担当する。

教 育 学 部 ／ 全 学 教 職 セ ン タ ー

昌 子  佳 広  教 授
S h o j i  Y o s h i h i r o

教 育 学 部
教 員 紹 介

教 育 学 部
教 員 紹 介

　大学で教えるようになる以前は、小学校の教師を13年間やってい

ました。子供の頃からなりたかった憧れの仕事。その原体験は、自分

が得意な国語の問題について他の人に教える機会があったことでし

た。同じ問題でも、分かる人と分からない人がいるのはなぜか。教えよ

うとしてもなかなか上手くいかない。だからと言って答えだけ教えても

意味がない。では、いったいどうすればいいのだろうか。そうした疑問

がやがて、教えることへの興味につながっていったのだと思います。

　教師という仕事の最大の魅力は、“刹那的である”ということ。どん

な授業でも、それは常に“一回限り”の行為であり、同じことをもう一

度再現しようとしても不可能なのです。たとえば中学校では、複数の

クラスで同じ教材を使い、同じような進め方で教えていくのですが、実

際には生徒の反応が違ってきたりするので、全クラスで完全に同じ授

業をすることはできません。必ずしも自分が事前に思い描いたとおり

にはならない難しさ。それが同時に、面白さを感じる部分でもありま

すね。

　そういう難しさのある仕事だからこそ、教師の力量を上げるために

は、個別の体験をひたすら積み重ねていくしかない。実践の経験が物

を言うんです。私自身、小学校の教師だった頃は、前回の授業を反省

し、考察し、授業内容を研究し、また次の授業に向かって行く、という

ことの繰り返しでした。日頃、学生たちにもよく言うのですが、授業づ

くりというのは万全をめざす作業だけれど、決して万全にはなり得な

い。それでも「もうこれでいいや」と諦めてしまっては豊かなものはで

きません。いくつもの選択肢からプランを選び、そのメリット・デメリッ

トを踏まえて、弱い部分をどう補うかを考える。そういう意識を持って

欲しいと思っています。

　だから、学生たちに教材の研究や授業プランの立案をしてもらう時

には、私も学生と同じ作業をするようにしているんです。学生よりも深

く理解することで、自分の考えもきちんとぶつけられるし、「なるほど、

そういう考え方もあるのか」と気づいてもらえる。まだまだ学生たちに

は負けたくない、というライバル心もあるのかもしれませんが（笑）。

　教師というのは本当に魅力的な職業です。どこに行っても子供たち

はかわいいし、周りの先生方も一生懸命にやっている。もちろん苦労

することはあるだろうけれど、それをやるのが教師としてのダイナミズ

ムでしょう。教師をめざす人は、ぜひ希望をもって茨城大学に来て欲

しいと思います。

　ユラユラと揺れる登り棒を目の前に怪訝そうな顔をしている子ど

も。その子を観て、「こわいのかな？」と考えた。「大丈夫だよ」、私は精

いっぱい優しい口調でささやいてみる。しかし、その子の表情は一向

に変わらない。次に、揺れる棒を片手で掴み、その手を階段に見立て

てみる。すると、不安な表情こそ残してはいたが、私の手に片足を乗

せ、両腕でしっかりと棒を掴み、上へ登ろうという姿勢が見て取れた。

　これは、3歳児を対象に登り棒をしていた時の一幕である。発信され

る「言葉」や「行動」は、それを受け止める側の解釈によりその理解は

異なる。この子の場合には、実体験と「大丈夫」という言葉がまだつな

がっていなかったのだと、その後の行動により気づいた。この子が求

めていたのは、優しい言葉かけではなく、安心して取り組める条件が

整うこと。それを怪訝そうな表情で訴えていたのである。このように、

運動を指導する場面においては、学修者が言葉にできない心情を指

導者が汲み取り、どのタイミングで何を支援すべきか考え、即座に対

応する場面が次 と々起こる。

　私は主にダンス（身体表現）を指導する立場にいるが、「運動学」の

理論を重んじている。ここでは、種目の枠を超えて「どうやったら新し

い運動を身につけることができるのか」について学ぶことができる。

　私がこの学問に出会ったのは、大学2年生の時。まだ、人に指導する

場面が少なかった私には、この理論を考えるための実践が少なすぎて

理解できなかった。しかし大学3年生になり、下級生の指導に頭を悩

ませていた私は、やっとこの学問の訴える、理論の片鱗に触れること

ができたのである。この学問は、「身体知」という「動きかたを覚える知

恵」の仕組みを学ぶ理論である。理論は、実践を元に成り立っている。

しかし、いつしか実践はなおざりにされ、理論ばかりが重視されるよう

になったと感じている。そんな中、実践から理論を学ぶスタイルを貫く

この学問は、私にとって、学ぶ楽しさを味わわせてくれた唯一無二の

学問である。

　大学で所属した部活はダンス部。自分が考える事柄や創造する世界

が観ている人に受け入れられるか？何をどのように伝えれば共感しても

らえるのか？そんなことばかり考えていた（これは今も変わっていない）。

　茨城大学では、幼稚園から高等学校までの教員免許を取得するこ

とができる。個性溢れる学修者を前に「自分らしさを活かしながら、何

をどのように指導していけば良いのか？」、互いの良さを享受し、向上

し合える指導者の養成が私に与えられた課題だと考えている。

　学びの大切さに気づくタイミングは、いつか必ずくる。もし今明確な

目標がないとしても、見つかったときに迷わず飛び込んでいけるだけ

の土台をつくってほしいと思う。

教
育
学
部
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大学院 教育学研究科 修士課程 専門職学位課程

教職大学院・教育実践高度化専攻

養護教育専攻

高度な専門職業人として次世代の教育を担う教員養成をめ
ざしています。実践力を高めるため学校での実習をコアとし、教
育現場で起こっている具体的な課題の解決を学校の教員、大
学院生、大学教員が一体となってめざします。
■学校運営コース
学校のマネジメント能力を備えたスクールリーダーの養成

■教育方法開発コース
授業実践を省察し、授業改善を図るとともに、学校での授業
研究をリードする力の養成

■児童生徒支援コース
生徒指導上の問題に対し、協働して問題解決を図れるリー
ダー的資質の養成

● 修了後の主な進路
公立学校教員など

子どもたちの心と体を守り育てるための養護の実践と研究
の能力を養成することを目的としています。
● 修了後の主な進路
公立学校教員など

教職大学院・教育実践高度化専攻

障害児教育専攻

特別支援教育に関して高度な研究と実践の能力を養成する
ことを目的としています。

● 修了後の主な進路
公立学校教員など

障害児教育専修
学校臨床心理専攻

心の問題をもつ人への援助に関する実践と研究を、臨床心
理学および関連領域の学問成果を用いて、専門的に行うため
の理論と技術を教えることを目的としています。
● 修了後の主な進路
スクールカウンセラー、病院、企業、
福祉施設のカウンセラーなど

学校臨床心理専修

教科教育専攻

各教科の教科内容とその教育に関して高度な研究と実践の
能力を養成することを目的としています。
● 修了後の主な進路
公立学校教員など

国語教育専修
数学教育専修
音楽教育専修
保健体育専修
家政教育専修

社会科教育専修
理科教育専修
美術教育専修
技術教育専修
英語教育専修

養護教育専修

教育から医療まで、そして教職大学院
総合大学に匹敵する研究・教育分野を抱えた研究科

課程の概要

● 修業年限・2年
● 教育実践高度化専攻：教職修士（専門職）
● その他の専攻：修士（教育学）

　教育学研究科は、高度な専門的資質を持つ教員や教育関係職業人の養成及び現職教員の再教育をめざして設置され

ました。平成28年度に教職大学院・教育実践高度化専攻が新設され、学校運営、教育方法開発、児童生徒支援の3つの

コース編成で、より実践力を備えた教員養成をめざします。教職大学院開設に伴い学校教育専攻は廃止され、既設の障

害児教育、教科教育、養護教育、学校臨床心理の4専攻は存続します。教科教育専攻は、さらに国語教育、社会科教育、数

学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育の10専修に分かれます。2年間の課程

を修了すると修士（教育学）の学位が与えられます。

　なお、現職の学校教員などの社会人が教育学研究科で学修及び研究する機会を増やすため、入学と履修方法が工夫

されています。

修了要件・取得可能な学位 取得可能な資格

● 幼稚園教諭専修免許状　● 小学校教諭専修免許状
● 中学校教諭専修免許状（各教科）　● 高等学校教諭専修免許状（各教科）
● 養護教諭専修免許状　● 特別支援学校教諭専修免許状 

特別支援教育特別専攻科 

一種免許状取得コース 

幼・小・中・高のいずれかの一種免許状を取得済みまたは取
得見込みの4年制大学卒業生を対象とし、特別支援教育に関
する専門的な知識を基礎から学ぶことを目的としています。
専門的な知識を基礎から学ぶ科目、理論を実践で活用するア
クティブ・ラーニング科目、実践場面を想定して教材開発力を
身につける科目のほかに、充実した実習プログラムが用意さ
れています。修了者は特別支援学校教諭一種免許状が取得で
きます。 
● 修了後の主な進路
公立学校教員、進学（大学院教育学研究科障害児教育専攻、
特別専攻科専修免許状取得コース）など 

専修免許状取得コース 

一年間で特別支援学校教諭一種免許状／専修免許状
（知的障害・肢体不自由・病弱領域）が取得できます 

専攻科の概要

● 修業年限・１年
● 一種免許状取得コース：特別支援学校教諭一種免許状（知的障害・肢体不自由・病弱）
● 専修免許状取得コース：特別支援学校教諭専修免許状（知的障害・肢体不自由・病弱）

特別支援教育特別専攻科は、特別支援教育の充実を図るため、障害のある子どもに関する専門教育を行い、主として

知的障害児の担当教員養成を目的としています。本専攻科には、修業年限がそれぞれ1年間の「一種免許状取得コース」

と「専修免許状取得コース」があります。教育と研究指導には、障害児教育教室の専任教員があたり、教育学・心理学・生

理学を柱として、それぞれの特色を生かし、教育学部の教育とも相互に親密な関係を取るように工夫されています。ま

た、学外からも専門領域の研究者・実践者を講師として迎え、知的障害児の教育を中心としながら、肢体不自由、病弱、発

達障害、重度・重複障害等の教育も含めて幅広く特別支援教育について勉学できる機会を与えています。 

修了要件・取得可能な資格

理論と実践の往還を大切にしたカリキュラム
すでに特別支援学校教諭一種免許状を取得済みまたは取
得見込みの者を対象とし、専門性の高いスキルを持った特別
支援教育のエキスパートの養成を目的としています。それぞ
れの科目では、PBL（問題解決学習）、アクティブ・ラーニング、
アクション・リサーチ等を積極的に取り入れ、専門的知識にも
とづいた実践的スキルを学びます。修了者は特別支援学校教
諭専修免許状が取得できます。 
● 修了後の主な進路
公立学校教員など 

茨城大学教育学部では､4年次になると希望する都道

府県等の教員採用試験を受験し、翌年から教員として歩

み出します。大学院や特別専攻科に進学し、その後、教員

になる者もいます。大学4年次や大学院在籍中に教員採

用試験に合格した場合は、都道府県によって大学院修了

まで教員としての採用を待ってくれるなどの特例があり

ます。大学院や特別専攻科への進学は教育学部以外の

学部からもできますが、出願にはそれぞれ要件がありま

すので各募集要項を確認ください。

また、教員として働き始めた後でも、大学院や特別専

攻科に進学することができます。学部新卒者と現職教員

がともに専門性を高め、教育諸課題について高度な理論

的・実践的能力を身に付ける場となっています。※出願要件の詳細は各募集要項をご覧ください。

採用候補者名簿の猶予
（茨城県等）

専門的知識を実践的スキルへ 

教員への道、教員からの道

大学

大学院

大学院教育学研究科（修士課程）

教職大学院

特別専攻科

特別支援教育特別専攻科

教員

・小学校

・中学校

・高等学校

・中等教育学校

・特別支援学校

・幼稚園

　　　　　など

教

育

学

部
・
他

学

部

教員採用
試験
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高度な実践的指導力をめざした教員養成をする
「教育実践科学コース」を平成29年4月に新設

学校教育教員養成課程 教育実践科学コース

教育実践科学コースは、広く現代的・社会的教育課題に対応できる実践的指導力をもった教員の養成をめざしていま

す。今日の学校教育をめぐる問題は多様化・深刻化しています。そのため、広く教育学の基礎を学んだ後に、学習指導、い

じめ・不登校、メディアと社会、子ども理解、児童・生徒への支援に関する専門科目を学び、教育現場で起こっている諸課

題に対応できる実践的指導力を培います。さらに本コースは、小学校教員免許だけでなく、中学校や高等学校の教科に

対応した教員免許の取得が可能です。自分の適性に合わせてどのような免許を取得して卒業するのかをじっくり考えて

ください。

高度な実践的指導力をめざした教員養成のために、平成29年度より、教育学と心理学を融合させた「教育実践科学

コース」を新設し、これまでにない教員養成を行います。

本コースでは、今日の教育現場で求められている実践的指導力を身につけた教員の養成を行います。具体的には、学

校教育の特性と問題点を理解した上で、児童・生徒の支援と学習指導を行うことができる教員の養成をめざします。

本コースでは、学習指導やいじめ・不登校等の対応を中心とする「現代教育プログラム」と子ども理解や児童・生徒支援に関する「人間発達プ

ログラム」の2つを用意して、現代的・社会的教育課題に対応できる教員の養成を行います。さらに、教職大学院との接続による6年一貫の専門

的教員養成を行い、高度な実践的指導力を身につけることができます。

学びの特徴

コースの概要

紹介

次世代の教育を担う教員をめざして
平成28年4月、大学院教育学研究科に教職大学院を開設

大学院教育学研究科 教職大学院

教職大学院は、高度な専門職業人として次世代の教育を担う教員養成をめざしています。実践力を高めるため学校で

の実習をコアとし、教育現場で起こっている具体的な課題の解決を学校の教員、大学院生、大学教員が一体となって

めざします。そのプロセスをていねいに省察することによって、理論と実践を往還しながら高度な実践力を身につけます。

学びの特徴

紹介

教育学部附属学校園案内教育学部教育学部

教育現場と一体となって、研究の推進をバックアップします

附属幼稚園 附属小学校

附属中学校 附属特別支援学校

附属幼稚園は、教員養成を目的とする茨城大学教育学部の附属

幼稚園として、大学の研究と学生の教育実習の場として創設されま

した。したがって、大学と共同または自主的に幼児の教育研究を行

い、地域の幼児教育の向上に寄与する使命をもっています。2年・3年

保育、計5学級編成で定員は134名、教職員は10名です。

本園は、豊かな人間理解を根底とする社会性の芽生えを重視し、

基本的な生活習慣を指導するとともに、自主性・創造性を養い、明る

く健全な心身の発達を促し望ましい人格の養成を目標としています。

また、地域と連携を図る取り組みとして、就園前の子どもとその親

を対象とした「コミュニティー広場」や、さまざまな分野の講師を招い

ての学習会「子育て

支援講座」を開設

し、子育ての支援事

業にも取り組んで

います。

附属小学校は、教育学部の教育実践校としての機能を果たすこと

を主な目的としています。学校所在地は、江戸時代の水戸城の二の

丸跡地にあたり、豊かな自然環境に恵まれています。特に、「小鳥の

森」は、文字通り小鳥がたくさん集まるところで、自然がいっぱいで

す。児童は、そこを探索したり、遊んだりするなど活動を楽しんでい

ます。学校規模は、1学年から６学年まで3学級ずつ。それに3・4年の

複式学級16名の合計614名です。

毎年、教育学部の3年次の学生約150名が教育実習を経験しま

す。児童との直接的なふれあいを通して、教職への希望や意欲をふ

くらませていきます。附属小学校の33名の教職員は全精力を傾け

て、次代を担う若

人と共に明日の教

育を語りながら小

学校教育や実習の

あり方を追求して

います。

附属中学校は、中学校教育の理論と実践に関する研究や、教育学

部学生の教育実習を行っています。学校規模は各学年4学級編成

で、生徒定員は480名、教職員は英語指導助手や講師を含めて32名

です。

附属中学校では、今日的な教育課題や生徒の実態から、教科別

あるいは領域別のさまざまなテーマを設定し、全教職員で共同研

究を推進しています。日々の実践を通した実証的な研究活動を重

視し、その成果を県内外の教員を対象に、毎年、公開授業発表会で

発表しています。

生徒たちは、日常の学習活動に意欲的に取り組み、教育実習や

研究発表などの機

会を通じた学外の

人々との触れ合い

により、多くの刺激

を受けたくましく

成長しています。

附属特別支援学校は、知的発達に遅れのある児童生徒のための

学校です。障害による学習上または生活上の困難を改善・克服し自

立を図るため、個に応じた教育の実践と研究に取り組んでいます。

児童生徒数は、小学部・中学部・高等部あわせて53名、教職員は

36名です。小中学校に比べて教員一人あたりの児童生徒数が少な

いのが特色のひとつです。

附属特別支援学校では、保護者や関係機関との連携を図りなが

ら、卒業後の自立と社会参加をめざし、障害の特性に応じた学習活

動や進路指導を行っています。

また、特別支援学校教諭免許取得のための教育実習や介護等体

験実習を行い、教

員をめざす学生の

指導にも力を注い

でいます。

今日、学校では、様々な問題を抱えるなかで、適切かつ迅速に対応し、判断し、行動に移すことができるマネジメント力が求
められています。教育改革や政策動向にも通じながら、教職員をチームとしてまとめ上げ、これからの学校づくりをリードする
ことができるスクールリーダーを養成します。

児童生徒支援コース

特別なニーズのある児童生徒（例：発達障害や学級不適応）を集団の
中で育てる仕組み作りのできる教員の養成をめざします。適応指導教
室でカウンセリングを体験的に学んで技術を習得し、通常学級において
はソーシャルスキルトレーニングの実施や、個別の指導計画の作成法
等を学びます。

コースの概要

学校運営コース
学校のマネジメント能力を備えたスクールリーダーの養成

生徒指導上の問題に対し、協働して
問題解決を図れるリーダー的資質の養成

幅広い視野から育成すべき学力像・求められる授業像をとらえ、児童
生徒の実態に即した授業の構想・展開のできる教員の養成をめざしま
す。今日の課題に対応した授業づくりや指導方法を学ぶとともに、授業
研究を通して実践を省察し、授業改善につなげる方法を修得します。

教育方法開発コース
授業実践を省察し、授業改善を図るとともに、
学校での授業研究をリードする力の養成

教
育
学
部
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　理学部では、近年の理学教育の新しい流れに対応するために、「１学科６コース制」を導入しています。学科の枠組みを取り

払った教育システムにより、理学の専門知識と問題解決能力を修得させ、社会のさまざまな分野で活躍できる「理学のスペシャ

リスト」の育成をめざします。

未知なる自然界を探究する「理学のスペシャリスト」を育成

アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー

茨城大学の教育目標は、変化の激しい21 世紀において社会
の変化に主体的に対応し、自らの将来を切り拓くことができる
総合的人間力を育成することである。茨城大学の学生が卒業
する時に身に付けているべき、５つの知識及び能力で構成され
るディプロマ・ポリシー（卒業基準）に基づいて、茨城大学理学
部を卒業する学生が備えておくべき知識・能力について以下の
ように定める。

①（世界の俯瞰的理解）
未知なる自然への深い関心と探求心に加え、人類の多様な
文化や思想、歴史を理解しうる国際感覚
 

②（専門分野の学力）
国際的に通用する理学の知識と、実践に基づく論理的な思
考力
 

③（課題解決能力）
自ら新しい課題を見つけて解決する能力（思考力・判断力・
表現力）。多様な人々との協働を可能にするコミュニケー
ション力と英語能力
 

④（社会人としての姿勢）
社会の持続的な発展に貢献しようとする意欲と主体性、職
業人としての倫理観
 

⑤（地域活性化志向）
世界有数の研究機関や先端産業が集積し、一方で自然豊
かな茨城県の特徴を生かした学修に基づく、社会と科学の
発展に貢献する「理学スペシャリスト」としての柔軟かつ創
造的な思考力

■ 理学科
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

理 学 部 入学者選抜などに関してのお問い合わせ

理学部ホームページ

入学者に求める能力・資質
理学部は、自然科学に関する真理、原理、理論を論理的、か

つ、合理的に理解することを目指す学部です。本学理学部は、１
学科６コース制を導入しており、理学科の中に数学・情報数理、
物理学、化学、生物科学、地球環境科学、学際理学の６コースが
あります。理学部では、各専門分野の学修を通して得られる高
い専門知識だけでなく、幅広い知識と能力を身に付けるととも
に、柔軟な思考力及び問題解決能力を有する「理学スペシャリ
スト」として、社会が直面する諸課題に積極的に取り組み、広く
社会の発展に貢献することができる人材の育成を目指してい
ます。
したがって理学部入学者には、以下の能力を求めます。

①（知識・技能）
●数学、理科の基礎知識及び論理的思考力を身に付けてい

ること

●国語、外国語、地理歴史又は公民の基礎的な知識も有し、

論理的な文章を作成できること

 
②（知的関心）
自然及び社会に起きている出来事に対する幅広い関心を
有していること
 

③（思考力・判断力・表現力）
これまでの学習と生活において、課題解決をめざして思考
力・判断力・表現力を用いた経験がある、あるいはそのよう
な経験をしたいという意欲を有していること
 

④（主体性）
自然科学の分野において探求活動を行う意欲と主体性を
有していること
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量子力学演習

●行列代数　●微積分Ⅰ・Ⅱ　●情報基礎　●統計入門　●基礎化学実験Ⅰ
●物理学Ⅰ・Ⅱ（または基礎物理学Ⅰ・Ⅱ）　●基礎化学Ⅰ・Ⅱ（または化学Ⅰ・Ⅱ）
●生物学通論Ⅰ・Ⅱ（または基礎生物学Ⅰ・Ⅱ）　●基礎地球惑星科学Ⅰ・Ⅱ　●一般物理実験
●一般化学実験　●一般生物実験　●一般地学実験

基礎科目 基礎科目
●行列代数　●微積分Ⅰ・Ⅱ　●物理学Ⅰ・Ⅱ　●基礎化学実験
●基礎化学Ⅰ・Ⅱ（または化学Ⅰ・Ⅱ）　●基礎生物学Ⅰ・Ⅱ（または生物学通論Ⅰ・Ⅱ）
●基礎地球惑星科学Ⅰ・Ⅱ　●物理学演習Ⅰ・Ⅱ　●情報基礎
●統計入門　●物理数学Ⅰ　●一般地学実験　●一般化学実験
●一般生物実験　●線型代数

●集合入門　●線型代数　●数学基礎演習Ⅰ・Ⅱ　●離散数学・演習　●ベクトル解析・演習
●プログラミング入門・演習　●複素級数・演習　●複素解析・演習　●応用解析・演習

数学プログラム

標準科目

●実数論　●群論・演習　●位相空間・演習　●測度と確率　●代数学A・B　●幾何学A・B　●関数解析
●数理構造特論 ●数理解析特論　●応用数理特論　●外書講読　●数学考究

情報数理プログラム
●情報社会と倫理　●情報と職業　●情報システム入門・演習　●アルゴリズム論・演習　●シミュレーション入門・演習
●データ解析概論・演習　●ネットワーク概論・演習　●情報解析入門・演習　●情報数理特論　●外書講読　●情報数理考究

発展科目

卒業研究 卒業研究

学びの特長 学びの特長

理学科 数学・情報数理コース理 学 部 理学科 物理学コース理 学 部

理学科 数学・情報数理コース　4年　石橋 真［佐原高校（千葉）］

理解が深まることを実感できる、素晴らしい講義ばかりです
　時間割の作成にあたっては、自分の学科の専門科目である数学の講義を最優先
で選択しました。その他の科目については刻一刻と近づきつつある就職活動や教員
採用試験のことを想定して時間割を組むよう心がけました。特に思想やステップ
アップ系科目については自分の興味・関心があるのはもちろん、シラバスなどをよく
参照して実践的な講義を履修しました。専門科目は2年生らしく一筋縄ではいかな
いものの、講義を聴いて自分の理解が深まるのを実感できる素晴らしい講義ばかり
でした。教養科目においては他学部の学生との交流の機会も多く、専門分野を学ぶ
だけでは知り得なかったであろう知識・見聞を得ることができました。

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

総合英語（学術）
数学科教育法Ⅱ

離散数学
群論演習

数学科教育法Ⅰ
群論

人間と思想 身体活動

離散数学演習
複素級数

統計入門 実数論
位相空間

総合英語（学術）

位相空間演習
日本国憲法
社会と政治

ベクトル解析演習

ベクトル解析

数学科教育法Ⅲ

上段：前期／下段：後期 上段：前期／下段：後期

理学科 物理学コース　平成28年度卒業　三浦 智佳［岩ヶ崎高校（宮城）］

熱統計力学演習 熱統計力学Ⅱ

計算物理演習宇宙物理学

シミュレーション入門
課題別物理実験

熱統計力学Ⅰ
量子力学Ⅱ

量子力学Ⅰ

私の週間時間割（2年次履修例） 私の週間時間割（3年次履修例）

取得可能な資格 ● 中・高等学校教諭一種免許状（数学）　● 高等学校教諭一種免許状（情報） 取得可能な資格 ● 中・高等学校教諭一種免許状（理科）

ミクロの非現実的な理論を経験的に学ぶことができます
　3年次は量子力学などミクロの世界の物理についての科目を履修しています。ミク

ロの世界は非現実的で想像できないためなかなか理解しづらいところがあります

が、実験やコンピュータシミュレーションに関する科目で理論を経験的に学ぶこと

ができるという点が魅力です。

　また3年次は自由な時間が増えるため、意欲さえあれば自分の興味のある科目を

自由にとることができます。自分の興味も伸ばせ、幅広い知識を得られるというとこ

ろも魅力だと思います。

複素級数演習

就業力育成・
ステップアップ系科目

量子力学Ⅰ

シミュレーション入門

課題別物理実験

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

●物理学Ⅲ　●電磁気学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　●物理学実験
●量子力学ⅠA・ⅠB　●熱統計力学Ⅰ　●熱統計力学演習
●物理学演習Ⅲ・Ⅳ　●物理数学Ⅱ・Ⅲ　●物理学ゼミナールⅠ・Ⅱ
●解析力学

標準科目

●量子線科学入門　●放射線とRIの基礎　●核エネルギー基礎科学　●原子科学基礎実験　●宇宙物質学
●宇宙物理学　●量子力学Ⅱ　●量子力学演習　●熱統計力学Ⅱ　●計算物理演習　●物性物理の基礎
●課題別物理実験　●量子ビーム応用科学　●原子核物理概論　●放射化学概論　●相対性理論　●素粒子物理入門
●外書講読Ⅰ・Ⅱ　●物理学特論　●インターンシップ実習

発展科目

基盤教育科目

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

カリキュラム

純粋な数学から、ITを駆使した情報数理学まで
このコースでは、代数学・幾何学・解析学などを学ぶ「数学プログラム」と、情報数理の理論とコンピュータ科学・データ

科学の手法を学ぶ「情報数理プログラム」を設けています。「数学プログラム」では、数学を基礎とした論理展開力を養い

ます。また、「情報数理プログラム」ではコンピュータを用いた情報処理能力を土台として、数理科学のさまざまな問題に

ついて、その解決に至るまでの考え方を実践的に学びます。いずれのプログラムにおいても、21世紀の数理科学の発展と

社会への還元に寄与できる人材を育てます。

物理学を基礎から体系的に学びたい人に最適
20世紀初頭の量子力学の建設によって幕を開けた現代物理学は、私たちの自然観を根底から変え、さらに現代社会

をささえる科学技術の発展をもたらしました。このコースでは、超ミクロの世界を扱う素粒子物理学の領域、電子や原

子から構成される物質がもつ機能を探究する物性物理学の領域、そして超巨大な宇宙で起こっている物理現象を研究

する宇宙物理学の領域を学びの対象とします。現代物理学の専門知識と方法を修得し、物事を論理的・体系的に把握す

ると同時に、さまざまな課題に専門性を生かして柔軟なアプローチができる人材を育てます。 

1年次 2年次 3年次 4年次

カリキュラム
1年次 2年次 3年次 4年次

理
学
部
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理学科 化学コース理 学 部 理学科 生物科学コース理 学 部

理学科 化学コース　4年　小林 恵［仙台三桜高校（宮城）］

化学の魅力と共に、友人や先輩、先生方のサポートの
ありがたさを感じます
　化学コースの3年生が対象の講義をほぼ全て受けようとすると、この時間割にな

りました。座学は、専門的で難しい内容でしたが、石焼き芋が中心部までよく焼け

る理由など身の回りの現象を化学的に理解できるようになり、化学の魅力を改め

て感じられました。実験は、化学の各分野の実験がほぼ毎週あり、本当に毎日レポー

トを作成していました。難しい課題に何度も直面しましたが、友人や先輩方、そして

先生方のサポートにより乗り越えられました。自分に関わっている方々の多さとあり

がたさを知ることのできた時間割でした。

生物物理化学

無機化学Ⅱ
機能性有機分子

生化学Ⅱ
有機化学Ⅳ

有機化学Ⅲ

化学系実験 化学系実験
化学系実験

分析化学Ⅲ
化学系実験

化学系実験 化学系実験

物理化学Ⅲ
生化学Ⅲ

化学系実験
化学系実験 化学系実験

化学系実験 化学系実験
化学系実験 化学系実験

化学系実験
化学系実験
化学系実験
化学系実験

講義や実験で、忙しくても充実した毎日を過ごせます
　卒業研究で自分がやりたい分野に関連する講義と生物科学の専門の講義を中心

に履修しました。また夏季休業中には生態学の実践演習を履修しました。私の場合

3年次の履修科目数は1、2年次に比べ少なくなりましたが、履修内容はより難しく

なったように感じました。実験をする時間も増え、そのレポートに追われました。

　3年次には勉強は忙しくなりますが、自分の興味のある分野について学べ、とても

充実した毎日を過ごすことができました。

生物物理化学

古海洋学 分子生物学Ⅱ

生態学Ⅱ
分類学Ⅲ

生物系実験（前・後期） 生物系実験（前・後期）

陸水生物学
生態学Ⅱ

発生生物学

● 中・高等学校教諭一種免許状（理科）　● 毒物劇物取扱責任者　● 危険物取扱者

取得可能な資格 ● 中・高等学校教諭一種免許状（理科）

発展科目

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

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

上段：前期／下段：後期 上段：前期／下段：後期

●基礎微積分Ⅰ（または微積分Ⅰ）　●基礎物理学Ⅰ（または物理学Ⅰ）　●基礎化学Ⅰ（または化学Ⅰ）
●生物学通論Ⅰ　●基礎地球惑星科学Ⅰ　●生物学通論Ⅱ　●基礎行列代数
●基礎微積分Ⅱ　●基礎物理学Ⅱ　●基礎化学Ⅱ　●基礎化学実験Ⅰ
●基礎地球惑星科学Ⅱ　●情報基礎　●統計入門　●一般物理実験
●一般化学実験　●一般地学実験

基礎科目

●生物学基礎実験Ⅰ*　●生物学基礎実験Ⅱ*　●細胞生物学*　●動物生理学*　●遺伝学*　●分子生物学Ⅰ*
●分類学Ⅰ*　●分類学Ⅱ*　●生態学Ⅰ*　●生物科学トピックスⅠ・Ⅱ　●発生生物学*　●分子生物学Ⅱ
●放射線生物学概論　●分類学Ⅲ　●陸水生物学　●生態学Ⅱ*　●生態学Ⅲ　●生物科学外書講読Ⅰ・Ⅱ*
●生理・生化学実験*　●分子生物学実験*　●生物科学演習Ⅰ*　●生物科学演習Ⅱ*　●細胞・発生生物学実験*
●生態学実験*　●分類学実験*　●生物科学野外実習　●陸水環境科学実習　●インターンシップ実習

専門科目
生物科学分野専門科目

*印は、生物科学コースのコア科目と必修科目

理学科 生物科学コース　平成27年度卒業　丸岡 夏海［牛久高校（茨城）］

外書講読
外書講読

私の週間時間割（3年次履修例）

化学系実験

＊印は、量子線科学プログラム科目

●基礎微積分Ⅰ（または微積分Ⅰ）　●基礎物理学Ⅰ（または物理学Ⅰ）　●化学Ⅰ
●基礎生物学Ⅰ（または生物学通論Ⅰ）　●基礎地球惑星科学Ⅰ　●基礎行列代数
●基礎微積分Ⅱ（または微積分Ⅱ）　●基礎物理学Ⅱ（または物理学Ⅱ）　●化学Ⅱ
●基礎生物学Ⅱ（または生物学通論Ⅱ）　●基礎化学実験Ⅰ　●基礎地球惑星科学Ⅱ
●情報基礎　●統計入門　●一般物理実験　●一般化学実験　●一般地学実験

基礎科目

●基礎化学演習Ⅰ・Ⅱ　●基礎化学実験Ⅱ　●物理化学Ⅰ・Ⅱ　●分析化学Ⅰ・Ⅱ　●有機化学Ⅰ・Ⅱ　●無機化学Ⅰ・Ⅱ　●生化学Ⅰ・Ⅱ
●物理化学演習実験　●分析化学演習実験Ⅰ　●有機化学演習実験　●無機化学演習実験　●生物化学演習実験

標準科目

●化学セミナー　●物理化学Ⅲ　●分析化学Ⅲ　●有機化学Ⅲ　●有機化学Ⅳ　●無機化学Ⅲ　●生化学Ⅲ　●分析化学演習実験Ⅱ　●生物物理化学
●機能性有機分子　●総合原子科学入門*　●放射化学概論*　●放射線環境化学概論*　●放射線とRIの基礎*　●化学安全実験法　●アドバンスト化学演習
●アドバンスト化学セミナー　●インターンシップ実習　など

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎　■ヒューマニティーズ
■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎　■ヒューマニティーズ
■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

学びの特長

講義・演習・実験が一体となった学修
化学は、原子レベルで自然現象を理解し、新しい物質を創製する、幅広い学問です。そこで、化学コースでは、有機

化学、無機化学、分析化学、物理化学、生化学を基幹とする体系的なカリキュラム（化学コアプログラム）により、講

義・演習・実験が一体となった学修を導入しています。体験によって物質世界を実感しながら、多様な化学知識と実

験技術を確実に身につけて、化学分野はもとより、生命・環境・エネルギー・装置開発など、さまざまな分野で活躍で

きる人材をめざします。

学びの特長

基礎生命科学と多様性生物学をバランスよく学ぶ
ここ40年の間に、生物学の研究とその方法は大きく変わってきています。新しい流れを踏まえ、生物科学コースで

は、生物学の基礎を学び、また最先端の研究に触れることのできる講義・演習・実験・実習を用意しています。生命現

象の根底にある遺伝情報の発現と制御、発生のしくみ、細胞の多様な能力、生命の起源と生物の進化、生物と環境と

の関わりなど、基礎生命科学から多様性生物学まで学ぶことを通して、未解決の問題を解き明かすために必要な能

力を身につけます。知識や技術を修得するために、実験・実習・卒業研究などの体験を重視しているのも、生物科学

コースのカリキュラムの特色です。
取得可能な資格

卒業研究

カリキュラム
1年次 2年次 3年次 4年次

卒業研究

カリキュラム
1年次 2年次 3年次 4年次

理
学
部
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理学科 地球環境科学コース理 学 部 理学科 学際理学コース理 学 部

たくさんの分野に興味を持てる絶好の機会
　1年次のカリキュラムは主に基礎、教養科目が主体になっています。専門的な科目・

分野を勉強できるようになるのは2年次以降になってきます。それをよく理解するた

めにも1年次の基礎科目はとても大事な土台になってきます。

　授業の内容もまだそれほど専門的ではないですし、たくさんの分野に興味を持て

る絶好の機会になると思います。自由な時間が多い大学生だからこそ、様々な分野に

触れると共に、大学生活を楽しめたらいいですね。

理学科 地球環境科学コース　4年　山本 啓介［岡崎北高校（愛知）］

●学際理学入門　●物理学Ⅲ　●電磁気学Ⅰ　●無機化学Ⅰ　●有機化学Ⅰ　●動物生理学　●細胞生物学
●地球環境科学入門Ⅰ　●地球情報処理実習　　　　　　　　　　　※一例です、科目は各プログラムにより異なります。

電磁気学Ⅰ 物理学演習Ⅲ

地層学

総合原子科学入門 物理数学Ⅱ
固体地球物理学Ⅰ

地質環境学概論
地質学実験

地質学実験

地球環境科学入門Ⅱ
物理学Ⅲ

惑星物質科学
一般物理実験

地球環境科学入門Ⅰ
岩石学入門 大気環境の科学Ⅰ

健スポ ボディワーク

人文 変体仮名を読む
固体地球物理学実験

固体地球物理学実験

堆積環境論

電磁気学Ⅱ

理学科 学際理学コース　平成28年度卒業　田邊 実佳［水戸第二高校（茨城）］

もともと興味のあった分野以外にも関心が広まりました
宇宙や惑星に興味があったので、学際理学コースに入学しました。

2年生のときには地球科学や物理学の基礎的な科目を幅広く学びました。そのた

めテスト期間やレポートの締め切りが近づくと忙しく大変なこともありました。けれ

ども先生方のお話は興味深いものが多く、もともと興味のあった天文学以外のいろ

いろな分野に関心が広まりました。

このコースでは、太陽・惑星・太陽系の起源や生物の進化など40数億年という悠久の歴史を追い求めるロマンと、

地震や火山などに対応した地域防災や気候変動などのグローバルな環境問題への社会貢献という2つの面から、人

類を取り巻くさまざまな環境について地球科学を基礎とした教育・研究をしています。地球環境問題や地球と惑星

のさまざまな自然現象に関する専門的な知識を学ぶ「地球惑星科学プログラム」と、環境保全や自然の持続的開発・

防災などの地球科学関連分野の専門技術者として活躍できる人材を育成する「地球科学技術者養成プログラム」を

選択できます。地球や惑星、地球環境問題に関心があり、意欲的に学ぶ学生を広く求めています。

地球と人類の未来に関わる問題を考える 最先端科学・技術の発展に貢献できる人材を育成

取得可能な資格 ● 中・高等学校教諭一種免許状（理科）　● 測量士補　◎ 修習技術者

　高等学校までの理系基本科目は、物理・化学・生物・地学・数学の5つに分かれています。しかし、自然科学における

学問領域の多くは、これら基本科目の間をまたぐ範囲に基盤を置いています。学際理学コースでは、複数分野の基礎

の体系的な履修により、このような学際性の高い領域に果敢に挑戦できる人材の育成をめざします。各学生は2年

次進級時に、物理学・化学・生物科学・地球環境科学のいずれかから、主に履修する分野を選択します。それと密接に

関連する副履修分野の科目群を加えて修得していくことで、さまざまな分野で柔軟かつ視野の広いアプローチがで

きる力を身につけます。

学びの特長

取得可能な資格 ● 中・高等学校教諭一種免許状（理科）　◎毒物劇物取扱責任者　◎危険物取扱者

学際理学Pプログラム

学際理学Cプログラム

学際理学Bプログラム

学際理学Eプログラム

基礎科目

卒業研究 卒業研究
●基礎地球惑星科学Ⅰ　●基礎微積分Ⅰ　●微積分Ⅰ　●基礎物理学Ⅰ　●物理学Ⅰ
●基礎化学Ⅰ　●化学Ⅰ　●基礎生物学Ⅰ　●生物学通論Ⅰ　●基礎地球惑星科学Ⅱ
●基礎微積分Ⅱ　●微積分Ⅱ　●基礎物理学Ⅱ　●物理学Ⅱ　●基礎化学Ⅱ　
●化学Ⅱ　●基礎生物学Ⅱ　●生物学通論Ⅱ　●情報基礎　●基礎行列代数
●行列代数●一般物理実験　●一般化学実験　●基礎化学実験
●一般生物実験

●地質学実験　●地球環境科学入門
●地質調査基礎演習
●地球物理学実験I　●惑星科学入門
●固体地球物理学Ⅰ　●大気環境の科学Ⅰ
●地層学　●岩石学入門

標準科目
●地質調査発展演習*　●地質環境科学実習　●火山環境学
●地質環境学概論　●堆積環境論　●古生態学　●古海洋学
●太陽惑星圏科学　●鉱物学入門　●地球惑星化学概論　●造岩鉱物学
●地震学　●固体地球物理学Ⅱ　●測地学　●岩石鉱物学実験　●岩石化学実験
●地球物理学演習　●地球物理学実験II　●地球情報処理実習
●地球科学巡検　●地球科学特別野外実習　●外書講読　●地球環境科学演習
●マグマの岩石学*　●構造地質学*　●防災地質学*　●環境リスクマネジメント論*
●地球環境科学研究ⅠA*

発展科目

上段：前期／下段：後期 上段：前期／下段：後期

私の週間時間割（1年次履修例） 私の週間時間割（2年次履修例）

基礎微積分Ⅰ
基礎地球惑星科学Ⅱ
情報処理概論
基礎物理学Ⅱ

総合英語
総合英語

情報基礎

独語Ⅰ

基礎生物学Ⅰ
基礎生物学Ⅱ

教養科目（社会）人文地理学入門

教養科目（総合）環境としての霞ヶ浦

基礎行列代数

基礎物理学Ⅰ

独語Ⅰ

教養科目（社会）環境法概説 基礎地球惑星科学Ⅰ

教養科目（総合）宇宙と人間

身体活動
総合英語
総合英語

基礎化学Ⅱ

主題別ゼミナール基礎化学Ⅰ
基礎微積分Ⅱ

基礎化学実験Ⅱ

基礎化学実験Ⅱ
教養科目（人文）北関東の武士たち

教養科目（人文）世界近現代史

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

●基礎地球惑星科学Ⅰ　●基礎微積分Ⅰ　●微積分Ⅰ　●基礎物理学Ⅰ　●物理学Ⅰ
●基礎化学Ⅰ　●化学Ⅰ　●基礎生物学Ⅰ　●生物学通論Ⅰ　●基礎行列代数
●行列代数●基礎微積分Ⅱ　●微積分Ⅱ　●基礎物理学Ⅱ　●物理学Ⅱ　●基礎化学Ⅱ
●化学Ⅱ　●基礎生物学Ⅱ　●生物学通論Ⅱ
●基礎地球惑星科学Ⅱ　●情報基礎　など

基礎科目

標準科目

発展科目

※取得可能な資格欄中の◎印は、「地球科学技術者養成プログラム」限定の資格を表しています。

*印は、地球科学技術者育成プログラムの必修科目

プ
ロ
グ
ラ
ム
選
択

※取得可能な資格欄中の◎印は、「学際理学Cプログラム」限定の資格を表しています。

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎　■科学と倫理
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目
■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎　■ヒューマニティーズ
■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ■ライフデザイン

基盤教育科目

カリキュラム
1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次

カリキュラム

学びの特長

理
学
部
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北海道大学理学部理学研究科卒業。北海道大学博士課程（理学研

究科）修了。北海道大学博士研究員を経て、2009年、茨城大学に着

任。現在、日本鉱物科学会、日本火山学会、日本地質学会に所属。日

本地質学会では火山部会幹事を務める。2008年、日本地質学会研

究奨励賞を受賞。著書に『日本地方地質誌 北海道地方』（共著、朝

倉書店）などがある。

理 学 部  理 学 科  地 球 環 境 科 学 コ ー ス

長谷川  健  准 教 授
H a s e g a w a  T a k e s h i  

茨城大学、同大学院を経て教職の道へ。結城第一高校、明石工業高

等専門学校、大阪教育大学で勤務した後、2011年に27年ぶりに母

校・茨城大学へ。専門は解析学で、主に関数空間と積分作用素、お

よび多変数関数のフーリエ級数を研究している。1993年、奈良女

子大学で博士（理学）の学位を取得。

理 学 部  理 学 科  数 学・情 報 数 理 コ ー ス

中 井  英 一  教 授
N a k a i  E i i c h i

理 学 部
教 員 紹 介

理 学 部
教 員 紹 介

火山学は“地球のいのち”を
一番感じられる学問かもしれません

先人たちが積み上げた理論を基に
“永遠の正しさ”を証明したい

　私の研究分野は、数学の中の「基礎解析学」。フーリエ解析や調和

解析と呼ばれる分野を研究しています。…と言うと非常に難しくて、なん

だか近付き難いものに感じるかもしれません。でも、たとえばフーリエ

解析の中のウェーブレット理論は、石油探査に使われて大きな注目を

集めたもの。現在ではデジタル技術の基礎として、音楽データや画像

データの圧縮などにも活用されています。そして、サインやコサインな

どでおなじみの三角関数や積分、ベクトルなど、高校生で習う数学を

もう少しだけ先に進めれば、もうそれはフーリエ解析です。そういった

事実を知ると、難解そうな数学も少し身近になった気がしませんか？

　数学の研究は、先人たちが積み上げた理論を基礎として、その上に

新しい理論を積み上げていく作業。一旦、正しいと証明されたことは、

それ以降、ずっと正しいのが特長です。新しいことが発見されて従来

までの理論が覆される、などということはありません。たとえば、直角

三角形の3辺の長さの関係を表す「ピタゴラスの定理」。2000年以上

も昔に証明されたものですが、それは今でも変わらずに正しいまま

です。つまり、もしもあなたが新しい定理なり公式を証明できれば、

それはこの先ずっと“永遠に”正しいものになるということ。それは、

とても魅力的な挑戦ですよね。

　じつは私も、大学・大学院と茨城大学で学んだ卒業生の一人。受験

勉強から解放され、時間がゆったりと流れる茨大ならではの雰囲気の

中で、じっくりと数学と向き合えたことは非常に良かったと思ってい

ます。目の前で研究している先生方の話も、とても刺激になりました。

もちろん勉強一辺倒ではなく、好きな音楽に没頭するなど、いろいろ

な時間を持てたのも学生ならでは。いま振り返っても充実した時間を

過ごせたと思います。

　学生時代の一番の思い出は、大学院でのある研究のこと。何カ月も

かけて計算してきたものの途中に間違いを発見した時でした。その

瞬間「あっ」と声が漏れてしまったほど。だいぶ手前の段階で証明でき

ていたはずの箇所が、じつはそうではなかったのです。数学は積み重

ねていくものですから、途中がダメなら全部ダメ。結局、それは形に

なりませんでした。とても残念でしたが「これが数学か」と、その本質を

垣間見た気がして得る物は大きかったですね。

　私の母校でもある茨城大学の落ち着いた時間の中で、あなたも自分

自身と向き合い、そして数学の面白さ、深遠さにぜひ触れてください。

待っていますよ。

　火山は「地球の中身を覗きこむ窓」というように表現されることが

あります。極端にいえば火口が地球の内部と直結していますから、噴

出物を調べれば、地球が何でできているのか分かります。地球の体温

を知ることができます。噴火を目の当たりにすれば、地球の息吹や

鼓動をきっと実感するでしょう。

　私は火山学の中でも、火山地質学を専門にしているのですが、火山

地域の地層を調べながら、何万年も昔の地球のことを考えて歩く。

フィールドワークも、この学問の大きな魅力ですね。

　北方四島を含む千島列島、カムチャツカ半島の火山を調べている

のですが、これはロシアとの共同研究。政治問題を乗り越えてお互い

に情報や技術の交換も行っています。シャチ、ラッコ、アザラシたちが

戯れる、手つかずの自然の姿には圧倒されます。

　最近、フィールドワークを敬遠する学生が少なくないのですが、一方

で大震災以降、自治体や企業などはフィールドワークができる人材を

望んでいます。地球を学ぶということは、環境対策、防災対策の側面も

あるからです。頭でっかちでは、いざというときに社会的な要請に応え

られません。茨城大学のように理学部が「技術者養成プログラム」を

用意している大学は少ないので、非常に大きなチャンスではないで

しょうか。

　茨城大学では、那須火山を定期的に調査します。この火山は頻繁に

噴火を繰り返し、室町時代には大災害を起こしています。もし同じよう

な噴火があれば、那須高原という観光地を抱えていますから、被害は

甚大なものになります。社会的にとても重要な研究です。

　火山の研究は、人類が誕生するずっと以前からの、地球の来歴を

知るということです。過去に何が起こったかを調べ、未来を予測する

のです。

　私が大学の研究室に初めて入ったとき、火山学の第一人者とされ

る方が書いた一冊の本を手渡されました。そこには「未成熟な学問」と

記されていました。その言葉に、とてもやりがいを感じました。日本の

火山だけでも、まだまだわからないことばかり。既に完成されたもの

ではなく、自ら切り拓くことが可能な学問なのです。

　茨城という土地は、県北がジオパーク（※）に認定されていることから

もわかるように、地質学的にも非常に魅力的な場所です。できるだけ

多くの学生がフィールドに飛び出て、スケールの大きな研究をめざし

てほしいですね。

※茨城県北ジオパーク

科学的に貴重で美しい自然遺産を保全し、観光と教育に役立てるものです。

ジオツアーやイベントを通じて、世界の人々に楽しんでいただいています。

理
学
部
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大学院 理工学研究科 博士前期課程 大学院 理工学研究科 博士後期課程

　量子線を利用した生体物質や無機物質の構造解析、放射線
が環境·生物に与える影響の評価·展開等、原子科学·放射線科
学分野において科学·技術の発展にグローバルに主導的役割
を果たす人材を養成することをめざしています。
● 修了後の主な進路
国や地方の公的研究機関、民間企業の技術者·研究者、高等学
校教員、大学教員など

　現代社会を構成する重要な社会インフラである情報·通信シ
ステムから公共建築物·施設までを対象として、地球に優しい、
安全·安心で持続可能な社会の構築に対して高度な専門知識
を持って取り組むことのできる人材を育成することをめざして
います。
● 修了後の主な進路
建築・環境・エネルギー・情報通信関連の技術者・研究者、高等
学校教員、大学教員など

量子線科学専攻 社会インフラシステム科学専攻

　多種多様なシステムからなるシステム系全体の中で、人間が
生きるために必要な科学·技術のイノベーションに密接に関連
する人工システム（ものづくり分野等）と自然システム（地球環
境分野）の諸現象を解明し、人間社会の安全·安心を維持する
ことに寄与しうる人材を育成することをめざしています。
● 修了後の主な進路
システム系関連の技術者・研究者、高等学校教員、大学教員、
科学ジャーナリストなど

複雑系システム科学専攻

　理学の基盤である「数学・情報数理、宇宙物理学、化学、生物、
地球環境科学」分野のみならず、関連領域、学際領域を含めた
幅広い知識を身に付けます。
● 修了後の主な進路
日本アイ・ビー・エム（株）、日本原子力研究開発機構、
ダイハツ工業（株）

● 修得できる学位
修士（理学）

　中性子線をはじめ陽子線やX線など、旧来の枠組みにとらわ
れない新しいタイプの研究者・技術者の養成をめざしています。
● 修了後の主な進路
日本テキサス・インスツルメンツ（株）、日本食研ホールディン
グス（株）、日本アドバンストテクノロジー（株）

● 修得できる学位
修士（理学）または修士（工学）

理学専攻

専攻の概要

　機械設計、生産、エネルギー変換技術からコンピュータとメカ
技術の高度な融合まで、各分野6つのプログラムにおいて教育
研究を推進します。
● 修了後の主な進路
トヨタ自動車（株）、本田技研工業（株）、花王（株）、セイコーエプ
ソン（株）

● 修得できる学位
修士（工学）

機械システム工学専攻

　電気電子工学と情報通信工学を融合したIoTなどの分野に
対応できる技術者人材の育成をめざします。
● 修了後の主な進路
（株）日立製作所、トヨタ自動車（株）、日本電気（株）
● 修得できる学位
修士（工学）

電気電子システム工学専攻

　災害に強く、環境にやさしい快適な都市づくりのために建築・
土木を融合した新しい高度技術者を育成しています。
● 修了後の主な進路
鹿島建設（株）、東日本旅客鉄道（株）、積水ハウス（株）、国土交
通省、地方自治体

● 修得できる学位
修士（工学）

都市システム工学専攻

　情報社会の増大する高度な要求に対処し、複雑多様な情報
処理システムを確立でき、管理できる技術者の養成をめざして
います。
● 修了後の主な進路
（株）日立製作所、富士通（株）、キヤノン（株）
● 修得できる学位
修士（工学）

情報工学専攻

量子線科学専攻

高度専門技術者・研究者として
自然環境と調和した人間社会の持続的発展に貢献

課程の概要 課程の概要

● 標準的な修業年限：2年
● 所定の単位を修得し、研究指導教員のもとで研究の成果を論文などにまとめ、審査と最終試験に合格すると、修士（理学）
または修士（工学）の学位が授与

社会では、高度な科学技術を理解し、複雑化する産業システムや環境システムに対応でき、先端技術を駆使して各種

機関・企業等の中核を担う技術者・研究者が求められています。

理工学研究科は、地域のグローバル企業や先端研究機関との連携を通じた実践的理工系教育により、急速な技術

革新に対応して新たな知識や価値を生み出すことができる理工系人材の養成を目指します。

修了要件・取得可能な学位

産・官・学が連携して教育研究を推進、
大学や外部研究機関での教育・研究が可能です

● 標準的な修業年限：3年
● 所定の単位を修得し、研究指導教員のもとで研究の成果を論文などにまとめ、審査と最終試験に合格すると、博士（理学）、
博士（工学）、または博士（学術）のいずれかの学位が授与

　量子線科学専攻、複雑系システム科学専攻、社会インフラシステム科学専攻という３つの専攻で構成され、現代科

学技術の最先端を担う研究者（博士号取得者）を養成しています。

　博士号は、世界に通用する研究者としての証明書であり、近年、企業においてもその重要性が認識されています。

我が国の科学技術のより一層の発展には、博士号を持つ若い研究者の増加が不可欠です。

修了要件・取得可能な学位

専攻の概要

※平成30年4月開設に向けて設置認可申請中

平成30年4月、理工学研究科は6専攻に再編します。

● 学士課程の教育を踏まえた6年一貫の高度教育プログラムを構築します。
● 分野の枠を超えた横断型プログラムにより、広い視野と課題解決能力を培います。

NEW!

理
学
部

工
学
部
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　科学技術は高度化し、しかも先端技術が世界に急速に普及しつつある現在、大学は、次世代の科学技術を支え、その進展につ

いて深く洞察できる人材を育成するとともに、人と自然環境に調和した独自の科学技術を創造し発信していかなければなりま

せん。茨城大学工学部は、世界的視野で未来に向かってはばたく科学技術を創造する拠点として、絶え間ない前進を続けます。

人と自然環境に調和した高度科学技術の実践をめざして

茨城大学工学部の教育目標は、変化の激しい21世紀におい
て社会の変化に主体的に対応し、自らの将来を切り拓くことが
できる総合的人間力を育成することである。そのために、茨城
大学工学部の学生が卒業するときに身に付けているべき能力
を、以下に示す5つの知識及び能力で構成されるディプロマ・ポ
リシー(卒業基準）として定める。

アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー

①（世界の俯瞰的理解）
工学系専門技術者に必要な自然環境、国際社会、人間と多
様な文化に対する幅広い知識と俯瞰的な理解

②（専門分野の学力）
工学系専門技術者としての知識・技能及び専門分野におけ
る十分な見識

③（課題解決能力・コミュニケーション力）
グローバル化が進む地域や職域において、多様な人々と協
働して課題解決していくための工学系専門技術者としての
思考力・判断力・表現力、及び実践的英語能力を含むコミュ
ニケーション力。

④（社会人としての姿勢）
社会の持続的な発展に貢献できる工学系専門技術者とし
ての意欲と倫理観、主体性

⑤（地域活性化志向）
茨城をはじめとする地域の活性化に自ら進んで取り組み、
貢献する工学系専門技術者としての積極性

■ 機械システム工学科
■ 電気電子システム工学科
■ 物質科学工学科

■ 情報工学科
■ 都市システム工学科

工 学 部 入学者選抜などに関してのお問い合わせ

工学部ホームページ

入学者に求める能力・資質
茨城大学工学部では、世界的視野で未来に向かってはばた

く科学技術を創造する拠点として絶えず前進しながら、工学系
専門技術者として、人々と協働して課題解決をめざし、社会の
持続的な発展に貢献し、地域の活性化に自ら進んで取り組む、
高度科学技術を実践する人材を育成しています。
したがって、工学部において入学者に求める能力・資質は以
下のとおりです。

①（知識・技能）
工学部における専門分野での学修に必要な基礎学力

②（知的関心）
工学及びその周辺分野における地域から地球に至るまでの
様々な規模での社会の課題に対する幅広い知的関心

③（思考力・判断力・表現力）
これまでの学習と生活において、工学について他者と共に課
題解決をめざした経験及びそのための基礎的な思考力・判
断力・表現力を有していること、あるいはそれらを身に付けた
いという意欲

④（主体性を持って多様な人 と々協働して学ぶ態度）
これまでの学習と生活において、工学に関して多様な人 と々
コミュニケーションを取りながら協働して主体的に活動した
経験、あるいはそのような活動をしたいという意欲
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※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

機械システム工学科工 学 部

2年次からの機械工学実習では「ものづくり」の楽しさを
より一層実感できます
現在、2年次後期の機械工学実習が始まり、これまで培ってきた知識を使うことで

「ものづくり」をする楽しさを感じています。機械工学分野は多岐に渡り、勉強は大変

ですが、とてもやりがいのある学科です。この学科の授業で幅広い知識を得ることが

でき、将来の選択肢を増やすことが出来ると考えながら、勉学に励んでいます。

現代の産業は、メカ(機械)とコンピュータ(システム)技術が高度に融合したものとなっています。その機械システム技
術は社会におけるあらゆる産業を支える基盤技術です。機械システム工学科では、人と環境にやさしい機械とコンピュー
タ技術の融合分野を担う先端技術者を養成するため、1・2年次で基礎および専門科目を学んだ後、3年次では高度専門
科目であるエネルギー機械・設計製造・情報機械プログラム別専門科目と実験科目や演習科目であるプログラム横断科
目を学ぶことにより、機械システム工学の高度な専門知識とその応用力を養います。4年次では最先端の研究に取り組む
ことによって、プレゼンテーション能力や多様な問題を解決する能力を身に付けます。なお、機械システム工学科には、
入学金や授業料の面で優遇を受けつつ、高度な専門知識を学ぶことができるフレックスコースも設けられています。

人と環境にやさしい機械と
コンピュータ技術の融合分野を担う先端技術者の養成

取得可能な資格 ● 高等学校教諭一種免許状(工業)　◎ 技術士　◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士　◎ 自動車整備士

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

上段：前期／下段：後期

機械工学科　3年　庄司 紗月［日立第一高校（茨城）］

学びの特長

●熱力学Ⅱ　●流体力学Ⅱ　●伝熱工学
●熱機関工学　●流体機械工学

●機械設計工学　●機械加工学
●材料力学Ⅱ　●機械力学Ⅱ　●メカトロニクス

エネルギー機械プログラム

設計製造プログラム

●制御工学Ⅱ　●メカトロニクス
●ロボット工学　●人工知能
●システムのモデル化

情報機械プログラム

学科共通専門基礎教育科目

学部共通専門基礎教育科目

プログラム横断科目

プログラムコア科目●多変数の微積分学　●線形代数Ⅰ　●常微分方程式　●化学Ⅰ　●電磁気学 Ⅰ
●工学実用英語　●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ

1年次 2年次 3年次 4年次

●熱力学Ⅰ　●流体力学Ⅰ　●材料力学Ⅰ　●機械力学Ⅰ　●制御工学Ⅰ
●機械材料工学Ⅰ　●工業力学　●電気電子工学概論　●電気電子回路
●設計製図　●プログラミング演習Ⅱ　●複素解析　●機械システム工学実習Ⅰ
●フーリエ解析　●ラプラス変換　●線形代数Ⅱ　●数理統計学
●アルゴリズムとデータ構造　●コンピュータ数学　●設計製図基礎
●機械工作法　●機構学

卒業研究

基盤教育科目
■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康
■自然・環境と人間　■科学の基礎　■ヒューマニティーズ
■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート
■グローバル化と人間社会　■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

●機械システム工学実験
●機械システム工学実習Ⅱ　●CAD製図

●機械学習　●数値計算アルゴリズム　●計算力学　●幾何・画像情報処理
●ディジタル信号処理　●環境工学　●機械材料工学Ⅱ　●生体機械工学
●機械システム工学インターンシップ　●シミュレーション工学演習　●熱力学演習
●流体力学演習　●材料力学演習　●機械力学演習

環境・政策系
設計製図Ⅰ 物理学実験

機械工学実習Ⅱ 機械力学Ⅱ

機械設計工学 プログラミング演習Ⅰ

プログラミング演習Ⅱ

設計製図Ⅰ
流体力学Ⅰ
数学解析Ⅰ
数学解析Ⅱ 材料力学Ⅱ 哲学
応用数学Ⅰ
応用数学Ⅱ

機械力学Ⅰ

物理学実験
機械工学実習Ⅱ

機械工学実習Ⅰ

機械工学実習Ⅰ

数理統計学

健康の科学 主題別ゼミナール

熱力学Ⅱ

材料力学Ⅰ

従来の8学科を、新5学科体制に再編

改革のポイント

新しい学科

IoTやAI等の各分野における最新の潮流に対応した新体制を構築し、地域・産業界からのニーズに応じた各分野の専

門性を持った人材を養成します。

基礎教育から高等教育まで一貫した教育システム
社会の幅広い分野で活躍できる高度専門技術者としての深い専門性と広い視野を培うため、学部から大学院までを

見据えた6年一貫教育を推進します。

地域の特性を活かした人材育成
先端研究機関やグローバル企業が集中している地域的特性を活かして、日本の産業進化を支えるとともに、第4次産

業革命等の社会の変化に対応できる実践的工学系人材を養成します。

先進の教育と研究を推進する
新5学科体制により、社会で未来を担う
高度技術者・研究者を育てます

NEW!

工 学 部 に
新 学 科 が
誕生します！ イノベーションを創出し、国際競争を勝ち抜いていくため、深い専門性と広い視野を備えた理工系

人材の育成が求められています。茨城大学工学部は、社会のニーズを踏まえた新たな教育体制を

構築し、急速に進展していく産業社会にも対応できる技術者・研究者を育成します。

※平成30年4月新学科開設に向けて設置認可申請中

・スマートシティを推進し、環境にやさしく、サステイナブルなまちづくりに貢献
します。
・建築・土木技術で、災害に強い安全な都市、住む人が今よりもっと快適で幸せ
になれる都市を設計します。

都市システム工学科
（リニューアル）

・ビッグデータ、AI技術を駆使して、高度情報社会をリードします。
・先進的情報技術で人とコンピュータの豊かな未来を創造します。

情報工学科
（リニューアル）

・先端科学を駆使して新材料の開発に挑戦します。
・新しい物質や材料を創りだし、環境・資源・エネルギー問題の解決を目指
します。

・先進IoT技術で生活の質の向上に貢献します。
・エネルギー技術・エレクトロニクス・通信技術で世の中をもっと便利に。

・新しい機械・情報技術で快適、安全な社会づくりを支えます。
・世界の産業を次のステージへと導く新たな機械システムを創造します。
・フレックスコースでは、広い学習機会の提供とともに学費も優遇されます。

機械システム工学科（新設）
機械工学科（旧）

知能システム工学科（旧）

電気電子システム工学科（新設）
電気電子工学科（旧）
メディア通信工学科（旧）

物質科学工学科（新設）
マテリアル工学科（旧）
生体分子機能工学科（旧）

工
学
部
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生体分子機能工学科　4年　横山 優花［佐原高校（千葉）］

幅広い分野の授業で、広く深く学ぶことができます
生体分子機能工学科では、化学・生物学・物理学の様々な分野について幅広く学

ぶことができます。私は3年次に応用機能化学コースを選択しましたが、生命科学の

分野にも興味があったのでどの分野もまんべんなく学べるような時間割を選びま

した。一見分野ごとに関わりがないように見えても実は深いつながりがあることが

多く、幅広く学んでいるからこそ各分野についてより知識を深めることができると

実感しています。

界面化学

生体分子構造学

有機化学

応用電子デバイスⅡ

代謝化学
固体化学

高分子化学
分子機能演習

分離計測化学

物理化学・化学工学演習

応用電子デバイスⅠ 化学工学
応用有機化学

バイオミメティクス
応用機能化学実験Ⅰ
応用機能化学実験Ⅱ

応用機能化学実験Ⅱ
応用機能化学実験Ⅰ

応用機能化学実験Ⅰ

応用生命情報学

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

上段：前期／下段：後期

学科共通専門基礎教育科目

学部共通専門基礎教育科目

プログラム横断科目

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論
●電磁気学概論　●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

●材料科学入門　●基礎化学Ⅰ　●物理学入門　●生物学入門　●基礎化学Ⅱ
●ベクトル解析　●基礎電磁気学　●力学　●線形代数Ⅱ　●基礎物理化学
●分析化学　●基礎有機化学Ⅰ　●生体分子化学　●固体物性Ⅰ
●物質科学基礎実験Ⅰ　●材料力学　●電磁気学　●数理統計
●ものづくり課題解決型実習　●物理化学　●量子化学　●結晶塑性学Ⅰ
●材料組織学Ⅰ　●基礎無機化学　●基礎有機化学Ⅱ　●基礎分子生物学
●物質科学基礎実験Ⅱ　●固体物性Ⅱ　●材料物理化学Ⅰ　●計算材料学
●基礎有機化学Ⅲ　●高分子材料学　●生化学　●フーリエ解析 ●放射線科学　●材料加工学Ⅰ・Ⅱ　●機器分析化学Ⅰ・Ⅱ　●分子生物学Ⅰ・Ⅱ

●結晶塑性学Ⅱ・Ⅲ　●材料物理化学Ⅱ　●材料組織学Ⅱ・Ⅲ　●固体量子論Ⅰ・Ⅱ
●電気化学　●流体・伝熱工学　●高分子化学Ⅰ・Ⅱ　●有機化学Ⅰ・Ⅱ
●材料組織学Ⅳ　●結晶解析学Ⅰ　●応用計算材料学Ⅰ・Ⅱ　●界面化学
●表面科学　●分離工学　●反応工学　●有機化学Ⅲ　●有機工業化学

●構造生物学Ⅰ・Ⅱ　●細胞生物学
●バイオテクノロジー　●生命情報学Ⅰ・Ⅱ
●物質科学工学インターンシップ
●物質科学ゼミナールⅠ・Ⅱ

プログラムコア科目

●材料組織演習　●マテリアルデザイン
●材料強度学　●結晶解析学Ⅱ　●強度学・物性演習　●材料工学実験

●応用化学演習Ⅰ・Ⅱ　●応用化学実験Ⅰ・Ⅱ　●無機化学　●化学工学基礎

材料工学プログラム

応用化学プログラム

●生命工学演習　●生命工学実験Ⅰ・Ⅱ　●代謝化学Ⅰ・Ⅱ　●生命情報演習
生命工学プログラム

カリキュラム
1年次 2年次 3年次 4年次

卒業研究

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

物質科学工学科工 学 部

次世代の「材料・化学・生命」
融合分野の開拓をになう人材を育成
物質科学工学科では、従来の分野枠にとらわれない多様性に富んだカリキュラムにより、斬新な視点と柔軟な思考

をもった研究者・技術者の育成をめざしています。１・2年次では材料科学、化学、生物学、物理学、数学などの基礎教育

を行います。3年次からは材料工学プログラム、応用化学プログラム、生命工学プログラムに分かれてより専門的な知

識・技術を習得できるカリキュラムで教育を行います。4年次では、各研究室に配属され、少人数でのより密度の高い専

門教育とともに研究指導が行われ、社会で必要となる問題解決能力と研究者・技術者としての素養を身に付けます。

取得可能な資格 ● 高等学校教諭一種免許状（工業）　◎ 技術士　◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士　◎ 危険物取扱者（甲種）
◎ 毒物劇物取扱責任者

学びの特長

基盤教育科目
■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート
■グローバル化と人間社会　■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

電気電子システム工学科工 学 部

電子や電磁波のはたらきを社会で活用する技術を修得
現代社会は、家電製品から電力プラントまでの全ての機器がネットワークで繋がるIoT社会となっています。電気電子

システム工学科では、1・2年次に十分な基礎学力・専門基礎知識を養成した後、3・4年次に専門基礎知識を深化させる
ため2つの教育プログラムを配置しています。エネルギーシステムプログラムでは、IoT技術を駆使したスマートグリッド
における発電機器等の電気エネルギーインフラの設計、モーター、パワーエレクトロニクス等の高効率な電気エネル
ギーの活用を可能にする専門技術者の養成を目指します。エレクトロニクスシステムプログラムでは、電子デバイス分野
と情報通信分野の融合に基づいたIoT機器等先端的な 電子機器の開発を可能にする専門技術者の養成を目指します。

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

カリキュラム
1年次 2年次 3年次

学部共通専門基礎教育科目
●線形代数Ⅰ　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●工学実用英語　●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●多変数の微積分学

卒業研究

学科共通専門基礎教育科目

プログラム横断科目

プログラムコア科目

基盤教育科目

●電気回路Ⅰ　●電気磁気学Ⅰ　●複素解析　●電気回路Ⅱ　●電気磁気学Ⅱ
●電気磁気学Ⅱ演習　●電気磁気学Ⅲ　●電気磁気学Ⅲ演習　●電気電子計測
●フーリエ変換と波形解析　●論理回路　●ラプラス変換と過渡現象
●半導体工学Ⅰ　●アナログ電子回路　●電気電子工学実験Ⅰ
●プログラミング演習Ⅱ　●基礎電気物理入門　●線形代数Ⅱ　●電気回路Ⅲ　
●基礎物理学　●量子力学

●電気電子工学実験Ⅱ　●電気電子工学プレゼンテーション　●確率統計
●情報理論　●デジタル信号処理　●電気電子工学インターンシップ
●応用電子回路　●制御工学Ⅰ　●制御工学ⅡA・ⅡB　●電気電子材料Ⅰ・Ⅱ　
●電磁波工学Ⅰ・Ⅱ　●センサ工学　●情報ネットワークⅠ・Ⅱ　●電子計算機工学
●アルゴリズムとデータ構造演習　●組込みシステム実践基礎

エネルギーシステムプログラム
●エネルギー工学Ⅰ・Ⅱ ●電気機器学 ●パワーエレクトロニクスⅠ・Ⅱ ●電力工学Ⅰ・Ⅱ
●プラズマ工学Ⅰ・Ⅱ ●高電圧パルスパワー工学 ●電気電子工学設計 ●電気法規及び施設管理

●半導体工学Ⅱ　●通信工学Ⅰ・Ⅱ　●集積回路工学Ⅰ・Ⅱ　●光波工学
●量子エレクトロニクスⅠ・Ⅱ　●画像処理　●LSIシステム設計工学　●電子回路演習

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

私の週間時間割（3年次履修例）

MON TUE WED THU FRI
半導体工学
デジタル制御

集積回路工学

プラズマ工学 総合英語
総合英語
数学解析

総合英語
総合英語
総合科目

電磁波工学 独語ⅠA
独語ⅠB

高電圧パルスパワー

日本国憲法
社会と人間 環境安全論

量子力学

フーリエ変換と波形解析

パワーエレクトロニクス 電気エネルギーシステム
技術会話
環境政策

上段：前期／下段：後期

エレクトロニクスシステムプログラム

4年次

取得可能な資格 ● 高等学校教諭一種免許状（工業）　◎ 技術士　◎ 電気主任技術者（第一種～第三種）　◎ 電気通信主任技術者
◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士

学びの特長

電気電子工学科　4年　更屋 秀人［鈴鹿工業高等専門学校（三重）］

多くの専門科目の中で自分の興味のある科目を系統的に
選択できます
3年次になると本学科は電気コースと電子コースに分かれます。それぞれ電力発

生・制御系とエレクトロニクス系の基礎を含む応用中心の授業が設定されているた

め、深い電気電子工学分野を系統的に身に付けることができます。もちろん授業の

重なりがなければ他コースの授業を受けることも可能です。僕は電気コースですが

電子コースである集積回路工学を履修しています。また、授業間に空き時間を作り

予習・復習ができるような時間割にもなっています。

1限

2限

3限

4限

5限

工
学
部
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工 学 部 都市システム工学科
都市の「安全・環境・快適」を創造する
エンジニアへ
都市システム工学科は、他の国立大学にはない土木・建築融合教育を実践しており、「社会基盤デザインプログラ

ム」と「建築デザインプログラム」の学生がそれぞれの専門性を高めながら共に学び、分野間融合の人材を養成して
います。未来の都市環境に求められる「安全・環境・快適」の3つの創造に向け、「安全」では地震に対する防災、地盤
を含めたしなやかな構造物の設計・技術を、「環境」では地球温暖化への対応や自然と共生できる環境を創造する
ための学問を、「快適」では美しい景観や造形美・機能美を備えた空間の設計、都市計画の理論と実際について学
びます。建築から都市、地球環境に至るまでスケールを超えて分野横断的に学ぶことで、新たな時代を切り拓き、
現在よりも更に豊かな暮らしを創造できる土木・建築人材を育成します。

学びの特長

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

私の週間時間割（3年次履修例）

都市システム工学科　平成28年度卒業　川勝 美佳［宇都宮中央女子高校（栃木）］

卒業研究

取得可能な資格 ● 高等学校教諭一種免許状（工業）　◎ 技術士　◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士　◎ 測量士　◎ 水道技術管理者　
◎ 土木施工管理技士（1級）　◎ 建設機械施工技士（1級）　◎ コンクリート技士・主任技士　◎ 建築士（1級・2級）
◎ 木造建築士　◎ 建築施工管理技士　◎ 造園施工管理技士

カリキュラム
1年次

学科共通専門基礎教育科目
●都市システム工学序論
●都市システム工学製図　●材料力学
●建設材料学　●構造力学Ⅰ　●測量学
●都市・地域計画　●景観工学
●地球環境工学　●建築学概論
●線形代数Ⅱ　●複素解析
●フーリエ解析　●応用地質学
●造形演習Ⅰ・Ⅱ　●数理統計
●多変量解析

学部共通専門基礎教育科目
●多変数の微積分学 ●線形代数Ⅰ ●常微分方程式 ●化学概論 ●電磁気学概論 ●工学実用英語 ●情報スキル ●プログラミング演習Ⅰ

プログラムコア科目

●水理学Ⅰ・Ⅱ　●土木計画学　●構造力学Ⅱ　●地盤力学Ⅱ　●地盤工学
●海岸工学　●上下水道工学　●水環境学　●河川・水文学　●交通システム　●空間情報工学　●建設施工
●社会基盤設計演習Ⅰ・Ⅱ　●都市システム工学実験Ⅱ　●都市システムフィールドワーク　●社会基盤工学基礎演習Ⅰ・Ⅱ

社会基盤デザインプログラム

●建築一般構造　●建築計画学　●建築環境工学　●建築構造設計　●建築設備　●建築施工
●建築設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　●建築環境工学演習　●建築史

●地盤力学Ⅰ　●建築法規　●測量学実習　●都市防災システム工学　●公共事業評価とリスク分析
●鉄筋コンクリート工学　●振動及び耐震工学　●橋梁及び鋼構造　●輸送施設工学　●都市システム工学実験Ⅰ
●都市システム工学特別講義　●都市システム情報処理　●都市システム工学インターンシップ　●建築実務基礎論

建築デザインプログラム

2年次 3年次 4年次

大変な勉学の日々を通して、互いを支え合える仲間が
できました
この学科は土木と建築の幅広い分野を学べ、自らの専門分野以外でも社会で必要

となる知識を得ることができます。授業では社会問題に直結する内容が多く、社会に

対して責任や使命を全うすることの大切さと誇らしさを感じました。幅広い分野を学

ぶことは簡単なことではありませんが、先輩や先生方に支えられ同期と協力してきた

からこそ、挫けずに頑張ることができました。学年、性別を超えて仲がいいことはこの

学科の魅力のひとつだと思います。

構造工学
地震及び振動工学

基礎・環境地盤工学
都市システム工学
特別講義

都市システム設計演習Ⅰ

都市システム設計演習Ⅰ

都市システム工学実験Ⅰ
都市システム工学実験Ⅱ

都市システム工学実験Ⅱ
都市システム工学実験Ⅰ

建築製図

数値計算法
建築設計製図
コンクリート工学
都市システム設計演習Ⅱ

空間情報工学
建築学概論
建築計画学

鋼構造及び橋梁工学

空間デザイン論
建設施工

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

上段：前期／下段：後期

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

プログラム横断科目

カリキュラム

プログラム横断科目

情報工学科　3年　木口 朋洋［竹園高校（茨城）］

充実した学生生活を送っています

プログラミング演習Ⅲ
数値解析 数学解析Ⅰ

技術者倫理

ソフトウェア実現
応用数学Ⅱ

数理計画法 情報工学演習Ⅰ アルゴリズムとデータ構造Ⅰ

アルゴリズムとデータ構造Ⅱ

離散数学Ⅰ
プログラム演習Ⅳ データベース論 オペレーティングシステム 情報工学演習Ⅱ

健康スポーツ

情報理論と符号理論
情報工学ゼミナール離散数学Ⅱ
情報工学実験オートマトン論

情報工学実験数理論理学
論理回路情報ネットワーク

コンピュータアーキテクチャ
MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

我々情報工学科の学生の多くは、情報技術関係に将来携わりたいと考え、その未

来の職業につながる勉強をしています。2年次では、1年次と打って変わり必修の専

門科目が増えます。後期では多くの科目でレポートが与えられるので、日々の課題が

学生の学習意欲を掻き立てます。特に情報工学実験では毎週実験に対するレポート

があり、その書き方を自然に身に付けることができます。

私の週間時間割（2年次履修例）
上段：前期／下段：後期

コンピュータ科学プログラム

1年次 2年次 3年次 4年次

卒業研究

プログラムコア科目

基盤教育科目

●多変数の微積分学　●線形代数Ⅰ　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論　●システム基礎Ⅰ
●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

●コンピュータグラフィックス　●ヒューマンコンピュータ・インタラクション
●確率過程論　●通信方式　●画像処理　●自然言語処理
●グラフ理論
情報マネジメントプログラム
●経営情報学　●ソフトウェア開発演習　●情報工学トピックス
●プロジェクトマネジメント論／演習　●システム開発論
●インターネット社会学

●情報セキュリティ　●プログラミング言語処理系
●並列分散コンピューティング　　●ソフトウェア工学Ⅰ・Ⅱ

●インテリジェントシステム
●ソリューションプランニングⅠ・Ⅱ
●情報工学インターンシップ
●情報工学研究実践　

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート
■グローバル化と人間社会　■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

学部共通専門基礎教育科目

●プログラミング演習Ⅱ
●ソフトウェア基礎
●コンピュータ基礎
●システム基礎Ⅱ
●確率・統計

●離散数学Ⅰ・Ⅱ　●数理論理学
●データベース論　●情報工学実験
●オペレーティングシステム
●コンピュータアーキテクチャ
●情報ネットワーク　●ソフトウェア実現
●プログラミング演習Ⅲ・Ⅳ
●アルゴリズムとデータ構造Ⅰ・Ⅱ

学科共通専門基礎教育科目

●線形代数Ⅱ ●情報工学演習　●複素解析　●論理回路
●数値解析　●数理計画法
●情報理論と符号理論　●形式言語とオートマトン

学科共通専門基礎教育科目（選択数理系）

工 学 部 情報工学科

未来社会を創造するソフトウェア技術を学ぶ
現代社会においてコンピュータとインターネットは、流通・金融・製造など、社会のさまざまな分野で必要不可欠であ

り、これらを合理的に扱うためにソフトウェアがあります。本学科では、情報社会を更に革新するため、ソフトウェア技術

を主とした教育と研究を行っています。本学科の学生は情報社会のあらゆる分野で活躍し貢献できることを目標に、幅

広い分野の勉強と研究を行います。さまざまな知識を修得し、進化し続ける情報工学の最先端を切り開くための考え方

を身につけます。情報工学科を志望する人には、物事を大局的かつ論理的に思考し表現できる資質が期待されます。

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

● 高等学校教諭一種免許状（工業）　◎ 技術士　◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士

学びの特長

取得可能な資格
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東京電機大学工学部精密機械工学科を卒業後、1987年に同大学

博士課程（理工学研究科 応用システム工学専攻）単位取得満期退

学。工学博士。東京大学工学部精密機械工学科助手、国立循環器

病センター研究所人工臓器部補助循環研究室室員、同人工臓器研

究室室長を経て、1998年より茨城大学へ。これまでに高校生向け

の科学体験教室や出前授業なども多数実施している。

工 学 部  機 械 工 学 科

増 澤  徹  教 授
M a s u z a w a  T o r u

慶應義塾大学博士課程（理工学研究科 応用化学専攻）修了。同科

では女性で初めての博士となる。大学院を修了後は、花王（株）東京

研究所研究員、慶応義塾大学理工学部講師、新技術開発事業団の

特別研究員を経て、1998年より茨城大学へ。現在は学内のフロン

ティア応用原子科学研究センターの活動も兼務。

工 学 部  生 体 分 子 機 能 工 学 科

江口  美佳  准 教 授
E g u c h i  M i k a

工 学 部
教 員 紹 介

工 学 部
教 員 紹 介

“オンリーワン”の研究を重ねて
人の命を救う医療機器の実現へ

社会を激変させる可能性を秘めた
最先端分野へ貢献するために

　私の研究分野は、リチウムイオン電池や燃料電池。皆さんの身近な

製品で言うと、携帯電話やビデオカメラ、デジタルカメラやノートパソ

コンなどに使われている電池です。最近ではハイブリッド車などにも

使われていますよね。今後、この分野の技術がさらに進んでいけば、

コードが必要な電化製品など無くなってしまうかもしれない。また、全

ての自動車の動力が電池に変われば、ガソリンスタンドが街から消え

るかもしれない。各家庭に充電設備があるのが常識になるかもしれな

い。これまでの社会の仕組みを大きく変えてしまうかもしれない可能

性を持った分野に、少しでも貢献できるよう研究に取り組んでいます。

また、人材もしっかり送り出したいと考えています。

　とはいえ、学生の時の研究分野を卒業後もそのまま続けていける人

ばかりではありません。だからこそ、どんな分野に行っても力を発揮で

きる人に成長してもらいたい。そのために、研究以外の部分について

も日頃からいろいろとアドバイスをしています。私自身、大学院を修了

した後に企業で働いていた間に、社会人としての振る舞いなどを身に

つけたので、そういった思いが強いのかもしれません。

　周囲の人たちと効果的に作業を進める協調性や、コツコツと取り組

む勤勉さなど、授業や研究に対する姿勢をしっかり身につけて欲し

い。些細なことですが、ちょっと手を添えてあげるだけで、相手にとっ

ては非常に助かることも多いんです。それから、とくにプレゼンテー

ションは重要視していますね。信頼性の高いデータを出していると

思ってもらえるかどうかは、資料を丁寧に作っているかで判断される

部分もあります。だから、句読点の入れ方から文字のフォントやサイズ

まで、細かくチェックしているんですよ。

　私は大学時代、「学校に行くたびに友達が増えている」と思うぐら

い、いろいろな人と仲良くなって、とても楽しかった思い出がありま

す。4年生になって研究室に入ってからも、尊敬できる先生や先輩・後

輩など多くの方々との素敵な出会いがありました。だから、私が当時

体験したのと同じような良い想い出・良い出会いを、今の学生たちに

も味わわせてあげたい。せっかく同じ場所で学ぶのですから、人との

付き合いを大切にして欲しいですね。

　茨城大学は、学生一人ひとりと教員がしっかり向き合って学んでい

ける環境。研究で自分が思っていたとおりの結果が出た時は喜びも大

きいです。もちろん、予想外の結果が出た時はそれもまた面白い。それ

に、努力をすれば必ず願いは叶えられると思います。少しでも興味が

ある人は、ぜひ茨城大学に来て学んでください。

　研究の中心は、磁気浮上型の人工心臓の開発。血液を循環させる

ための羽根車が磁気の力で浮きながら回転するので、どこにも接触せ

ずに壊れにくく、そのうえ血液に対するダメージも少ないのが特長で

す。じつは、このタイプの人工心臓を複数研究しているのは茨城大学

だけ。臨床に携わる医師と意見を交わしながら開発を進めており、現

在は牛を使った実証実験をしている段階です。人に使えるようにする

には、まだまだクリアすべき課題はありますが、近い将来、人間の心臓

と完全に置き換えられる埋め込み型人工心臓の実用化に向けて研究

を重ねています。

　また、いま話題の再生医療に関連したものでいうと、可聴域の振動

を加えて細胞の培養を制御する装置を開発中。ノーベル賞受賞で一

躍注目を集めるiPS細胞の分化も、無害かつクリーンな環境でコント

ロールできるのではないかと期待されている技術です。さらに、細胞

のコラーゲンを熱で溶かして接着する、手術支援機械の技術も開発し

ているところ。この技術を使えば、針と糸を使わず接着できるので、身

体に対するダメージが少なく、回復が早いというメリットがあります。

組織同士はもちろん、組織と金属でも接着できてしまうところも興味

深い技術です。

　こうした「医療で使う機械」を開発していく魅力は、人の命を救う技

術であるということに尽きます。エンジニアというのは、単に機械を組

み上げるだけではなく、“いかに人の役に立つ物を作るのか”というこ

とが大切なのですが、その中でもとくに直接人の役に立てる分野だけ

に、やりがいも大きい。実現までには機械工学のあらゆる知識が必要

になるので大変な部分もありますが、オンリーワンの技術をさらに確

立していきたいですね。

　研究を進めるためには、目標を明確にし、そのゴールへ向かって着

実にステップを踏んでいくことが重要。ですので、目標をはっきりイ

メージしやすいように、学生たちには実物や写真を見せて、それが実

際にどう使われるのかが分かるよう工夫しています。また、2年次の実

習では、三輪車を大人用に改造したり、風に向かって走る車を作るな

ど、みんなでテーマを考え、自分たちで計画を立てて取り組んでもらっ

ています。うまくいかない体験も含めて自分で苦労を味わうことで、基

礎を学ぶ意欲も変わってくるんですよ。

　大学とは、単位や卒業のためではなく、プロフェッショナルになるた

めに学ぶ場。自分の興味があることを、自分の力で勉強していくことが

大事です。少しでも「やってみたい」という気持ちがあるなら、まずは

チャレンジしてみることをお勧めします。

工
学
部
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グローバルな視点で地域の持続的発展に挑む農学の力と心を学ぼう

茨城大学農学部の教育目標は、国際的な視点による食料・
食品の高度化及び農業を核とした新産業創出に主体的かつ意
欲的に取り組み、地域の農業と地域コミュニティの活性化を支
える実務型農学系人材を育成することである。そのために、茨
城大学が卒業生に求める資質に加え、農学部の学生が卒業時
に身に付けているべき５つの能力をディプロマ・ポリシーとして
定める。

①（世界の俯瞰的理解）
多様な文化と価値観を持って、グローバル社会における農
業・食料問題を包括的に理解している。

②（専門分野の学力）
総合科学としての農学分野の専門知識と技術を修得して
いる。

③（課題解決能力・コミュニケーション力）
「生命を支える食料と食品」の課題を科学的視点から多面
的に検討し、他者と協調しながら解決する能力を修得して
いる。

④（社会人としての姿勢）
農学系専門職業人として、生涯に渡り主体的に学び続け、
自然との共生社会の実現に貢献する意欲を有する。

⑤（地域活性化志向）
獲得した専門性を活かし、地域社会の持続的発展に寄与す
る意欲を有する。

いまや農学は他の学問分野と連携し、人類の生命や地球環境に関わる総合的な研究分野となっています。農学部では

食料、食品の国際化や新たな農産品の開発を通じ、地域農業の活性化と豊かな地域づくりを支える人材の育成をめざして

います。

■ 食生命科学科
国際食産業科学コース
バイオサイエンスコース

■ 地域総合農学科
農業科学コース
地域共生コース

アドミッション・ポリシー ディプロマ・ポリシー

農 学 部
農学部ホームページ

入学者選抜などに関してのお問い合わせ

入学者に求める能力・資質
茨城大学農学部では、グローバル社会における農業・食料問
題を理解して、国際的な視点から食料・食品の高度化、農業を
核とした新産業の創出に主体的かつ意欲的に取り組み、地域
の農業と地域コミュニティの活性化を支える実務型農学系人
材に育成します。
したがって、農学部において入学者に求める能力・資質は以
下のとおりです。

①（知識・技能）
農学部における専門分野での学修に必要な基礎学力

②（知的関心）
農学及びその周辺分野のみならず、社会の課題全般に対す
る幅広い知的関心

③（思考力・判断力・表現力）
これまでの学習と生活において、農業、環境、食料の課題に
ついて他者と共に課題解決を目指した経験があり、そのため
の基礎的な思考力・判断力・表現力を有していること、あるい
は、それらを身に付ける意欲を有していること

④（主体性を持って多様な人 と々協働して学ぶ態度）
これまでの学習と生活において、農業体験やボランティア活
動などに参加し、世代や国籍を超えた多様な人 と々協働して
主体的に活動した経験があること、あるいはそのような活動
をする意欲を有していること
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●ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ　●英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ　●HACCP概論　●畜産物安全学　●マーケティング論
●食品生物学実験　●食品微生物学　●食品製造学　●食品衛生学　●食品保蔵学　など

●基礎生態学　●微生物生態学　●細胞生物学　●植物代謝機能学　●分子生物学　●実験動物学　●植物生理学
●微生物学実験Ⅰ　●遺伝子制御学　●植物科学実験Ⅰ　●応用微生物学　●動物科学実験Ⅰ　●動物科学概論　など

国際食産業科学コース

バイオサイエンスコース

卒業研究

食生命科学科農 学 部

● 食品衛生管理者（任用資格）　● 高等学校教諭一種免許状（理科･農業）　● HACCP管理者※取得可能な資格

カリキュラム

私の1日の流れ（研究室配属後）

学部共通／学科共通科目

専門科目

●農学入門Ⅰ・Ⅱ　●農学実習　●物理学　●化学　●生物学　●地学
●統計学入門

生物生産科学科　4年　市川 美沙紀［東葛飾高校（千葉）］

共通専門科目
●基礎生化学　●一般化学Ⅰ　●一般化学Ⅱ　●基礎微生物学　●基礎有機化学
●基礎土壌学　●食品化学　●食の安全・倫理学　●機器分析実験
●食生命科学演習　●生物学実験　●化学実験　●キャリア開発論

地域から世界の「食と農」に貢献する
生産・研究開発・流通のプロを育てます

改革のポイント

新しい学科

食生命科学科 地域総合農学科

国際食産業科学コース バイオサイエンスコース 農業科学コース 地域共生コース

日本の食から世界の
食への互換・発展

食品の開発

食の安全 人の健康と栄養

農作物 環境・エネルギー

産業振興 地域づくり

　これらのキーワードから生まれてくる、学生の「これがしたい！」という気持ちを、1～2年次前半で学ぶ「農学入門」や「学科共通科目」で

育み、さらに2年次後半から3年次に学ぶ「コース専門科目」で「こうなりたい！」に変え、学部全体のキーワードである「生産」「研究開発」

「流通」のプロとして、社会で活躍できるようにします。

2学科・
4コースに改組

実務型農学系人材を
育成する教育

農業の基盤強化を
推進する技術者の育成

平成29年度に農学部が変わります！

「食生命科学科」と「地域総合農学科」の

2学科・4コースに改組します。

食料、食品、農産物の国際展開や地域農

業の活性化を支える実務型農学系人材

を育成する教育を推進します。

産業界、自治体、研究機関と連携した教育

や研究を通じて、自ら課題を見出し、社会

科学的視点を備えて農業の基盤強化を

推進する技術者を育成します。

　安心・安全な食の実現と、持続可能な農業を担う人材が求められています。豊かな農業の成長

は、地域の活性化にも大切です。農学部は、自然科学や社会科学を通して、生産・研究開発・流通

それぞれの知識や技術を学び、国内はもとより、国際的に活躍できる「食と農」のプロフェッショナ

ルを育成します。

農 学 部 に
新 学 科 が
誕生しました！

NEW!

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

生命科学や食品の加工、流通、
安全性に関する知識と技能を修得
食生命科学科では、生命科学や食品の加工、流通、安全性に関する知識と技能を修得し、生物機能の高度利用や安全

な食料・食品の生産、供給を通じて様々な食料問題を解決するための能力や食品分野で国際的に活躍できる思考力を

身につけた人材の育成をめざしています。2年次になると国際食産業科学コースとバイオサイエンスコースに分かれて学

修します。

学びの特長

1年次 2年次 3年次 4年次

実験・実習が魅力的！いろいろ幅広く経験できます
魅力はなんといっても実習・実験です。実習では、広々とした農場（FSセンター）で
野菜の栽培や牛の世話を体験します。実験では、牛の腸内菌の同定や鶏肉の部位
ごとのタンパク質の違いなど、広い分野の様々な実験をします。自分たちでソーセージ
や燻製肉を作ってパーティもしました。そして実習・実験のために大切になるのは
1・2年次の座学です。そこでしっかりと基礎を学ぶことで、実習・実験でさらに理解
を深めることができます。

※資格を取得するための受験資格が取得可能

7:00

8:00

9:00

9:30

10:00

朝起きて、身仕度を整えて…
歩いて新松戸駅へ。そこから常磐線。
荒川沖駅で下車。
自転車で農学部に向かいます。
農学部に到着。
私の所属は飼料資源科学研究室。
午前中は実験や測定をします。
私の研究室では、社会的なストレス
（物理的ではなく、心理的なもの）が
動物に与える影響について、またその
影響を予防・軽減できる成分につい
て研究しています。
他にも、マウスの行動を解析するシス
テムの開発や、動物園動物の行動や
管理についても研究をしています。

12:00

13:00

18:00

19:30

20:00

0:00

お昼休み、友達とお昼ご飯。
午後はデータをまとめたり、論文
を読んだり、実験について勉強
します。
先生と相談しながら実験を進め
ていきます。
今日の作業は終了、研究室を後に
する。
荒川沖駅から常磐線に乗り、
帰宅。
夕飯、翌日の準備、入浴など。
のんびりと自分の時間を過ごし
ます。
就寝
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フィールドサイエンスセンターは、農学部キャンパスに隣接してい

ます。ここでは、園芸生産、作物生産、環境保全型農業および家畜飼養

について、実際のフィールドを利用した学生の教育・研究活動の指導

を行っています。約22haの広さを有するフィールドには、水田、畑、ビ

ニールハウス群、果樹園、畜舎、研究管理棟、穀物乾燥棟、野菜・果実

調製保存庫、サイロなどがあり、大型トラクター、コンバインなどの高

性能の農業機械類が整備されています。センターでは果樹、野菜、各

種草花苗など多くの作物を栽培しており、また家畜として和牛を飼育

し、これを生産体系に組み込んだ循環型農業の実践に努めています。

また市民農園や公開講座の開設、地域の生涯学習事業などにも協力

しています。

専任教員や事務職員、技術職員が常駐しており、教
育、研究、生産、地域貢献活動などを行っています。 

研究管理棟1

4

5

2 3

当センターの敷地の約半分を占めています。 
畑地

学生実習では剪定、摘果、収穫作業などを行います。
果樹園

繁殖牛とその子牛、約30頭が飼育されており、学生
実習や卒業研究などで利用されています。

牛舎（畜産実習施設）
イチゴやトマトなどの野菜類、ガーベラやダリア、パ
ンジー苗などの草花苗類を作成しています。

ビニールハウス

小針 大助　准教授

私はアニマルウェルフェア（動物福祉）

を研究テーマとし、家畜や動物園などに

いる展示動物の行動を解析したり、動物

にとってのストレスやその改善方法など

を研究しています。センターには多くの

家畜がいますので、実際に動物に触って

さまざまな学習や研究をしたいという方

には最適な環境です。

また、農場がキャンパスに隣接してい

ることや、日本トップクラスの研究機関が

ある筑波研究学園都市に近接しているこ

とも、当センターの大きな魅力です。

動物や植物が大好きな方、研究に絶好

な環境で私たちと一緒に学びましょう。

教員からのメッセージ

附属フィールドサイエンス教育研究センター

附属フィールドサイエンス教育研究センター

4

5

2

3

キャンパス→

1

見て、触れるフィールドワークで農業の原点を体験

●農業生産技術学　●青果物利用学　●青果物生産学　●総合防除論　●農薬学　●植物感染機構学
●ゲノム科学　●工芸・飼料作物学　●植物機能形態学　●園芸学Ⅱ　●植物病理学　●応用動物昆虫学実験
●植物育種学　●農場実習　●作物学実験　●植物病理学実験　など

地域総合農学科農 学 部 農 学 部

学びの特長

取得可能な資格 ● 高等学校教諭一種免許状（理科･農業）　● 測量士補（地域共生コース）

私の週間時間割（3年次履修例）

●農学入門Ⅰ・Ⅱ　●農学実習　●解析学　●物理学Ⅰ・Ⅱ　●化学Ⅰ
●生物学Ⅰ・Ⅱ　●地学　●社会学　●経済学　

学部共通／学科共通科目

専門科目

カリキュラム

共通専門科目
●栽培学　●農業経済学一般　●農業と土と水　●統計学　●土壌肥料学
●作物学　●園芸学Ⅰ　●遺伝学Ⅰ　●植物生理学　●生物生産機械学
●農業経営学　●地域計画学　●農業気象学 　●地域総合農学入門
●プログラミング基礎　●統計情報処理

農業科学コース

●フードシステム学　●農業食料社会学　●農政学　●環境経済学　●地域食産業論　●農産物流通論
●地域社会調査実習　●地域政策学　●ランドスケープ整備論　●水文学　●農業史・環境史　●地域環境ガバナンス論
●水理学　●応用力学　●設計製図　●土質工学　●農業水利学　●水処理工学通論　●農地環境工学
●測量学　●測量実習　●水理実験　●土壌物理実験　など

地域共生コース

卒業研究

■大学入門ゼミ　■茨城学　■情報リテラシー　■心と体の健康　■自然・環境と人間　■科学の基礎
■ヒューマニティーズ　■異文化コミュニケーション（初修外国語を含む）　■パフォーマンス＆アート　■グローバル化と人間社会
■プラクティカル・イングリッシュ　■ライフデザイン

基盤教育科目

創生・発展に繋がる思考力と行動力を持った人材の育成
　地域総合農学科では、食や農に関する生産から販売までの一貫した知識と技能の修得を行い、地域産業振興に貢

献する力を身につけます。これに加え、地域社会の抱える課題を正確に把握し、地域の発展に繋がる思考力と行動力を

持った人材の育成をめざしています。2年次になると農業科学コースと地域共生コースに分かれて学修します（ただし、

入学試験出願時にコースを選択する）。

1年次 2年次 3年次 4年次

自分の興味がある分野の理解を深めることができます
私は以前から、地域社会の問題やまちづくりの取り組みに興味を持っていました。

専門課程では、地域環境ガバナンス論や地域政策学など、こうした興味に関連する

科目を広く学びました。また、グループワークやワークショップの形式を取り入れた

授業にも参加し、より実践的な知識を身につけることができました。研究室に配属さ

れてから、こうした知識を活かし、地域の抱える問題について実践的に学習しており、

充実した日々を送ることができています。

MON TUE WED THU FRI

1限

2限

3限

4限

5限

上段：前期／下段：後期

地域環境科学科　4年　丸岡 優人［竜ヶ崎第一高校（茨城）］

地域環境ガバナンス論
動物行動学 農業史・環境史

地域政策学

地域環境科学特別
講義Ⅰ（数的処理）

地域環境科学特別
講義Ⅰ（数的処理）

農業食料社会学
ゼミナール（基礎）

農業情報学

比較農政学

環境経済学
ゼミナール（基礎）

環境マネジメント論 農業気象学

農業食糧経済学 計量経済学
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茨城大学農学部畜産学科を卒業後、1993年に同大学院修士課程

畜産学専攻を修了。伊藤ハム㈱中央研究所研究員を経て、1995年

に茨城大学に着任。1998年に博士（農学）を九州大学より取得。現

在は、日本畜産学会（常務理事を歴任）や日本農芸化学会、日本食

品化学工学会、日本食肉研究会（編集幹事）の会員。2017年には第

2回伊藤記念財団賞を受賞。

農 学 部 　 食 生 命 科 学 科

宮 口  右 二  教 授
M i y a g u c h i 　 Y u j i

茨城大学農学部生物生産学科を卒業後、1993年に茨城大学大学

院農学研究科修士課程を修了。さらに1996年、東京農工大学大学

院連合農学研究科博士課程を修了。茨城県農業総合センター生物

工学研究所を経て、1996年に茨城大学に着任。2001年から約１年

間は文部省在外研究員として果樹研究の聖地であるイギリスの

イーストモーリング研究所に留学。現在は、茨城県や学外の研究機

関と共同で「国産レンコンのブランド力強化プロジェクト」を代表

者として推進している。

農 学 部  地 域 総 合 農 学 科

井 上  栄 一  教 授
I n o u e  E i i c h i

農 学 部
教 員 紹 介

農 学 部
教 員 紹 介

これからも安全安心な畜産物を
つくっていくために私たちがすべきこと

新鮮で美味しい野菜や果物を消費者に
届けるための研究を展開しています

私の研究分野は園芸学といって、野菜や果物そして花などの観賞

植物の生産から利用までを研究対象としています。茨城県は全国2位

の農業産出額を誇る農業県ですが、そのうちの約50％が園芸作物に

よるものです。野菜や果物には国際的な競争力が高い品目も多いの

で、最近では輸出にも力が注がれています。私たちの研究室では、園

芸作物のなかでも、ナシ、クリ、ブルーベリーなどの果物やレンコンな

どの野菜の研究に力を入れています。特に果実に関しては、農学部附

属フィールドサイエンス教育研究センターの果樹園で自らが栽培し

たナシやリンゴなどを材料として研究を行っています。関東の国立大

学で本格的に果物を栽培して研究をしている研究室は数カ所しかあ

りませんので、茨城だけでなく他都県の研究所や企業とも共同研究を

行っています。

高校生の皆さんは将来の受験に向けて進路選択に悩んでいること

と思います。私は本学の卒業生でもありますが、入学時から園芸学を

志していたわけではありません。私が農学部への進学を考えるように

なったのは、中学生のときに市場を席巻した「輝虎（きとら）」という

キュウリの台木品種がきっかけでした。「輝虎」はブルームと呼ばれる

白い粉がキュウリの表面に形成されるのを防ぐ能力を持っている品

種です。現在ではブルームレスでつやのあるキュウリが主流ですが、当

時としては画期的で他のキュウリが売れなくなるほどのインパクトが

ありました。私の実家は農家なので、間近でそのような状況を目にし

て作物品種の持つビジネスにおける可能性に驚愕し、将来自分も画

期的な品種を育成して農業に貢献したいと考えるようになりました。

農学部の卒業研究は念願が叶って品種改良の技術を扱う植物育種

学研究室で履修しました。当初、大学院への進学は全く考えていませ

んでしたが、研究にのめり込んで博士課程までお世話になりました。

結局、品種改良に携わりたいという当初の目標は叶っていませんが、

教員として指導した修了生が野菜や花の品種改良の現場で活躍して

いるので、間接的には叶っているのかもしれません。

最近の農学部入学者にはこれまで農業とは縁の遠かった方も多

く、純粋に植物や動物に興味があることが進路選択のきっかけだとい

う方も増えています。入学に至った理由は様々でも農学部で充実した

四年間を過ごした方には必ず将来の展望が開けると思います。私のよ

うに研究に更なる興味が出てくれば大学院への進学も選択できます。

私たち教職員は、その手助けをするために魅力的なカリキュラムを用

意して皆さんを待っています。

私たちの食事でメインディシュとされる食肉は栄養価が高く私たち

の体の中で合成されない必須アミノ酸という大事な成分をバランス

よくたくさん含んでいます。また、鶏肉、豚肉、牛肉にはそれぞれ、疲労

回復やエネルギーの代謝あるいは脂肪の燃焼作用効果を示す成分を

含んでいるなど、健康維持に欠かせない食べ物です。

そのような食肉の生産では、穀類などたくさんの飼料を使用し、多

くを海外からの輸入に頼っています。その一方、私たちはスーパーや

コンビ二に行くと、あらゆる食べ物が手に入りますが、それらを食品

加工する際に排出される食品残さが少なくありません。私どもの研究

室では、そのようなまだ利用できる食資源を活かして、家畜の飼料化

にする試みを行っています。ただし、ただの残飯を飼料にするという簡

単なことではありません。十分に人が食べても問題はなく、むしろ人

の健康にもよいと考えられている機能性成分を給与することで、動物

の健康増進や最終的な生産物（食肉）の生産量や品質にも好影響を

与えるものを模索しています。

現在、ある新奇な乳酸菌で食品残さを発酵させた飼料をブタに給

与する試験を行っています。新しい発見のためには、さまざまな実験

を行う必要があります。例えば、同飼料中の栄養素や有害物質の有無

を明らかにし、有用性や安全性を調べる必要があります。また、それを

食べたブタの健康状態や増体への影響、豚肉に加工された場合の肉

質など、調べることはたくさんあります。一つの研究例をあげても、必

要な知識を身に付けておくこと、また具体的な研究計画を立て、実行

する必要があります。理論的にはうまくいくはずの実験もそう簡単に

は答えを出してくれません。そのため、工夫しながら何度も実験を積

み重ねる必要があります。実験データがそろったら、学会などで自分

の研究成果をみなさんの前で発表することになりますが、最初は緊張

して、うまく話せないかもしれません。さらに、日本語や英語などで実

験内容について文章でまとめることになりますが、すらすらと文章が

書けるようになるにはそれなりの努力が必要です。私どものような理

系と呼ばれる学問分野でも文系の力が必要となるのです。昔から言わ

れるように、これらも「好きこそ物の上手なれ」でまず、興味を持ったこ

とを好きになる必要があります。また、それは誰でもできることなので

す。ぜひ、茨城大学でとことん好きな物を見つけ、熱中できることを見

つけ出してください。
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生物生産科学専攻 応用生命科学専攻

環境資源共生科学専攻

農林共生社会科学専攻

農業環境工学専攻

大学院 農学研究科

農学を基盤とした食料・生命・環境に、
さらに深く向き合おう
農学が研究対象とする分野は時代とともに広がっています。食料、生命、環境。これらはいずれも、人間が健康で

生存するために欠かせない重要な分野です。

近年、大学4年間で学んだ知識を基礎として、より高度な専門的知識や技術の修得をめざす学生が増加してい

ます。そうした要望に応えるため、大学院農学研究科修士課程が設けられています。2年間の課程を修了すると、修士

（農学）の学位が取得できます。

課程の概要 課程の概要

生物生産の高度化や食品の安全に関わる知識と技術を学
び、グローバル、特にアジアの農業生産力の向上と安定的な食
料供給に貢献できる高度専門職業人を育成します。

分子レベルから個体に至るまでの生命現象の本質を学び、
生物固有の能力を活かしたモノづくりや健康で豊かな人間生
活を創造する食料・食品開発を担う高度専門職業人を育成し
ます。

東京農工大学大学院 連合農学研究科 博士課程修士課程

アジア展開農学コース 実践農食科学コース
作物および家畜・家蚕の生理生態、遺伝育種、動植物保護の
農業生産に寄与する分野についての研究を通して、学理と技術
諸問題の高度かつ深化した教育を行います。

生命現象の根源をなす生体反応を解析して、人類の生存に
必要な物質生産のための基盤を確立するとともに、その応用、
開発を行うことを目的としています。

植物生産科学大講座
動物生産科学大講座
生物制御科学大講座

応用生物化学大講座
生物機能化学大講座

地球上の人の活動の場と、生物資源を科学的に解明し、資源
の効率的な生産とその保全、地球環境の保全、さらに自然保護
の科学を総合的に考究します。

農業生産の基盤となる農地の土と水に関する工学、地域の
水利用と水環境の保全に関する工学、地域資源の保全と地域
の環境計画、農業生産に関するシステム工学、作物や家畜の生
産および生産物の加工流通における環境制御工学などに関す
る研究を行います。

森林資源物質科学大講座
環境保全学大講座

人間と自然との共生のあり方、共生持続型社会システムのあ
り方、効率的で環境保全的な農業生産を可能とする経営組織
のあり方など、社会経済的諸課題を究明できる総合的な教育
と研究を行います。

農林共生社会科学大講座

農業環境工学大講座

3大学が連携し、教育・研究を行う独立大学院

● 修業年限：3年
● 所定の単位を修得し、学位論文の審査および最終試験に合格すると、東京農工大学から博士（農学）または博士（学術）
の学位が授与

● 茨城大学大学院農学研究科から進学する場合、入学料は不要です。

連合農学研究科は、茨城大学、東京農工大学、宇都宮大学の農学研究科修士課程が連合して博士課程（3年）の

教育・研究にあたる研究科です（基幹大学は東京農工大学）。

本研究科は生物生産科学・応用生命科学・環境資源共生科学・農業環境工学・農林共生社会科学の5専攻からな

り、食料・生物資源の確保、生物機能の活用と制御、環境保全と修復など、人類の生存と福祉に必須の科学分野に

ついて、高度な専門知識と創造性豊かな応用力を備えた研究者の養成を行っています。

教育・研究指導は3大学の約250名の教員の協力によって行われ、毎年50名以上の博士が誕生しています。

植物生産に係る技術や防疫、品種開発、利用などについて専
門的に学び、先端的農業技術の開発などを通じて21世紀の持
続可能社会の発展を担う高度専門職業人を育成します。

応用植物科学コース

平成29年度から１専攻4コース制へ
4コースから1つを選択 英語開講コースを設置

環境保全や社会基盤整備、社会構造などの知識や分析手法
を専門的に学び、地域や国際社会と連携しながら環境と調和
した21世紀の持続可能社会形成に寄与する高度専門職業人を
育成します。

地域共生コース

語学力を生かし、グローバルに事業を展開する農業・食品関
連の製造業や流通・小売業などでの活躍が期待できます。

植物生産の基礎から応用までを含む高度な専門知識と技
術をもって農業関連の製造業や自治体の農業技術者などとし
ての活躍が期待できます。

先端的な生物科学や食品科学の知識をもって、食品や食品
素材の開発、医薬品メーカーにおける研究員などとして活躍が
期待できます。

農業基盤整備に関する高度な専門知識と技術と社会科学
的視点に立った俯瞰力をもって、自治体の技術系および行政
担当者、コンサルタント業務やJAなどの複合サービス業にお
ける専門家としての活躍が期待できます。

改革のポイント

英語開講

農学専攻（入学定員：48名）

● 修業年限：2年
● 所定の単位を修得し、研究指導教員のもとで研究の成果を論文などにまとめ、審査と最終試験に合格すると、修士（農学）
の学位が授与

修了要件・取得可能な学位 修了要件・取得可能な学位

農
学
部
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伊藤　哲司 教授 社会心理学、サスティナビリティ学
加藤　篤志 教授 社会学
加藤　敏弘 教授 コーチング
木村　昌孝 教授 国際関係論・東南アジア研究
高野　光平 教授 メディア論、文化研究
古賀　純一郎 教授 ジャーナリズム論、外国メディア論
佐川　泰弘 教授 政治学、行政学、地方行政論
渋谷　敦司 教授 社会学、社会福祉論、ジェンダー論
菅谷　克行 教授 情報活用、電子メディア
鈴木　栄幸 教授 認知科学、教育工学
蓮井　誠一郎 教授 国際政治学・平和学
原口　弥生 教授 環境社会学
馬渡　剛 教授 政治学、地方政治論
村上　信夫 教授 放送メディア論、広報論、映像制作論
葉　倩瑋 教授 都市地理学・社会地理学
猪俣　紀子 准教授 マンガ研究
小原　規宏 准教授 観光地理学・農業地理学
糟谷　政和 准教授 日韓文化交流論
田中　耕市 准教授 経済地理学、交通地理学、地理情報システム
冨江　直子 准教授 歴史社会学、生活保障論
野田　真里 准教授 国際交流論
星　純子 准教授 地域社会論
三輪　徳子 准教授 国際開発、国際協力
横溝　環 准教授 異文化コミュニケーション
寺地　幹人 講師 社会学（社会意識論、社会調査論）
細谷　幸男 助教 情報処理

井上　拓也 教授 政治学、公共政策
内田　聡 教授 金融論
清山　玲 教授 労働経済論、社会政策論、ジェンダー論
髙井　美智明 教授 監査論・財務会計論
田中　泉 教授 理論・計量経済学
古屋　等 教授 比較法学・行政法学
兪　和 教授 財政学
後藤　玲子 教授 経済政策論・情報経済論
荒木　雅也 教授 商法学・経済法学
石井　智弥 准教授 民法学
石垣　建志 准教授 経済理論
今川　奈緒 准教授 行政法
今村　一真 准教授 マーケティング論
陶山　二郎 准教授 刑事法学
鈴木　俊晴 准教授 労働法
髙橋　大輔 准教授 家族法
長田　華子 准教授 アジア経済論
藤本　共一 准教授 アメリカ経済論・欧米企業の経営戦略
付　月 准教授 外国人の進研・国籍に関する法
牧　良明 准教授 経営管理論、生産管理論

准教授 近現代日本経済史・経営史
乙部　延剛 准教授 公共哲学
伊藤　純子 講師 憲法
土屋　和子 講師 社会保障法学

青山　和夫 教授 文化人類学、マヤ文明学、環境文明史
井澤　耕一 教授 中国思想史
市川　千恵子 教授 イギリス近・現代散文研究
石井　宏典 教授 社会心理学
伊藤　聡 教授 日本思想史、中世の神仏習合思想
岡崎　正男 教授 英語学
小泉　淳二 教授 １９世紀末オーストリア文学
小泉　由美子 教授 アメリカ文学、アメリカ女性詩研究
櫻井　豪人 教授 国語史・洋学資料研究
澁谷　浩一 教授 アジア史、中央ユーラシア史
杉本　妙子 教授 社会言語学、日本語教育学
鈴木　敦 教授 甲骨学・中国考古学
高橋　修 教授 中世武士団、戦争絵画論
田中　裕 教授 日本考古学、文化財論、博物館論
谷口　基 教授 日本近代文学
永井　典子 教授 言語学
西野　由希子 教授 中国文学・香港文学

日下　裕弘 教授 体育社会学、生涯スポーツ論、現象学的身体論、遊び・スポーツ・体育・レジャー論
勝本　真 教授 コーチング、ゲーム分析、バレーボール指導法
吉野　聡 准教授 学校体育カリキュラム、学習指導論、体育教師教育
中嶋　哲也 准教授 柔道、スポーツ人類学、体育・スポーツ史
大津　展子 講師 体育授業における教材研究とスポーツ教育モデルの授業開発

工藤　雄司 教授 技術科教育、情報教育、工業教育、教材開発
榊　守 教授 高電圧工学、放電応用および生活支援機器の開発
大西　有 准教授 技術科教育、生物育成の技術に関わる授業開発
臼坂　高司 准教授 木材加工教育、技術科教育
堤　一郎 特任教授 機械工学、技術史教育

木村　美智子 教授 被服学、洗浄科学、生活環境学
野中　美津枝 教授 家庭科教育、消費者教育、生活科学
数井　みゆき 教授 家庭科教育の中の保育分野、乳幼児の育ちと養育者の関わり
石島　恵美子 准教授 家庭科教育学、調理学、家庭クラブ、ホームプロジェクト、地域連携
佐藤　裕紀子 准教授 家庭経営学、家族関係学
西川　陽子 准教授 食物科学、栄養学、食生活、食文化

荒川　智 教授 特別支援教育（障害児教育）の歴史、思想、政策、インクルーシブ教育
勝二　博亮 教授 特別支援教育、脳科学、生理心理学
新井　英靖 准教授 知的障害児の授業研究および英国の教育方法に関する研究
細川　美由紀 准教授 障害児心理学、学習障害児の評価と支援
田原　敬 講師 特別支援教育、聴覚障害児・者の生理心理学
東條　吉邦 特任教授 自閉スペクトラム症、発達臨床心理学

廣原　紀恵 教授 学校看護学、学校保健学、発育・発達
斉藤　ふくみ 教授 養護学、養護教諭の実践、養護実習、保健室
瀧澤　利行 教授 公衆衛生学、学校保健学、健康思想史
古池　雄治 教授 医学、小児科学（特に成長発育）
石原　研治 教授 からだの構造と機能、くすり、免疫、アレルギー、再生医療

准教授 時間生物学、健康教育学

小泉　晋弥 教授 日本美術史、博物館学、近代彫刻史、岡倉天心研究
乾　康代 教授 住居計画、都市計画
島田　裕之 教授 平面デザイン
佐々木　忠之 教授 福祉工学、感覚情報工学
岩佐　淳一 教授 メディア論、メディア文化論、マス・コミュニケーション論
野崎　英明 教授 弾性力学、技術科教育（金属、プラスチック加工）
甲斐　教行 教授 西洋美術史（イタリア・ルネサンスおよび近現代美術史）
齋藤　芳徳 教授 デザイン思考、ユニバーサルデザイン（建築、インテリア、プロダクト）
齋木　久美 教授 書写書道教育
林　延哉 准教授 大衆向け表現作品などの物語の訴求構造分析、社会臨床論
小林　祐紀 准教授 授業におけるICT活用、情報教育、情報モラル教育、学び合い

富樫　泰一 教授 水泳、スキー、野外運動、バイオメカニクス、スポーツ医学
伊藤　孝 教授 地球科学，特に過去の地球表層環境に関する研究
阿部　信一郎 教授 水域生態学、藻類学、保全生物学
関　友作 准教授 教育工学（わかりやすく、知識を表現・伝達する方法）
郡司　晴元 准教授 環境教育（なかでも自然体験系の環境教育）、自然人類学
上地　勝 准教授 公衆衛生学、学校保健、健康教育
渡邊　將司 准教授 からだの形や組成（形態学）、子どもの発育発達、陸上競技
篠田　明音 講師 ダンス(身体表現)、運動学（運動方法学）

守屋　英子 教授 臨床心理学、心理療法、遊戯療法、芸術療法
正保　春彦 教授 臨床心理学、グループアプローチ
金丸　隆太 准教授 臨床心理学、交流分析による親子関係理解
大島　聖美 講師 臨床心理学、青年期の親子関係

坂場　克身 教授 学校運営、教育実践
藤田　達人 教授 学校運営、教育実践
生越　達 教授 教育方法、生活指導、教育相談、現象学的子ども理解
三輪　壽二 教授 臨床心理学、教育相談
渡部　玲二郎 教授 子ども同士の対人関係、教師と子どもの対人関係、ソーシャルスキル教育
打越　正貴 准教授 教育方法、教育実践
藤井　とし子 准教授 児童生徒支援、教育実践
加藤　崇英 准教授 学校経営、教育行政、教育制度
丸山　広人 准教授 臨床心理学、カウンセリング、教育心理学
杉本　憲子 准教授 教育方法学

准教授 道徳教育、教育哲学、教育人間学
照屋　翔大 准教授 学校経営学、地方教育行政を単位にした学校改善

西山　國雄 教授 言語学
中田　潤 教授 ドイツ現代史
野口　康彦 教授 臨床心理学
藤原　貞朗 教授 美術史
堀口　育男 教授 日本古典文学
宮崎　章夫 教授 感情心理学、健康心理学
山田　桂子 教授 南アジア近現代史
渡邉　邦夫 教授 古代ギリシア哲学
神田　大吾 准教授 仏文学、教育学（仏語）
添田　仁 准教授 近世海域交流史、災害史
佐々木　啓 准教授 日本近現代史
塚原　伸治 准教授 民俗学、文化人類学
松本　光太郎 准教授 発達心理学、環境心理学
本山　宏希 准教授 認知心理学
森下　嘉之 准教授 ヨーロッパ史

藤井　文男 教授 一般言語学

齋藤　義則 特任教授 都市計画・地域計画

村野井　均 教授 発達心理学、メディアと人間、テレビ理解の発達
望月　厚志 教授 生涯学習、教師教育、キャリア教育
小川　哲哉 教授 徳育の理論的考察と道徳教育の実践的分析
佐藤　環 教授 近世・近現代の日本における学校教育課程の展開
神永　直美 教授 幼児教育学

増子　和男 教授 漢文学（魏晋南北朝・唐代の小説、日中の怪異譚の比較）
川嶋　秀之 教授 国語学、日本語の表記や意味の研究
鈴木　一史 准教授 国語科教育学、教科書語彙・作文語彙の分析、表現教育法

准教授 近代日本文学

小野寺　淳 教授 人文地理学、江戸時代の地図、街道と水運、歴史的景観
村山　朝子 教授 社会科教育、地理教育の内容と方法、歴史
木村　勝彦 教授 教科教育法(社会科教育)、社会科教育の歴史的研究
中野　雅紀 准教授 日本国憲法、法律学（特に公法）、法の歴史、法哲学
千葉　真由美 准教授 日本史、近世の村社会、百姓の印、新田村落の研究
大島　規江 准教授 ヨーロッパ地誌、マイノリティに関する研究
藤崎　衛 准教授 世界史、西洋中世史、教会史
田瀬　則雄 特任教授 自然地理学、水環境問題

猪井　新一 教授 英語教育学、第2言語習得、談話分析、小学校外国語活動など
君塚　淳一 教授 アメリカ文学、アメリカ文化（人種問題、映画批評、1960年代論など）
小林　英美 教授 イギリス文学、イギリス文化（読書・出版文化の研究など）
齋藤　英敏 准教授 英語教育（評価・テスト・指導法）
安原　正貴 講師 言語学、英語学（意味論、統語論）

小口　祐一 教授 統計的探究プロセスにおける学習者の誤判断に関する研究
梅津　健一郎 教授 無限次元版の微積分、線形代数を用いた非線形現象の解析
栗原　博之 准教授 部分多様体、等質空間の幾何
松村　初 准教授 離散数学、グラフ理論
吉井　豊 准教授 有限群、代数群および量子群の表現論
根本　博 特任教授 数学教育学

矢島　裕介 教授 実験物理学
松川　覚 教授 合成有機化学、化学教育教材開発
棗田　孝晴 准教授 動物生態学（特に希少淡水魚類の生態学と保全）
宮本　直樹 准教授 理科教育学（科学的探究能力の育成、理科の授業作り）、環境教育
青島　政之 准教授 界面物理化学
永尾　敬一 准教授 理論物理学
上栗　伸一 准教授 地質学・古生物学

田中　健次 教授 音楽教育：学校の音楽教師や社会の音楽活動指導者の育成
神部　智 教授 西洋近代音楽の歴史や作品研究を中心とした音楽学
谷川　佳幸 教授 声楽（イタリアオペラ、日本歌曲などを中心とする独唱）
藤田　文子 准教授 音楽教育学、フレーベルの音楽教育、歌唱指導法など
山口　哲人 准教授 作曲・編曲・指揮
田中　宏明 准教授 器楽（ピアノ）：ピアノの演奏法（独奏・伴奏など）

向野　康江 教授 芸術教育思想史
島　剛 教授 彫刻
片口　直樹 准教授 絵画（主に油彩画や映像インスタレーション作品の制作）
金子　一夫 特任教授 美術教育学

市村　文男 教授 種々の整数のなす集合の性質の研究
木村　真琴 教授 微積分による、曲線や曲面の高次元版である多様体の研究
下村　勝孝 教授 ポテンシャル論、複素解析学
鳥養　祐二 教授 放射性核種の環境動態・除染法と核融合実現に向けた燃料トリチウムの研究
中井　英一 教授 実解析学、調和解析学、フーリエ解析学、関数解析学
長谷川　博 教授 カオス時系列解析：複雑な現象の中から美しい法則の発見
堀内　利郎 教授 微分方程式の解析的研究
村重　淳 教授 津波のような非線形水波のモデル化と解析
相羽　明 准教授 整数｛...,-2,-1,0,1,2,...｝に関するさまざまなものの性質の研究
安藤　広 准教授 多変数の微分方程式論
入江　博 准教授 古典力学を起源とするやわらかくて硬い新しい空間の研究
大塚　富美子 准教授 さまざまな空間の上での幾何学
鈴木　香奈子 准教授 偏微分方程式論、非線形現象の解析
長谷川　雄央 准教授 ネットワーク科学：WWWや友達関係といった、現実世界の"つながり方"に関する研究
藤間　昌一 准教授 流れ現象のシミュレーション手法と関連する計算科学
渡邊　辰矢 准教授 波や振動のシミュレーションと解析

伊賀　文俊 教授 磁性元素を含む機能性物質の創成とその物性研究
桑原　慶太郎 教授 物質の磁性を中性子・X線などを使って研究しています
阪口　真 教授 一般相対論と量子論を統一する超弦理論の研究
中川　尚子 教授 非平衡現象や生命現象のための熱・統計力学を作る研究
福井　隆裕 教授 多様で複雑な物質の示す普遍性を追求しています
藤原　高徳 教授 物質の究極の姿である素粒子とその間に働く力の研究
百瀬　宗武 教授 星や惑星系の誕生を電波天文学で探る
吉田　龍生 教授 天体の高エネルギー現象に関する研究
飯沼　裕美 准教授 J-PARCミューオンビームを用いた素粒子実験・標準理論を越えた新物理の探索
片桐　秀明 准教授 宇宙ガンマ線観測および放射線検出器の開発
佐藤　正寛 准教授 スピントロニクス・光物性科学・量子多体問題が絡み合う新しい物質科学の探究
釣部　通 准教授 宇宙物理学の理論的研究，特に天体の形成機構を探求する天体形成論
百武　慶文 准教授 超弦理論に基づく量子場の理論と重力理論の研究
横山　淳 准教授 新しい磁性や超伝導現象に関する研究
米倉　覚則 准教授 電波天文学、星形成、日立・高萩32m電波望遠鏡を用いた研究
塚越　崇 助教 電波観測による星や惑星の形成過程の研究

泉岡　明 教授 機能性分子の分子設計と合成
大友　征宇 教授 生物物理化学的手法によるタンパク質複合体の構造と機能解明
折山　剛 教授 有機合成化学、環境にやさしい新しい反応の開発
金　幸夫 教授 マイクロ空間の光・電気化学
髙妻　孝光 教授 生体関連金属含有タンパク質の構造と機能・海洋生物無機化学
佐藤　格 教授 強力な生理活性を有する天然有機化合物の全合成とそれに役立つ新規反応の開発
西川　浩之 教授 分子性導体を中心とした機能性物質の開発と物性の研究
藤澤　清史 教授 生体関連遷移金属モデル錯体の構造と分光学的性質の研究
森　聖治 教授 化学反応のメカニズムに関する理論・計算化学
山口　央 教授 新規ナノ材料の開発と分離分析への応用
大橋　朗 准教授 環境調和型分離分析法の開発
神子島　博隆 准教授 金属化合物を用いる有機合成反応の開発

准教授 生体関連配位子を用いた金属錯体の合成と機能化に関する研究
山口 峻英 助教 金属イオンを含むタンパク質の構造と機能に関する研究

石見　幸男 教授 哺乳類細胞のDNA複製に関する生化学的・分子生物学的研究
遠藤　泰彦 教授 種子植物の分類および形態形質の進化に関する研究
北出　理 教授 シロアリと共生微生物の生態学・分子系統学
小島　純一 教授 社会性カリバチの分類と社会性進化の研究
田内　広 教授 放射線分子生物学、生物が遺伝子を守る分子機構の研究
立花　章 教授 生体の適応機構と遺伝子突然変異に関する細胞生物学的研究
中村　麻子 教授 細胞老化とがん化に関する細胞生物学的研究
仁木　雄三 教授 発生生物学：始原生殖細胞および生殖幹細胞の研究
山村　靖夫 教授 樹木の成長・生活様式と森林の動態
及川　真平 准教授 植物の生理生態学、地球環境変化への植物の応答
加納　光樹 准教授 汽水・淡水魚類の保全生態学的研究
中里　亮治 准教授 霞ヶ浦など富栄養湖沼の自然環境再生に関わる保全生態学的研究
二橋　美瑞子 准教授 昆虫の体色形成・分散型動原体による染色体維持機構と進化(遺伝学・分子生物学)
諸岡　歩希 准教授 社会性昆虫の生態および系統・分類学的研究、蜂類の寄生線虫に関する研究
岡西　政典 助教 クモヒトデ類の系統分類と生息環境多様化の進化の研究

安藤　寿男 教授 地質・古生物学（地層と化石から解明する地球表層環境と生物進化）
岡田　誠 教授 氷期－間氷期変動および地磁気反転に関わる研究
河原　純 教授 地震学（特に地球内部の地震波の伝わり方の研究）
北　和之 教授 大気環境科学（特に気候など環境に影響を与える大気物質の研究）
小荒井　衛 教授 地形学・災害科学（地表変動メカニズムの解明と人間環境に及ぼす影響）
橋爪 光 教授 水惑星学（隕石・月・古い地球試料を調べ、地球が出来た過程を理解する）

人文社会科学部 現代社会学科

全学部教員一覧 2017年4月1日現在

人文学部 人文コミュニケーション学科

人文社会科学部 法律経済学科

物理学領域／コース

教育実践科学コース

教科教育コース／保健体育教育系／保健体育選修

教科教育コース／技術教育系／技術選修

教科教育コース／生活科学教育系／家庭選修

特別支援教育コース

教科教育コース／言語・社会教育系／国語選修

教科教育コース／言語・社会教育系／社会選修

教科教育コース／言語・社会教育系／英語選修

教科教育コース／理数教育系／数学選修

教科教育コース／理数教育系／理科選修

教科教育コース／音楽教育系／音楽選修

教科教育コース／美術教育系／美術選修

数学・情報数理領域／コース
理学部 理学科

人文学部 社会科学科

教育学部 学校教育教員養成課程

教育学部 養護教諭養成課程

教育学部 情報文化課程

化学領域／コース

教育学部 人間環境教育課程

生物科学領域／コース

大学院教育学研究科学校臨床心理専攻

大学院教育学研究科教育実践高度化専攻

地球環境科学領域／コース

人文社会科学部 人間文化学科



藤縄　明彦 教授 火山地質学・岩石学（火山の噴火史とマグマ供給系解明，噴火メカニズム解明と火山防災）
野澤　恵 准教授 天文学・太陽物理学(太陽を起点に観測と理論の両面からの天体物理の研究)
長谷川　健 准教授 火山学（活火山やカルデラの形成史・マグマ系解明と噴火予測）
山田　卓司 准教授 地震学（特に地震発生の物理学的研究とその地震発生予測への応用）
若月　泰孝 准教授 気象・気候学（豪雨など災害をもたらす大気現象の理解と予測、地域気候変化予測）
藤谷　渉 助教 宇宙化学（隕石の同位体分析による太陽系形成過程の研究）
山口　直文 助教 堆積学（沿岸域の地形の変化と堆積過程の研究）

理学部理学科教員全員で教育を担当

伊藤　吾朗 教授 水素を見る―水素社会実現に向けた金属材料に関する研究
伊藤　伸英 教授 マイクロメディアを用いた鏡面研削加工技術の研究
稲垣　照美 教授 熱科学と光計測に関する研究
関東　康祐 教授 計算力学及び確率論的破壊力学に関する研究
倉本　繁 教授 理論強度を目指した構造材料設計
近藤　良 教授 制御工学、メカニカル制御、ロボット工学
金野　満 教授 環境にやさしいエンジンと新燃料・新エネルギーに関する研究
田中　伸厚 教授 複雑流動現象のコンピュータシミュレーションの研究
堀辺　忠志 教授 材料力学、弾性力学に関する研究
増澤　徹 教授 磁気浮上、メカトロニクス技術の医療応用と医用工学技術創造
尾関　和秀 准教授 生体材料、環境材料を目的とした薄膜コーティング技術の開発
車田　亮 准教授 特性評価と新材料開発
清水　年美 准教授 ロボットの機構と運動制御に関する研究
田中　光太郎 准教授 レーザーによる排ガス計測とクリーンな自動車に関する研究
西　泰行 准教授 流体工学、流体機械、自然エネルギーの有効利用に関する研究
松田　健一 准教授 メカトロニクスおよび電磁力応用システムに関する研究
松村　邦仁 准教授 伝熱工学及び熱と流れに関する研究
道辻　洋平 准教授 自動車・鉄道車両における安全性向上技術に関する研究
山崎　和彦 准教授 生産工学・加工学、レーザプロセシング
今村　仁 講師 モードの切り換えを伴う非線形力学系のダイナミクスの研究
李　艶栄 講師 熱流体の画像計測と環境・エネルギー工学に関する研究
長　真啓 助教 磁気浮上技術を用いた非接触式回転機械の設計と制御
北山　文矢 助教 リニア振動アクチュエータとその制御に関する研究
小林　純也 助教 鉄鋼およびアルミニウム合金の塑性加工と熱処理に関する研究
森　孝太郎 助教 スマート材料を用いたデバイスの設計に関する研究

阿部   修実 教授 無機材料の合成プロセスと材料組織制御に関する基礎科学
五十嵐　淑郎 教授 分離・計測システムの創造に関する研究
海野　昌喜 教授 X線・中性子を利用した蛋白質の原子レベル構造・機能解明
大野　修 教授 金属錯体の電気化学と触媒反応
木村　成伸 教授 生化学、蛋白質工学、タンパク質の構造・機能解明とその応用
久保田　俊夫 教授 含フッ素有機化合物の選択的合成反応の開発
小林　芳男 教授 液相反応を利用した機能性材料の作製法の開発
田中　伊知朗 教授 中性子構造生物学と中性子回折計・結晶育成法の開発
森川　敦司 教授 重縮合反応を用いた機能性高分子の合成
山内　智 教授 半導体素子と複合集積化
吾郷　友宏 准教授 典型元素の特徴を活かした新しい機能性有機分子の創製
江口　美佳 准教授 リチウムイオン電池、固体高分子形燃料電池
北野　誉 准教授 遺伝子の進化に関する研究
熊沢　紀之 准教授 水溶性高分子を活用した新規除染技術の開発
庄村　康人 准教授 酵素の構造と機能に関する研究
中島　光一 准教授 溶液反応化学に立脚した機能性セラミックスの合成と構造解析
東　美和子 准教授 シクロデキストリンの包接現象に関する研究
福元　博基 准教授 次世代型エネルギー変換材料を目指した機能性高分子の開発
細谷　孝明 講師 ソフトウエア、分析化学、構造生物化学

池田　輝之 教授 様々なスケールでの材料構造と物性の関わり、材料プロセス
岩本　知広 教授 原子の直接観察によるその振る舞いと物性の関係の解明
太田　弘道 教授 材料の伝熱と関係する測定・測定手法開発・研究・理論予測
篠嶋　妥 教授 材料のナノ構造と力学物性、結晶成長計算機シミュレーション
佐藤　成男 教授 量子ビームによるマルチスケール金属組織解析法の開発
鈴木　徹也 教授 金属材料の変形と組織の変化を研究し強度などの性能を高める
岩瀬　謙二 准教授 機能性金属材料の結晶構造と特性変化に関する研究
田代　優 准教授 電子・情報デバイスの高性能・高信頼化
西　剛史 准教授 材料設計に必要な高温における実用材料の熱物性測定・評価
西野　創一郎 准教授 自動車軽量化に関わる材料・加工技術、学生フォーミュラ活動
永野　隆敏 講師 シミュレーションを用いたレアメタル代替材料の探索
横田　仁志 講師 材料表面性質の改良と評価の研究

池畑　隆 教授 プラズマやイオンなどの荷電粒子を新材料の合成や分析に応用する研究
今井　洋 教授 光波やテラヘルツ波などの電磁波をうまく利用する研究
鵜殿　治彦 教授 資源が豊富な半導体で光や熱などから電気エネルギーを作る研究
垣本　直人 教授 太陽光発電システムに関する研究

乾　正知 教授 図形処理技術の機械製造自動化への応用
清水　淳 教授 ナノスケールの摩擦・摩耗現象、ナノ・マイクロ加工と応用
周　立波 教授 生産技術、微細加工及び計測・評価など精密工学に関する研究
鈴木　智也 教授 複雑系、機械学習、データ解析、数理工学、金融工学
坪井　一洋 教授 計算科学、さまざまな流れのシミュレーション、スポーツの力学
長山　和亮 教授 生体医工学、バイオメカニクス、マイクロ・ナノ計測・操作
馬場　充 教授 3次元画像計測、知能化センシング
星野　修 教授 脳科学、ニューラルネットワーク、数理神経心理学
森　善一 教授 介助福祉に役立つメカ・ロボット、人と共存するロボット
楊　子江 教授 システム制御工学
尾嶌　裕隆 准教授 画像処理を用いた制御、計測に関する研究
小貫　哲平 准教授 光システム工学、計測光学、光学設計技術
城間　直司 准教授 移動ロボット、遠隔操作技術、コンピュータビジョン

准教授 統計物理学理論、乱雑物理系、情報理論
中村　雅史 准教授 環境調和型設計、表面改質による材料の高機能化に関する研究
福岡　泰宏 准教授 ロボット工学、ダイナミックロボット
井上　康介 講師 生物模倣型ロボティクス、ヘビ型ロボット
岩崎　唯史 講師 数理生命科学、生物物理学、非線形科学
梅津　信幸 講師 情報科学（画像処理、音楽情報処理）
近藤　久 講師 計算機科学、情報工学、知能情報学
関根　栄子 講師 確率システムのモデル化と制御理論
中野　博民 講師 パワーエレクトロニクス及び電子回路並びに制御システム
住谷　秀保 助教 知覚情報処理・知能ロボティクス、認知科学
竹内　亨 助教 アクチュエータの開発と制御およびその応用に関する研究

大山　研司 教授 中性子散乱による原子構造、スピン構造と物性の相関の研究
岡　裕和 教授 発展方程式理論と偏微分方程式への応用
小泉　智 教授 中性子散乱による物質構造と機能の研究
高橋　東之 教授 超イオン伝導体の構造と物性に関する研究
平澤　剛 教授 ヒルベルト空間上の非有界作用素の位相解析的研究
湊　淳 教授 感性工学、光計測工学、環境計測
村上　雄太郎 教授 対照言語学と外国語としての日本語教育に関する研究
森川　敦司 教授 重縮合反応を用いた機能性高分子の合成
多田　達也 准教授 微粒子の帯電特性研究と異種粒子配置制御による機能部材開発
細川　卓也 准教授 解析関数空間上の作用素論
伊多波　正徳 講師 計算機を使った物理教育に関する研究
能田　洋平 講師 中性子散乱によるナノコンポジット材料の構造解析
阿部　敏一 助教 ジャイロ群の構造についての研究
小花　聖輝 助教 Webシステム、並列・分散システム、テキストマイニング

朝山　宗彦 教授 藻の分子生命科学  ～探索・遺伝子・物質生産～
大久保　武 教授 ホルモンによる動物の成長および繁殖制御に関する研究
小川　恭喜 教授 脂質代謝や免疫における飼料の機能性に関する研究
久留主　泰朗 教授 細菌プラスミドの安定遺伝に関する研究
上妻　由章 教授 生理活性を発揮するタンパク質の構造と機能に関する研究
白岩　雅和 教授 植物性食品素材中の生理活性成分の同定と機能解明およびその応用
鈴木　義人 教授 植物と他生物間の化学的作用に関する研究
長南　茂 教授 コエンザイムＡの細胞内動態に関する研究
戸嶋　浩明 教授 天然有機化合物の化学合成を通じた生物機能の研究
中島　弘美 教授 動物の解剖学および生理学 -特に靭帯の骨への付着について
成澤　才彦 教授 植物共生菌類の森林や農耕地での生態解明と農業利用への研究
西原　宏史 教授 微生物による水素利用代謝と炭酸固定反応の解析と利用
宮口　右二 教授 高品質な畜産物の開発と未利用資源の有効利用に関する研究
安江　健 教授 家畜の行動を活用して人の生活や福祉に役立てる研究
青柳　陽介 准教授 動物栄養生理学
上塚　浩司 准教授 農場における産業動物の病気を主な対象とする動物保健衛生学
金澤　卓弥 准教授 哺乳類生殖関連器官の発生および機能発現の分子細胞生物学的研究
小島　俊雄 准教授 植物の環境ストレス応答機構の解明とストレス耐性作物の開発
小針　大助 准教授 大型家畜および展示動物におけるアニマルウェルフェアの研究
鈴木　穂高 准教授 食中毒を引き起こす菌や毒素に関する研究
豊田　淳 准教授 心理社会的ストレスは動物にどのような影響を与えるか？
中平　洋一 准教授 葉緑体工学を用いた有用遺伝子組換え植物の開発
中村　彰宏 准教授 多糖類の分子構造の解析と食品機能剤としての利用に関する研究
西澤　智康 准教授 土壌機能に関与する有用微生物のゲノム生態学的研究
長谷川　守文 准教授 植物が自分の身を守るために作る抗菌活性物質などの研究
鎗田　孝 准教授 食品に含まれる汚染物質の分析法に関する研究
森　英紀 講師 野ネズミの染色体異常を指標とした放射性物質の影響調査

井上　栄一 教授 梨、栗、蓮根など園芸作物の品質やブランド力を高めるための研究
久保山　勉 教授 植物品種改良における雑種の作成と利用に関する遺伝学的研究
後藤　哲雄 教授 植物に寄生するダニ（ハダニ）の生態と遺伝、分類に関する研究

栗原　和美 教授 地球環境に優しい高効率モーターと再生エネルギー活用発電機
三枝　幹雄 教授 核融合プラズマに関する工学と物理、高周波工学
島影　尚 教授 高温超伝導体を用いてのエレクトロニクスデバイス応用研究
宮嶋　照行 教授 無線による高速通信のための信号処理技術
柳平　丈志 教授 高電圧応用、生態系にやさしい排水処理技術
和田　達明 教授 電気電子工学に関する問題を数理モデルで解明する
青野　友祐 准教授 ナノスケールの微細な構造での電子のふるまいを探る
鵜野　将年 准教授 再生エネルギーと宇宙探査機用のパワーエレクトロニクス
木村　孝之 准教授 デジタルカメラ用の高画質、高機能なイメージセンサの開発
佐藤　直幸 准教授 プラズマ生成・制御、プラズマ計測、プラズマプロセス工学
祖田　直也 准教授 電気機器の低損失化および高効率化に関する研究
堀井　龍夫 准教授 非線形モデル（具体的には磁気材料を対象）の開発
宮島　啓一 准教授 数学の証明をコンピュータ言語化します
横田　浩久 准教授 光ファイバを用いた通信および計測システムに関する研究
田中　正志 講師 電力と熱エネルギーの有効利用に関する研究
杉谷　栄規 助教 複雑系ネットワーク・カオスの制御に関する研究

赤羽　秀郎 教授 電子系ナノ素材の物性と光ファイバー応用
梅比良　正弘 教授 通信ネットワーク工学、無線通信工学
武田　茂樹 教授 無線通信システム、アンテナシステム
辻　龍介 教授 レーザ工学、数値シミュレーション
上原　清彦 准教授 ファジィ理論、計算知能工学
鵜野　克宏 准教授 波動光学にもとづく光情報処理、ホログラフィ、光計測
小峰　啓史 准教授 機能材料工学、デバイス工学
那賀　明 准教授 光通信システム
中村　真毅 准教授 レーザ工学、超高速光エレクトロニクス
矢内　浩文 准教授 人間の行動・認識・記憶に横たわる「無意識」の分析と応用
山田　光宏 准教授 感性情報学、ヒューマンインタフェース・インタラクション
塚元　康輔 講師 アナログ及びディジタル信号処理技術
出崎　善久 講師 計算機工学
王　瀟岩 助教 無線通信、モバイルネットワーキング、ネットワークセキュリティ

上田　賀一 教授 ソフトウェア工学：ソフトウェアの開発支援と品質検証の研究
鎌田　賢 教授 ウェブサービスの企画・開発と数理情報
黒澤　馨 教授 情報セキュリティ
新納　浩幸 教授 機械学習や統計学を利用した自然言語処理
外岡　秀行 教授 衛星画像処理技術の開発と諸分野への応用、衛星センサの校正
羽渕　裕真 教授 情報通信および無線ネットワークの方式とその理論の研究
米倉　達広 教授 地域情報化、ソーシャルメディア
大瀧　保広 准教授 情報の利用を制御することで情報漏洩などを防ぐ研究
藤芳　明生 准教授 形式言語理論、機械翻訳
山田　孝行 准教授 生体の適応学習システムを基にした工学的システムの研究
米山　一樹 准教授 暗号理論とその応用、プライバシ保護技術
石田　智行 講師 ＶＲ、ＡＲ、自然災害科学、防災管理支援
岡田　信一郎 講師 教育工学
古宮　嘉那子 講師 データマイニングおよび自然言語などの知識処理
佐々木　稔 講師 統計学、パターン認識、人工知能などによるデータ解析
芝軒　太郎 講師 マン・マシン・インタフェースと医用システム
野口　宏 講師 データベース、データモデル機能
大野　博 助教 コンピュータを使った微分方程式の解法
小澤　佑介 助教 ディジタル変復調および無線 /光無線通信システムの研究
髙橋　竜一 助教 分散システムにおける相互作用設計手法に関する研究
堀田　大貴 助教 経営情報学，ソフトウェア工学，ビジネスプロセスマネジメント

呉　智深 教授 構造物のヘルスモニタリング・防災制御・知能化に関する研究
金　利昭 教授 自転車やセグウェイなど交通手段の賢い使い方と環境都市作り
桑原　祐史 教授 宇宙～地上観測データで自然環境の変化を分析しています
小林　薫 教授 地盤環境・地盤防災に関する研究・技術開発，地下空間利用，地下水工学
沼尾　達弥 教授 コンクリートなど建設系材料全般の性質やリサイクルの研究
信岡　尚道 教授 津波や高潮減災および環境と利用を統合した沿岸域管理計画
原田　隆郎 教授 道路や橋の点検・劣化予測技術と長寿命化プランに関する研究
山田　稔 教授 人の移動を考えたまちづくりを進めるための制度と技術の研究
横木　裕宗 教授 海岸環境工学、気候変動の沿岸域への影響と適応策の研究
榎本　忠夫 准教授 地震や豪雨による地盤の破壊・崩壊を防ぐための研究開発
熊澤　貴之 准教授 建築都市デザイン，景観デザイン，建築計画
車谷　麻緒 准教授 物理現象を可視化するための数値シミュレーション手法の研究
成田　和彦 准教授 耐震設計、制振設計、免振設計など建築構造に関する研究
平田　輝満 准教授 航空や道路などの交通システム，物流システムの運用に関する研究
藤田　昌史 准教授 水環境保全、水処理技術に関する研究
辻村　壮平 講師 人の心理モデルに基づいた建築環境デザインの創造に関する研究
一ノ瀬　彩 助教 建築意匠、都市空間デザイン、地域ブランディング
増永　英治 助教 海洋物理学、水産海洋学、海洋環境と生態系に関する研究

佐藤　達雄 教授 環境に配慮した作物の栽培技術開発に関する研究
田附　明夫 教授 野菜の環境ストレスに関わる遺伝子の研究
新田　洋司 教授 作物の良食味・高品質・高収量生産メカニズムの生態学的解明
浅木　直美 准教授 持続性のある作物栽培技術の開発に関する研究
北嶋　康樹 准教授 食品工場に発生・侵入する害虫類のモニタリングと防除に関する研究
七夕　小百合 准教授 マメ科植物の根粒に関する研究と資源循環型農業に関する研究
中島　雅己 准教授 植物を病気から守るための研究
望月　佑哉 助教 青果物の安定生産および鮮度保持に関する研究

伊丹　一浩 教授 持続型社会探求のための環境・農業・食の歴史研究
木下　嗣基 教授 農業分野における地理情報学の研究
黒田　久雄 教授 農業の窒素循環に関する研究
小林　久 教授 地域資源・再生可能エネルギーの利用とその参加型開発に関する研究

教授 有機農業など自然共生型農業に関する農業技術研究
中石　克也 教授 濁水の固液分離に関する基礎的・技術的研究
中川　光弘 教授 アジアの持続可能な農村開発に関する研究
福与　徳文 教授 住民参加による地域づくりのための計画手法に関する研究
毛利　栄征 教授 農村地域の防災・減災を実現する農業土木施設と地盤の安全性に関する研究
内田　晋 准教授 農業に関連した環境影響評価とその手法
岡山　毅 准教授 ３次元計測技術を用いた動物・植物のモデル化に関する研究
西川　邦夫 准教授 フィールドワークによる農業政策・農業経営に関する研究
前田　滋哉 准教授 流域における水環境・生態系保全手法の開発
牧山　正男 准教授 都市農村交流や定住促進による中山間地域の活性化
増冨　祐司 准教授 地球温暖化の影響及び対応策に関する研究
吉田　貢士 准教授 アジアモンスーン地域における水利用と水質保全に関する研究
長澤　淳 講師 国際農業開発学
西脇　淳子 助教 土壌圏における水、養分、熱、環境影響物質等の動態に関する研究

安西　弘行 教授 接ぎ木や遺伝子工学的手法による植物の改良や物質生産に関する研究
古谷　綾子 助教 植物病原細菌の病原性機構の解明と細菌病害防除のための研究

坂上　伸生 助教 土壌生態系をとりまく環境の動態や土壌の持続的利用に関する研究
高瀬　唯 助教 緑や自然の環境保護と人々の利用の両立に向けた景観整備に関する研究

安　龍洙 教授 第二言語としての日本語・日本文化の習得研究
池田　庸子 教授 留学生に対する日本語教育、日本語教材・漢字教材の開発及び作成
木村　競 教授 哲学、倫理学（常識的な考えを問い直す）
金　光男 教授 アジア社会論、東南アジア地域研究
八若　壽美子 教授 自律的言語学習、多層的ピアサポートによる留学生支援
福田　浩子 教授 言語教育、応用言語学、異文化コミュニケーション
松坂　晃 教授 運動生理学、子どもの運動や体力についての研究
上田　敦子 准教授 第二言語習得・外国語教授法
小西　康文 准教授 素粒子論
小林　邦彦 准教授 英語教育学、応用言語学
佐藤　伸也 准教授 計算機科学、項書き換えシステム
嶌田　敏行 准教授 高等教育マネジメント（質保証・IR）
シャノン フレデリック アラン 准教授 Applied Linguistics(言語学)、Second Language Acquisition(第二言語の取得)、TESOL
SCHMIDT-FAJLIK Ronald 准教授 英語教育、異文化コミュニケーション
野村　幸代 准教授 学校教育学、英語教育学
山崎　大 准教授 宇宙論、宇宙物理学
青木　香代子 講師 多文化教育、異文化間教育
大森　真 講師 英語教育学（会話分析を用いた社会学的研究；教授法）
佐々木　友美 講師 応用言語学、英語教育学
瀬尾　匡輝 講師 批判的応用言語学、実践研究、グローバリゼーションと言語教育
藤井　拓哉 講師 英語教授法
矢嶋　敬鉱 講師 臨床心理学、障害者支援
佐川　明美 助教 高等教育マネジメント（質保証・IR）
館　深雪 助教 言語教育学、カウンセリング
塚田　純 助教 メディア、ジャーナリズム、主権者意識とメディア

柴原　宏一 教授 教育制度論、教育法、教師育成論、教育工学
昌子　佳広 教授 国語科教育学・教育法、教育実践研究、教師養成教育
五島　浩一 准教授 教師教育学、教科教育学、教育実践学
本田　敏明 特任教授 教育方法学、情報教育

岩佐　和晃 教授 中性子・X線散乱による物性物理学（強相関電子系、構造相転移）

田村　誠 准教授 気候変動への影響・対策の検討とサステイナビリティ学
堅田　元喜 講師 地球環境変動下での陸域生態系の水物質循環に関する研究

大野　満秀 教授 事業戦略論、ビジネスプロセスリエンジニアリング、経営資源戦略論
清水　恵美子 准教授 地域志向教育、岡倉天心研究、美術史

    

工学部 電気電子工学科

工学部 メディア通信工学科

工学部 機械工学科

工学部 知能システム工学科

工学部 共通講座

全学教職センター

全学教育機構

農学部 地域総合農学科

農学部 食生命科学科

遺伝子実験施設

教育研究振興教員

農業科学コース

地域共生コース

フロンティア応用原子科学研究センター

工学部 都市システム工学科

工学部 マテリアル工学科

工学部 生体分子機能工学科

工学部 情報工学科

地球変動適応科学研究機関

社会連携センター

学際理学コース



茨城大学 キャリアセンター ホームページ

学生一人ひとりの立場に立ったきめ細かな指導・支援で
キャリアデザイン形成・就職をバックアップ
就職活動のゴールは内定を得ることではありません。自分自身のキャリアデザインや適性などを十分に考慮しながら進路を

模索し、就職活動に臨みましょう。茨城大学では、キャリアセンターを中心に、全学年を対象としたガイダンス、個別相談を柱と

したきめ細かなキャリア教育・就職支援を行っています。

進路・就職サポート 就職ガイダンス

「職務適性テスト」「自己分析講座」「履歴書エントリーシート対策

講座」「面接対策講座」など、年間を通して就職活動の時期に合わ

せたさまざまな就職ガイダンスなどを開催しています。また、公務員

講座や教員採用模擬試験を実施するなど、公務員や教員希望者へ

のガイダンスも幅広

く実施しています。

低学年から就職に

対する意識の啓発

を図るため1・2年

次を対象とした就

職ガイダンスも実施

しています。

キャリア教育

就職相談 インターンシップ

キャリアセンターでは、学生が自身の個性と仕事を理解し、主体

的に進路を選択するためのキャリア教育を行っています。

1・2年次には、多様な業界から社会で活躍しているOB・OG、企

業の経営者を大学に招き、仕事の話、学生時代の話を伺う就業力

育成・ステップアップ系科目を開講。また、低学年から参加できる

インターンシップメニューを提供するなど、職場の中に身をおき、

体験することで学生の職業観の形成を促します。

就職活動スケジュール

1・2年次
茨城大学では、就職に対する意識を高めるため、キャリア教育授業・講座・就職ガイダンス・インターンシップなどを1年次からスタート。

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

準備期

キャリア教育授業・講座・就職ガイダンス・インターンシップなど

スタート期 本格期 選考・内定／通年採用期

キャリアセンターや工・農学部の就職相談コーナーでは、キャリ

アカウンセラー、企業の人事経験者により、学生一人ひとりに合わ

せたきめ細かな指導や相談を行っています。相談内容は、進路、就

職活動に関する悩み、エントリーシート添削、模擬面接実施、就職

活動中の学生に限らず、1・2年次でも気軽に相談できます。

企業・団体やその仕事内容を理解することは、進路を決定する上

でとても重要です。キャリアセンターでは、企業・団体の中で研修生

として働くことができるインターンシップへの参加を推進してい

ます。インターンシップ先は業種、国内・海外を問わず多岐に渡り

ます。また、インターンシップのための業界研究講座やマナー講

座などの事前・事後指導により、充実したインターンシップ経験

のサポートをしています。

3年次 4年次

・就職活動準備
講座

自己分析・適性判断、就職ナビサイト登録
得意なことは？夢は？どんな自分になりたい？なぜ就職するのかきちんと考えておきたい。

会社説明会・セミナー・企業訪問
仕事の内容だけでなく会社の雰囲気などもつかめる
チャンス。わからないことなどは積極的に質問する。

業界・職種研究
準備期はある程度大まかなくくりで考える。9月
くらいからは自分の性格や仕事観と照らし合わ
せながら、具体的に業界や職種を絞っていく。

資料請求・企業研究
少しでも興味のある業界や企業の資料を手
に入れておくこと。多くの情報を収集し、整
理することで、自分に向いている職種や企
業を具体的に絞っていく。

エントリーシート対策・提出
企業はエントリーシートや履歴書で、まず応募者を絞り込む。その内容は面接
の資料にもなるので、自分の売りとなる部分をきちんとアピールしていく。

筆記試験対策

海外インターンシップ
国内インターンシップ

SPI３、一般常識など、企業によって必要とされる試験はさまざま。どのような試験
を受けなければならないかをよく調べ、問題集などに取り組むことが必要。

学生が企業の中で研修生として働き、仕事を体験できる制度で、評価の上、
学部によって単位が認定される。参加するためには書類審査、面接などの
選考があるので、十分な準備が必要。

筆記・面接試験 就活継続
自分自身を売り込む就職試験最大の山場。マニュアルの丸暗記ではない、
生の自分をアピールし、どれくらい会社に貢献できるかを知ってもらう。

・OB・OG体験報告 ・公務員機関
説明会

・就職活動直前
対策講座

・国家公務員
総合職試験

・国家公務員一般
職試験
・地方上級A日程
試験

・地方上級B日程
試験

・国立大学法人等
職員試験

9月

・地方上級C日程
試験

合同企業説明会（大学主催）
複数の企業が参加し、それぞれの企業
情報を入手できるイベント。

進
路
・
就
職
サ
ポ
ー
ト
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さまざまな業界で、多くの先輩たちが活躍

理 学 部

工 学 部

農 学 部

茨城大学では、各々がめざす進路を切り拓いていくことができるように、各種進路指導・就職支援を行っています。

就職先は、多くの優良企業で占められている他に、教員や公務員としての就職もかなりの数にのぼり、幅広い分野で活躍して

いる卒業生たちは、各方面から高い評価を得ています。

講義から学んだ基礎や資格が、強い武器になりました
私の専攻したコースは初年度で各分野の基礎を広く学ぶことができます。分野のイメー

ジではなく、実際の内容を知り、納得して専攻を決めることができました。好きで選んだ
分野なので、学ぶにも“極めたい”という気持ちが湧き、結果として学ぶ対象だけでなく、
学ぶ過程で“一つのことを深く考えること”、“他者と議論すること”等を学べました。この
経験は私の大学生活の財産だと思っています。素直に面白いと思えることに関われるの
は、つらさも有りますが幸せなことだと感じています。
進路選択は企業説明会に参加したり、指導教員や知人の話を参考にした上で大学院進学

に決めました。進学者以外では公務員や専門を生かして教員を志望する人が多い印象です。

進学先 東京大学大学院理学系研究科

茨城大学大学院、東京大学大学院、名古
屋大学院大学、筑波大学大学院、東京工
業大学大学院、総合研究大学院大学

気象庁、茨城県庁、千葉県庁、茨城県警、
つくば市役所、青森地方気象台、水戸市役所

〈製造業〉
ニチアス（株）、日本原燃（株）、（株）日立パ
ワーソリューションズ、三菱電機ビルテクノ
サービス（株）、理研計器（株）、（株）アルプ
ス技研、日本製紙クレシア（株）、平沼産業
（株）、理想科学工業（株）、カバヤ食品
（株）、ジャパンフーズ（株）、セイコーインスツ
ル（株）、積水メディカル（株）、ノムラ合成
（株）、マルハニチロ（株）、村田発條（株）、
日本光電工業（株）

〈情報通信業〉
東日本電信電話（株）、NTTコミュニケー
ションズ（株）、TISソリューションリンク
（株）、東北ディーシーエス（株）、（株）ネク
ストジェン、（株）富士通システムズアプリ
ケーション&サポート、（株）NSソリュー
ションズ東京、（株）ケーシーエス、東芝電
波システムエンジニアリング（株）、日本テ
クニカルシステム（株）、（株）みずほトラス

トシステムズ、（株）ユードム、（株）茨城計
算センター、（株）ウェザーニューズ、（株）
NTTファシリティーズ中央、テックファー
ム（株）、東京コンピュータサービス（株）

〈サービス〉
（株）東日本技術研究所、エムシーヘルス
ケア（株）、（株）マイナビ、（株）よみうりラ
ンド、茨城県厚生農業協同組合会、宇宙
技術開発（株）、JA茨城県厚生連

〈金融・保険〉            
（株）筑波銀行、（株）常陽銀行、（株）八
十二銀行、（株）山形銀行、（株）足利銀
行、野村證券（株）、水戸証券（株）

〈卸売・小売〉
三菱電機冷熱機器販売（株）、（株）山
新、東日本宇佐美（株）、白井石油（株）、
トヨタカローラ南茨城（株）

〈その他〉
（株）東急コミュニティー、（国研）日本原
子力研究開発機構、大和ハウス工業
（株）、日本地工（株）、東日本旅客鉄道
（株）、日本郵政（株）、（株）学究社、高速
炉技術サービス（株）、（株）地盤調査事
務所、（株）盟和技術コンサルタンツ 
建設、江東微生物研究所

●過去三年間の主な進学・就職先

自分に向き合い、考えを明確にしたことが就職活動での自信に繋がりました
就職活動では「その会社で働く自分をイメージできるか」「自分はどういう立場に立っ

て働きたいのか」を特に意識した結果が実り、学科で学んだ土木に関する幅広い知識を
生かせる鉄道会社に内定を頂きました。友達・先輩・家族・先生など様々な人達と自身の
ことや進路のことを話していくうちに、自分の意見や考えが明確になっていくと思いま
す。また、学内の就職相談室を積極的に活用することで、自信を持って採用試験・面接に
臨むことができました。

理工学研究科　都市システム工学専攻
平成28年度卒業

梶山 大貴［茨城キリスト教学園高校（茨城）］
就職先 東日本旅客鉄道株式会社

茨城大学大学院、東京大学大学院、、
京都大学大学院、東北大学大学院、
東京工業大学大学院、筑波大学大学院、
電気通信大学大学院

茨城県、栃木県、、福島県、青森県、沖縄
県、水戸市、日立市、ひたちなか市、取手
市、神栖市、小美玉市、厚生労働省

〈製造業〉
株式会社日立製作所、（株）日立パワーソ
リューションズ、日立オートモティブシステムズ
（株）、（株）日立ハイテクノロジーズ、日立アプ
ライアンス（株）、日立建機（株）、日立工機
（株）、日立化成（株）、トヨタ自動車（株）、スズ
キ（株）、旭化成（株）、アルパイン（株）、NEC
プラットフォームズ（株）、ＮＯＫ（株）、オリエンタ
ルモーター（株）、（株）ＪＦＥスチール、キャノン
化成（株）、キャノン（株）、（株）小糸製作所、
コニカミノルタ（株）、ジャトコ（株）、セイコーエ
プソン（株）、日本信号（株）、日本製薬（株）、
日本電産（株）、ファナック（株）、（株）前川製
作所、マニー（株）、三井造船（株）、三菱電
機システムサービス（株）、ミネベア（株）

〈電気・ガス業〉
東京電力（株）、中部電力（株）、東北電力
（株）、北海道電力（株）、（株）ＭＨＰＳコント
ロールシステムズ

〈運輸業〉
日本航空（株）、全日本空輸（株）、東日本
旅客鉄道（株）、東海旅客鉄道（株）、西武
鉄道（株）

〈情報通信業〉
（株）日立産業制御ソリューションズ、ソフト
バンク（株）、三菱電機インフォメーションシス
テムズ（株）、ＮＴＴコムソリューションズ（株）、
株式会社ＮＴＴデータアイ、（株）ＮＴＴデータ
ビジネスシステムズ、（株）ナビタイムジャパ
ン、富士ソフト（株）、ＴＤＣソフトウェアエンジ
ニアリング（株）、（株）茨城計算センター

〈建設業〉
鹿島建設（株）、（株）大林組、五洋建設
（株）、大成建設（株）、三井住友建設（株）

〈商社〉 
野村貿易（株）

〈その他〉
 国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構

●過去三年間の主な進学・就職先

周囲の人たちや就職支援室などに協力してもらうことが大切です
　私が就職活動で行ったことの一つが、小学生から大学生までに経験したことやその時
に感じたこと等を可能な限り紙に書き出すことでした。それらを就職支援室の方と相談
しながら整理していく中で志望する業界や企業を決めることができました。その後も、自
分でじっくり考えて書いたエントリーシートの添削などをして頂きました。就職活動は、
自分自身が頑張ることはもちろん必要ですが、友達や家族などに協力してもらったり、学
内にある就職支援室のような場所を上手に活用したりすることが大切だと思います。

就職先 タキイ種苗株式会社

茨城大学大学院、東京農工大学大学
院、千葉大学大学院、筑波大学大学院、
大阪大学大学院、東北大学大学院

茨城県立高等学校（理科）、東京都立特
別支援学校

環境省、農林水産省、警視庁、茨城県
庁、土浦市、牛久市、阿見町、つくばみら
い市、高萩市、那珂市、鉾田市、かみね
動物園（日立市）、千葉県、福島県、埼玉
県、札幌市  

〈食品系〉
（株）伊藤園、（株）サカタのタネ、タキイ種
苗（株）、美野里フーズ（株）、（株）モンテー
ル、イトウ製菓（株）、オハヨー乳業（株）、ネ
スレ日本（株）、キューピー醸造（株）、（株）リ
バティーフーズ、ハウス食品（株） 
  

〈学術・開発・研究〉
国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構、国立研究開発法人農研
機構種苗管理センター、一般社団法人
日本食品センター、一般社団法人日本植
物防疫協会、クリタ分析センター（株）、イ
カリ消毒（株）   

〈農業・複合サービス〉
（株）クレスト、（株）愛鶏園、（有）瑞穂農
場、（有）和洋牧場、ＪＡ全農茨城、（株）
青春畑きくち農園、全国農業協同組合
連合会、（農）大盛堂生産農場、自営業
（農業）、生活協同組合コープみらい、 
  
〈その他〉
（株）総合技術コンサルタント、（株）ＪＡＳ
ＯＮ、（株）カスミ、（株）カインズ、（株）山
新、イオンリテール（株）、高田製薬（株）、
（株）ツムラ、スガノ農機（株）、（株）茨城
計算センター、（株）エジソン、(株)ゲンキ
の平和堂、（株）ジョイフル本田、（株）成
城石井、（株）mont-bell、東日本旅客鉄
道（株）、日本郵便（株）、東京青果（株）、
（株）ドン・キホーテ、（株）筑波銀行

●過去三年間の主な進学・就職先

先生方の指導が、教員採用試験への確かな自信になりました
　私は、「教師」という夢の実現のために教育学部に入学しました。教育学部では、
講義や教育実習を通して、教師に必要な能力を基礎からしっかりと身につけること
ができます。また、さまざまな教科を専門とする友達が増え、そんな仲間と切磋琢磨
していくことで自身の成長を感じ、難関といわれる教員採用試験を突破することが
できました。さらに、大学では相談室を設けており、先生方の親身で適切な指導は、
教師としての資質の向上、採用試験への確かな自信となりました。

就職先 中学校教諭（茨城）

茨城大学大学院・筑波大学大学院・群馬
大学大学院・上越教育大学大学院・名古
屋大学大学院・広島大学大学院・明治大
学大学院・日本福祉教育専門学校　ほか

〈公立学校教員〉
茨城県（小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校・養護教諭）
千葉県（小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校・養護教諭）
栃木県（小学校・中学校・養護教諭）
福島県（小学校・高等学校・特別支援学
校・養護教諭）
東京都（小学校・中学校・養護教諭）
山形県（小学校・中学校・養護教諭）
静岡県（小学校・中学校・養護教諭）
群馬県（小学校・中学校・特別支援学校）
長野県（小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校）
神奈川県（小学校・高等学校）
新潟県（中学校・養護教諭）
愛知県（中学校・高等学校・養護教諭）
宮崎県（養護教諭）
岩手県（小学校・養護教諭）
埼玉県（小学校）
富山県（養護教諭）
福井県（中学校・養護教諭）
岐阜県（小学校・中学校）
沖縄県（小学校・養護教諭）
青森県（小学校）
秋田県（養護教諭）
三重県（高等学校）

鳥取県（養護教諭）
大分県（養護教諭）
長崎県（養護教諭） 
〈国立・私立学校教員〉
茨城大学教育学部附属小学校・茨城大
学教育学部附属中学校・リリーベール小
学校・つくば国際大学東風小学校・青葉
台初等学部・常磐大学智学館中等教育
学校・大成女子高等学校・水城高等学
校・常総学院高等学校・白鷗大学足利高
等学校・岩瀬日本大学高等学校・島田樟
誠高等学校・茨城高等学校中学校・国際
学院中学校高等学校
〈幼稚園教員〉
水戸市・アカデミア幼稚園・陽の丘幼稚
園・川越白ゆり幼稚園
〈専門学校教員〉
朝日国際医療福祉専門学校

刑務官・陸上自衛隊
茨城県
ひたちなか市・笠間市・常陸太田市・下妻
市・牛久市・那珂市・阿見町・八千代町・
東海村・美浦村・栃木市・中之条町・上里
町　ほか

〈教育〉㈱イーオン・㈱河合塾マナビス ほか
〈金融〉㈱常陽銀行・大和証券㈱ ほか　
〈小売〉㈱カスミ・㈱千葉薬品 ほか
〈情報通信・サービス〉㈱山形テレビ・㈱エ
イチ・アイ・エス ほか

●過去三年間の主な進学・就職先

人文社会科学部

教 育 学 部

自分の描く将来像をきちんと伝えられることが大切だと思います
　「なぜこの仕事に就きたいのか」、「自分はどんな人間なのか」を企業に伝えるの
が就職活動。「伝わった」と思っても、そうでない場合が少なくありません。友達、先
生、先輩などからアドバイスを受けることでそれが洗練されていきます。就きたい職
業に対する自分の意見を持つことも大切です。新聞社であれば記事、公務員であれ
ば職務内容など。日頃から自分の考えを書き留めていたことや他人の意見を聞いて
いたことが役立ちました。

人文学部　人文コミュニケーション学科
メディア文化コース　平成27年度卒業

後藤 結有［盛岡第四高校（岩手）］
就職先 毎日新聞社

茨城大学大学院、北海道大学大学院、
東北大学大学院、筑波大学大学院、一
橋大学法科大学院、京都大学大学院、
大阪市立大学大学院、早稲田大学大学
院、慶応大学大学院

小学校教員、中学校教員、高等学校教
員、茨城大学、筑波技術大学、つくば国
際大学、国際医療福祉大学

〈国家公務〉
法務省、仙台入国管理局、水戸刑務所、
財務省東北財務局、財務省関東財務
局、名古屋税関、国土交通省東北地方
整備局、茨城労働局、警察庁関東管区
警察局、公正取引委員会、国税庁関東
信越国税局、海上自衛隊、海上自衛隊
幹部候補生学校
〈地方公務〉
茨城県、茨城県警察本部、岩手県、宮城
県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、長崎県、水戸
市、土浦市、日立市、ひたちなか市、北茨
城市、常陸大宮市、常陸太田市、高萩
市、那珂市、笠間市、石岡市、鉾田市、小
美玉市、神栖市、龍ヶ崎市、坂東市、桜
川市、常総市、稲敷市、つくば市、つくば
みらい市、つくばみらい市、牛久市、守谷
市、筑西市、大子町、茨城町、大洗町、阿

見町、利根町、東海村、美浦村、日立市
消防本部、つくば市消防本部、青森市、
安中市、喜多方市、東松山市、郡山市、
渋川市、真岡市、宇都宮市、小山市、さく
ら市、成田市、横浜市、川崎市、厚木市、
相模原市、敦賀市、甲州市、那覇市、鏡
石町、川内村

〈情報通信業〉
茨城新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、
山形テレビ、福島テレビ、福島放送
〈卸売業、小売業〉
茨城トヨタ自動車、茨城日産自動車、ユ
ニクロ、セブンイレブン・ジャパン、イオンリ
テール
〈金融業、保険業〉
常陽銀行、筑波銀行、みずほ銀行、三菱
東京UFJ銀行、横浜銀行、千葉銀行、野
村證券、大和証券、SMBC日興証券、日
本生命、東京海上日動火災、明治安田
生命、第一生命
〈学術研究、専門・技術サービス業〉
日本原子力研究開発機構、自動車事故
対策機構
〈宿泊業、飲食サービス業〉
Ｈ．Ｉ．Ｓ、星野リゾートマネイジメント、東急
ホテルズ
〈その他〉
大和ハウス工業、セキスイハウス、富士
通、三菱電機、東日本旅客鉄道、全日本
空輸、日本郵便

●過去三年間の主な進学・就職先

■平成28年度業種別進路状況

企業
66.8％

その他 12.0％

公務員
15.0％

進学 3.5％

教員 2.7％

■平成28年度業種別進路状況

■平成２8年度業種別進路状況

■平成28年度業種別進路状況

進 路・就 職
サ ポ ー ト 進路・就職状況

進学
50.5%

教員 9.8％

公務員 7.8％

企業
26.0%

その他
5.9%

進学
55.3%

公務員 5.6％

企業
37.4%

その他 1.7％

進学
30.0%

企業
55.0%

その他 ５.０%

公務員 ８.３%

教員 1.７%

■平成28年度業種別進路状況

進学
13.3%

教員
60.9%

企業
10.6％

公務員
7.4%

その他 7.8％

理学部　理学科 学際理学コース　平成26年度卒業

島垣 凱［所沢高校（埼玉）］

農学部　生物生産科学科　平成26年度卒業

根本 周［藤代高校（茨城）］

教育学部　学校教育教員養成課程 学校教育コース
理数教育系 数学選修　平成26年度卒業

藤田 展成［成田高校（千葉）］

進学

教員

公務員

企業

進学

教員

公務員

企業

進学

教員

公務員

企業

進学

公務員

企業

進学

公務員

企業

※学校教育教員養成課程及び
　養護教諭養成課程
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協定校との交換留学

カナダ（1）
○マギル大学生涯学習学部

アメリカ（6）
◎イースタン・ワシントン大学
◎テネシー工科大学
◎ペンシルバニア州立大学
◎アラバマ大学バーミングハム校
◎ウィスコンシン大学スペリオル校
○モンタナ州立大学
ボーズマン校文理学部

ペルー（1）
○ラ・モリナ国立農業大学

マレーシア（2）
◎マレーシア科学大学
○マレーシア国立大学理工学部

フィリピン（１）
◎デ・ラ・サール大学

ブルネイ（１）
◎ブルネイ・
ダルサラーム大学

インドネシア（10）
◎ボゴール農科大学
◎ガジャマダ大学
◎スリウィジャヤ大学
◎ウダヤナ大学
◎インドネシア教育大学
◎ジェンデラル・スディルマン大学
○アンダラス大学数学・自然科学部
○バンドン工科大学 新・再生可能エネルギー研究センター
○インドネシア科学院生物学研究センター
○インドネシア共和国農業省農業研究開発庁

韓国（3）
◎忠北大学校
◎仁濟大学校
◎国民大学校

台湾（１）
◎靜宜大学

ベトナム（6）
◎ベトナム国家大学
◎ハノイ社会人文科学大学
○フエ大学外国語学部
○ベトナム社会科学院
東北アジア研究所

○ベトナム科学技術院生態学・
生物資源研究所

○ベトナム国家大学ハノイ科学大学

フランス（１）
◎フランス放射線防護　　　　
原子力安全研究所

スペイン（１）
◎アルカラ大学

タイ（6）
◎トゥラキットバンディット大学
◎カセサート大学
◎プーケット・ラチャパット大学
◎チェンマイ大学
○コンケン大学農学部
○キングモンクット工科大学
トンブリ校

オーストラリア（1）
◎シドニー工科大学

バングラデシュ（１）
○バングラデシュ農業大学

スリランカ（１）
○ルフナ大学農学部

大学（国）

浙江大学（中国）

仁濟大学校（韓国）

3名

5名

2名

4名

自己負担なし

自己負担なし

自己負担なし

自己負担なし

人数 派遣先授業料 申請要件 大学（国） 人数 派遣先授業料 申請要件

ペンシルバニア州立大学
（アメリカ）

インドネシア教育大学
（インドネシア）
トゥラキットバンディット
大学（タイ）

ソフィア大学（ブルガリア）

靜宜大学（台湾）

シドニー工科大学
（オーストラリア）

5名

2名

2名

3名

自己負担なし

自己負担なし

自己負担なし

自己負担なし

大学間・学部間交流協定機関（19の国・地域／59大学・機関）

オーストラリア　期間／2015.7～2016.6

シドニー工科大学

韓国「仁濟大学校」における
韓国語短期研修

マギル大学英語研修講座

TOEFL-iBT61点以上
GPA2.5以上／2年次以上

TOEFL-iBT64点以上TOEFL-ITP450点以上

本学協定校の「仁濟大学校」で毎年夏休みに行
われる韓国語・韓国文化研修です。研修に現地の
学生もチューターとして参加し寝食を共にしなが
ら交流を行います。釜山ツアー、慶州世界遺産
見学、韓国人学生とのプレゼンテーション作成、
キムチづくり、伝統楽器・伝統衣装体験など盛り
だくさんの文化体験ができるプログラムです。

カナダ第2の大都市モントリオールにある世
界有数の大学における集中講座で実践的英語
力を磨き、世界各国からの学生達と交流して
異文化理解を深めます。ホームステイもこの研
修の大きな特色です。

イギリス中部の風光明媚なチェルトナムの
街でホームステイをしながら、2週間の集中授
業と現地学生との交流を通して英語力を磨
き、ロンドンでは名所訪問によって英語文化の
原点であるイギリスへの理解を深めます。

8月（2週間）15名程度／自己負担
2月～3月（1か月）30名程度／自己負担

2月中旬～3月上旬（17日間）
25名程度／自己負担

茨城大学 グローバル教育センター国際交流

大学間交流協定校への留学～茨城大学から世界へ～
　近年のグローバリゼーションや社会の国際化の中、学生は海外情報の活用と異文化理解の必要性に迫られ、多文化共生社

会への適応が求められています。茨城大学では、そのきっかけとなるべく、国際交流の架け橋として、19の国と地域の59大学・

機関と協定を結び、学術交流および学生の交流を行っています。

　交換留学制度により協定校と学生の相互派遣を行っています。語学やコミュニケーション力の向上、国際社会への視野拡大

の良い機会となっています。例年、留学を開始する前年の10月頃に募集を行い、学内選考の後、派遣者を決定します。なお、毎年

5月と10月に、留学説明会を開催しています。

短期海外研修として、下記のほか多様なプログラムが組まれています。短期でも充実した内容で、貴重な体験ができます。

本学には、アジア各国を中心に多くの外国人留学生が在籍しており、日本人学生とキャンパスライフを共にしています。外国

人留学生は、専門知識の修得はもとより、日本語・日本文化に強い関心を持っています。日本人学生にとっても、同世代の外国の

学生との交流が、国際理解や異文化理解への興味のきっかけとなるでしょう。

海外研修プログラム

外国人留学生 27ヵ国273名が在籍

不安はあったけれど、充実した留学生活になりました
私は高校生の時にオーストラリアでホームステイをした経験から、もう一度海外に行きたい、

そして今度は大学で英語を学びながら現地学生と交流したいと思い、シドニー工科大学へ留学
しました。自分一人で海外で生活していけるかという不安はありましたが、どうしても困ったとき
はフラットメイトや現地でできた友達に相談できたので、安心して過ごすことが出来ました。現地
学生や他の国からの留学生たちと授業を受けることはもちろん、大学や寮のイベントへの参加、
現地でのバイト、オーストラリア国内の旅行、多くの人との出会いなど、日本ではできないことを
経験することができ、非常に充実した留学生活になりました。今後はこの経験をいかし、たくさん
の人に興味を持ってもらえるよう異文化交流の楽しさを伝えていきたいと思っています。

人文学部　人文コミュニケーション学科　異文化コミュニケーションコース　4年次　田山 翔子［鉾田第一高校(茨城)］

茨城大学を選んで、本当に良かった！

［アメリカ］

グロースターシャー・カレッジ
短期語学研修

ノーラン

【交換留学先の例】

ブルガリア（１）
◎ソフィア大学

イギリス（2）
◎ウスター大学
○グロースターシャー・カレッジ

セッコウ

中国（１3）
◎復旦大学
◎国際関係学院
◎浙江大学
◎内モンゴル民族大学
◎華東師範大学
○白城師範学院外国語大学
○北京師範大学原子核理工学院
○河北工業大学理学院
○中国科学院理論物理研究所
○南京農業大学
○西北農林科技大学
○天津理工大学生物化学工程学院
○武漢科技大学

フクタン

ブカン

セイギ

チュンブク

インジェ

クンミン

マコーミック

◎大学間交流協定校
○学部間交流協定校
※2015年5月国際戦略室更新

人文学部　交換留学生（ペンシルバニア州立大学）

能蘭

国
際
交
流
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2018-2019 キャンパススケジュール

大切な仲間と、ひたむきな情熱を注ぐ日々
茨城大学で、かけがえのない時間を過ごそう

入学式
第1クォーター授業開始
履修ガイダンス
定期健康診断
新入生歓迎祭

海外留学説明会
創立記念日（5月31日）
大学祭（こうがく祭）

体育祭
第1クォーター授業終了
第2クォーター授業開始

オープンキャンパス 第2クォーター授業終了
夏季休業
ゼミ・サークルの合宿
関東甲信越地区体育大会

夏季休業（～9月20日）
第3クォーター授業開始

留学フェア
国際交流パーティ
大学祭（鍬耕祭）

【推薦入試】
【AO入試】
大学祭（茨苑祭）
第3クォーター授業終了

第4クォーター授業開始
冬季休業（1月5日まで）

【大学入試センター試験】【一般入試（前期日程）】
卒業研究発表会
第4クォーター授業終了
春季休業（3月31日まで）

【一般入試（後期日程）】
卒業式
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クラブ＆サークル
年次や学部を超えた交流で、キャンパスライフを充実させよう

レースで勝利した時の感動は、選手にとっても
マネージャーにとっても最高の喜びです
ボート競技は、2,000mという距離を自分たちの持っている力を出して
漕ぎ、一番速かった人が勝つというシンプルな競技です。ボートには多く
の種目があり、1人で漕ぐものから8人で漕ぐものまであります。複数の
人間が動作を揃えて艇を進めることから“究極のチームスポーツ”とも呼
ばれています。ボート競技は大学生になって始める人がほとんどなので
誰にでも「日本一」をめざせるチャンスがあります。
また、勝つためには選手だけでなく、サポートするマネージャーの力も
必要です。練習環境を整えたり、食事を作り栄養面から選手を支えたり、
時には相談に乗ったりして、選手が試合で最高のパフォーマンスを出せる
ようサポートします。選手が一位でゴールした時の感動はマネージャーに
とっての最高の喜びです。
僕たちと一緒に熱い4年間を過ごしてみませんか？

水戸キャンパス クラブ＆サークル
体育系

文化系

音楽系

● アーチェリー部
● 合気道部
● アメリカンフットボール部
● ETCスポーツクラブ
● ハンドボール同好会
● SLSC
● 踊り屋さん
● オリエンテーリング部
● 弓道部
● 極真空手同好会
● 車椅子バスケットボール部 
Steelo

● 剣道同好会
● 剣道部
● 硬式庭球部
● 硬式テニス愛好会
● 硬式テニス同好会
● 硬式野球部
● サッカー同好会
● 茨城大学男子サッカー部
● サバイバルゲーム同好会
● 柔道部
● 準硬式野球部
● 乗馬同好会
● 少林寺拳法部
● 女子サッカー部
● 女子漕艇部
● 女子ソフトボール部
● 水泳部
● スキークラブ
● SWAG
● 漕艇部
● ソフトテニス部
● ソフトテニス同好会
● ソフトボール同好会

● 体操競技部
● 卓球部
● 男子ソフトボール部
● 男子ラクロス部
● Cherry's
● チャリサー
● 茨大トライアスロンクラブ
● トランポリン部
● トレッキング同好会
● 軟式野球部
● 軟弱野球同好会
● バスケットボール同好会
● バスケットボール部
● バドミントン同好会
● バドミントン部
● バレーボール部
● ハンドボール部
● フットサル同好会
● ボウリング同好会
● ボクシング部
● 野外活動愛好会
● ラグビー部
● 男女ラクロス部
● ランニング同好会
● 陸上競技部
● レスリング部
● ワンダーフォーゲル
● スノーボード部

● IVO（茨城大学学生ボランティア
団体）

● アナウンスステーション
● Anime&Comic,Explorers
● E.S.S
● いばらきキャンドルナイト
● English Camp

● SF同好会
● 演劇研究会
● 大洗応援隊！
● 学友会事務局
● 華茶道部
● 演劇集団「風ノ街」
● 競技かるた会
● 競技麻雀部
● 言語学サークル「ことば」
● 航空技術研究会
● 考古学研究会
● 珈琲同好会
● 子どもふれあい隊
● 茨苑祭実行委員会
● 自主映画制作の会
● 自動車部
● 児童文化研究会
● 写真部
● 書道部
● 茨大声優研究会
● 大道芸サークル スウェット組合
● SCRATCH
● 生物研究会
● 赤十字奉仕団
● 教育実践サークル 千の星
● 旅の会
● 地球村
● チェス・将棋愛好会
● テーブルゲーム研究会
● 鉄道研究会
● 東洋哲学研究所
● 熱気球同好会
● Bible Research
● はが路100キロ徒歩の旅 友の会
● ハロプロ研究会
● 美術部
● マルチイベント企画団体 Familia

● For S
● Blooming編集部
● 東北ボランティア Fluer
● プロジェクト研究会
● 文芸部
● 放送研究会
● 星見同好会
● マジックサークル アンビシャス
● 漫画研究会
● ものづくりノ会【匠】
● 野球観戦同好会
● UNICS
● ユネスコクラブ
● 妖怪学研究会 ましゃかど
● よさこいサークル海砂輝-みさき-
● 落語研究会
● ルービックキューブサークル
● スイーツ同好会
● D&P
● 学生就職支援サークル With

● Impressive Voice
● 茨城大学管弦楽団
● Gitarre!!
● 原始音楽研究会
● 鍵盤サークル Kandy!
● 混声合唱団
● JAZZ研究会
● 吹奏楽団
● 中南米音楽研究会
● ファミレド市
● 邦楽研究会
● Folk Song Club
● もずコール

漕艇部 水戸キャンパス

大きな目標に向かって努力を継続させる
ことの大切さを教えてくれます
私たち茨城大学吹奏楽団は、水曜日と土曜日の週2回、学生
指揮者による合奏を行っています。それ以外は各人で個人練習
やパート練習に励んでいます。団員数は100人を超え、大学内
で最大規模のサークルです。
昨年8月に開催された吹奏楽コンクール茨城県大会では金
賞を受賞、県代表に選出され、9月に開催された東関東大会に
出場しました。また、12月には冬の演奏会、3月には定期演奏会
を行っています。大会に向けて練習の厳しさも増しますが、その
ような時に支えになってくれる仲間がたくさんいることも、この
サークルの魅力のひとつです。

吹奏楽団 水戸キャンパス

競技力向上を通して、人間的成長が出来
る部活です
私たち陸上競技部は月、火、水、金、土の週5日、第2グラウンド
及び競技場で練習をしています。体育会系の部活ということもあ
り、練習は厳しいですが、一人ひとりが強くなりたいという強い
意志を持って練習に取り組んでいます。
最近では、リオ五輪での男子4×100mリレーで銀メダルを獲
得するなど、陸上競技の関心が高まってきていると感じていま
す。また、陸上競技は自分と向き合い、その奥深さを追求すれば
するほど、楽しく、熱くなれるスポーツだと思っています。陸上競
技に興味がある方は是非、第2グラウンドまでいらしてください。

それぞれのレベルやペースに合わせて
楽しめるスポーツです

オリエンテーリング部 水戸キャンパス

私たちは、水曜の午後に大学で活動し、週末には各地で開催
される大会に参加してオリエンテーリングを楽しんでいます。ま
た、水戸キャンパスだけではなく阿見・日立キャンパスにも部員
がおり、それぞれ活動しています。
オリエンテーリングは、森林や公園内に設置されたポイントを、
地図とコンパスだけを頼りに順番にまわり、その早さを競うスポー
ツです。日本代表の一員として世界大会に出場する人や、趣味とし
て楽しむ人、部員それぞれが自分のペースで出来るのが魅力です。

大学から始める人がほとんどです。何か新しいことを始めた
いあなた、私たちと一緒にオリエンテーリングを楽しんでみま
せんか？

陸上競技部 水戸キャンパス
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● 熱気球同好会
● 日立漕艇部
● 日立スポーツ同好会
● 工学部サッカー部
● 硬式庭球部
● 野外活動愛好会
● アメリカンフットボール部
● 茨城大学体育会弓道部日立支部
● 自動車部
● 少林寺拳法部
● 自動二輪部
● 茨城大学オリエンテーリング部（OLD）
● 卓球部
● 茨城ヨガサークル
● Ibaraki University Racing

日立キャンパス クラブ＆サークル
文化系

音楽系

● 飛翔体研究会
● ｎLaｂ

● Gitarre!!
● JAZZ研究会
● もずコール
● 茨城大学吹奏楽団
● ファミレド市
● 茨城大学中南米音楽研究会日立支部
● 原始音楽研究会(GEN-ON)
● Folk Song Club
● 茨城大学管弦楽団
● 茨城大学混成合唱団日立支部

阿見キャンパス クラブ＆サークル

体育系

● 卓球部
● ラクロス部 阿見支部
● バスケットボール同好会
● 弓道部
● 馬術部
● をごたんびー
● キリング
● バレーサークル
● STC（ソフトテニスサークル）
● ABC
● 漕艇部

文化系

音楽系
● 漫画研究会 阿見支部
● 鍬耕祭実行委員会
● 美術部
● ものづくりノ会【匠】 阿見支部
● 魚民
● 書斎
● うら谷津
● 阿見ACE
● のらボーイ＆のらガール 食農教育プロ
ジェクト

● 楽農人

● あみゆめ
● あみ探検隊
● Let's Hang Out

● Gitarre!!
● 中南米音楽研究会
● 侍Sound Factory
● 茨城大学吹奏楽団
● ジャズ研究会

体育系

● メカトロニクス研究会
● 漫画研究会
● ロボット技術研究会
● Anime&Comic explorers
● マレーシア留学生会（MALAYSIA 
STUDENT ASSOCIATION）

● 航空技術研究会
● Play Party
● 茨城大学工学部中国留学生学友会
● 茨城大学学生赤十字奉仕団工学部分団
● 茨大声優研究会
● テーブルゲーム研究会
● UNICS
● エコノパワー競技クラブ
● 茨城大学鋳造クラブ

「ものづくり」に必要な柔軟な発想力、問題提
起・解決能力、人間関係構築力が身につきます
Ibaraki University Racing（以下IUR)は全日本学生フォーミュラ大
会に出場するために発足し、今年で13年目を迎えます。この大会は毎年
９月初旬に静岡県掛川市の小笠山総合運動公園で開催され、学生が設
計および製作したフォーミュラカーが、デザインやコスト・車両性能など
あらゆる項目で審査されます。この活動のモットーは「モノづくり」に必要
な柔軟な発想力や問題提起および解決能力、そして人間関係構築能力
を身につけられることです。実際にこの活動を経験したメンバーは、自動
車関係や鉄道関係などモノづくりの最先端の現場へと進んでいきます。
ただ、この活動は決して甘くなく、つらいこともあります。しかしその分得
られる感動・達成感・経験は多大なものです。ぜひ皆さんも私たちと一
緒に全国のエンジニア達と技術力を競い合いましょう。詳細はIURの
ホームページをご覧ください。
（HP：http://www.iur-family.com/)

Ibaraki University Racing
日立キャンパス

かわいい馬たちに癒されながら、
ここでしかできない体験をしてみませんか
馬術部では現在3頭の馬とともに活動しています。馬術は馬に乗って
障害を跳んだり、演技したりして競う競技です。馬に乗るのは難しいと思
うかもしれませんが、大学に入ってから始めても2、3ヶ月で一人で乗れる
ようになります。現部員はみんな大学から始めています。動物を相手にし
ているので大変なこともありますが、馬術部でしかできない経験もたくさ

んあるので、充実した学生生活を送る
ことができます。馬術部のある大学は
なかなかありません。動物が好きな人
はもちろん、少しでも興味を持った方
はぜひ一度馬場に来てみてください。

馬術部 阿見キャンパス
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水哉寮

ベッド

ワード
ローブ

机

みずき寮

2段
ベッド

クロー
ゼット

2段
ベッド

クロー
ゼット

こたつ

TV

冷蔵庫

机 机 机 机

棚
棚

棚

棚 棚

※寄宿料の他、運営費（光熱水料等経費）、自治会費、NHK受信料などが必要です。

左:みずき寮　右:水哉寮

吼洋寮

水哉寮は全室個室の学生寮です。ミニキッチン・エアコン、各階にシャワー室・

ランドリーが完備され、セキュリティーシステムも導入済みで安心して生活するこ

とができます。また、寮ならではのイベントや寮生同士の交流など、先輩後輩の仲

も良く、楽しく過ごすことができます。（人文社会科学部男子学生）

みずき寮は4人相部屋で、先輩と後輩が共同生活をしています。寮の運営は寮生が行う自治寮の形式をとっており、

共同で使用するバス・トイレ・キッチン、洗濯室などの清掃当番が必要ですが、寮費が安いので経済的な負担も軽く、

ルームメイトや寮生同士で交流することもでき、共同生活の楽しさがあります。（人文社会科学部女子学生）

大学周辺には学生向けのアパートなどが多数あります。家賃の平均は、台所・浴室・水洗トイレ付で、1室（6畳）あたり4万円前後です。入居に

関しては、保護者などと事前に物件や条件を確認の上、契約してください。なお、福利センター内の大学生活協同組合でも大学付近のアパー

ト紹介を行っています。

吼洋寮は、学部生・大学院生さらに研究生や留学生といったさまざまな人が共同で生活しています。運営は

寮生からなる寮委員会が行っていて、各階の代表者（基本的に学部2年次）と寮役員から成り立っており、

ブロック討論会（月1回程度）や寮生大会（2ヶ月に1回）で運営方針を決めています。その他、共用エリアの

掃除は週1回全員で行っています。（工学部男子学生）

さくら寮は、一部屋4個室のシェアルームで、外国人女子留学生と日本人女子学生が共同生活をしながら

国際交流を深めることを目的としています。リビングは交流の場である一方、個室もあるので安心感もあります。

国際的な感覚が身につくなど、学びも多いです。（工学部女子学生）

農学部の学生寮である霞光寮には学部生のほか、大学院生や留学生も一緒に生活しています。部屋は全て

個室で台所やユニットバスもあるため、学生寮としてはかなり快適だと思います。自治寮のため毎週の朝掃

除や寮委員会、水道・光熱費などの徴収などの仕事をしなければなりません。普通の一人暮らしと比べると

いろいろな制約・義務がありますが、生活費はかなり安く抑えられます。（農学部女子学生）

水戸 水哉寮・みずき寮
すいさい

日立 吼洋寮・さくら寮
こうよう

霞光寮

集会・談話室

阿見 霞光寮
かこう

アパート

実家を出ての一人暮らし、決して広くはないけれど機能的にまとめられた自分

だけの城は格別です。大学までは自転車で5分、近くにはスーパーやコンビニ、CD

レンタル店もあって快適なアパート生活。体調を崩した時などは、心細くもなるし、

掃除や洗濯などの家事はとっても大変ですが、それらを上手くこなし、昼間は賑や

かな大学生活、帰宅後は落ち着いた自分の時間を楽しめるようになると、ちょっと

大人になれた気分ですよ！（理学部男子学生）

パ
ソ
コ
ン

机

本
棚

ソ
フ
ァ

服

テ
ー
ブ
ル

アパート・下宿

1人部屋：118室

4人部屋：18室

4人部屋：3室

1人部屋：82室

1人部屋：80室
2人部屋：  4室
1人部屋：80室
2人部屋：  4室

寮名 地区 定員

水哉寮（男子）

みずき寮（女子）

吼洋寮A棟（男子）

吼洋寮C棟（男子）

さくら寮（女子）

霞光寮（男子・女子）

水戸キャンパス

水戸キャンパス

日立キャンパス

日立キャンパス

日立キャンパス

阿見キャンパス

118名

72名

88名

88名

12名
男子41名
女子41名

室数 寄宿料（月額）

11,600円

700円

6,000円

20,000円

17,500円

4,700円

※

学生寮・アパート

茨城大学には5つの学生寮があります。さまざまな個性を持つ学生が、共同生活を通してお互いに切磋琢磨し、社会人としての素質を養うこ

とを目的としたもので、経済的負担の軽さが魅力です。

学生寮

水戸、日立、阿見ではじめるひとり暮らし

キャンパスライフ

すいさい

こうよう

かこう

棚

回転
椅子

ベッド

学習机
暖
房
器

こうよう

※

※

※

※

※

■生活費（水哉寮）

51,000 円

0円

46,000 円

11,600 円

20,000 円

5,200 円

1,000 円

10,000 円

40,000 円

10,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

寄宿料

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

学費積立

その他生活費

51,000 円

0円

40,000 円

700円

10,000 円

5,200 円

760円

10,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

寄宿料

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

■生活費（みずき寮）

■生活費（吼洋寮A棟）

0円

50,000 円

51,000 円

6,000 円

25,000 円

8,400 円

3,700 円

20,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

寄宿料

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

30,000 円

0円

40,000 円

20,000 円

20,000 円

7,800 円

3,000 円

15,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

寄宿料

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

■生活費（吼洋寮C棟）

50,000 円

20,000 円

20,000 円

4,700 円

25,000 円

6,000 円

4,000 円

15,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

寄宿料

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

■生活費

0円

100,000 円

20,000 円

33,000 円

15,000 円

12,000 円

2,000 円

30,000 円

収入

奨学金

仕送り

アルバイト

支出

家賃

食費

水道光熱費

インターネット

趣味交際費

■生活費

※水道光熱費については、共用
部分が7,200円、各居室の電
気料金については、個別メー
ターにより算出

吼洋寮C棟

ベッド

机 棚

オ
ー
プ
ン

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

冷
蔵
庫

吼洋寮A棟

机

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

ベッド

テレビ
冷
蔵
庫

さくら寮

学生寮
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■ 入学時の費用

■ 定期健康診断
毎年4月に健康診断を実施します。健康診断の内容は、問診、診

察、身体測定（身長・体重）、尿検査、血圧測定、胸部X線間接撮影な

どです。その年度の定期健康診断を受診された方には健康診断証

明書を発行します。

■ 健康相談
健康に関わることなら、どんなことでも相談に応じています。適

切な医療機関への紹介、生活習慣病の生活指導、保健指導なども

行っています。

■ 栄養相談・運動相談
管理栄養士による栄養相談、健康運動指導士による運動相談を

定期的に行っています。貧血や肥満など、気になることがあったら

ご相談ください。

■ メンタルヘルス相談
対人関係の悩み、性格や感情の問題、過食や拒食、睡眠障害や無

気力など、メンタルな悩みも保健管理センターに気軽に相談してく

ださい。精神科医と臨床心理士が相談に応じます。

■ ハラスメント相談
保健管理センタースタッフは、相談員を兼任しています。セクシャ

ルハラスメントやアカデミックハラスメントなどに基づく言動を受

け、心身的に困った症状が現れた場合にもご相談ください。

■ 応急処置
軽度の外傷・頭痛・腹痛・風邪などに対して応急処置を行います。

■ バリアフリー推進室
障害のある学生が修学等で抱える困難に対して、

様々な支援をコーディネートしています。それぞれの

状況にあった支援の方法を考えます。お気軽にご相

談ください。

　　高校ではクラス担任の先生が身近にいましたが、大学とい

うところはいつも近くにいるとは限りません。授業の悩みを先生

に相談したいと思っても研究室がわからなかったり・・・。勉強の

こと以外にも人間関係や家族、将来のこと、誰にも言えない悩み

を抱えて切羽つまっている人、日常のちょっとした出来事まで、自分

の問題は誰かに聞いてもらうことで気持ちが楽になります。どうぞ相談室へ。

学生生活における対人関係や、ハラスメントに関する悩みなど

はぜひ相談してください。相談員は所属の各学部にいます。氏

名はもちろんのこと、相談内容を他人に漏らすことは決してあ

りません。安心して相談してください。

水戸キャンパス

1階食堂は安値で美味しいバ
ラエティーに富んだメニュー
を中心に提供しています。2階
食堂は、コーヒーも飲める第2
の食堂としてご利用ください。

麺類、丼、カレー、日替
わりセット、数種類のパ
ン、ドリンクおよびク
レープなどを取り揃え
ています（2017年10月
にリニューアルオープ
ン）。

専門書を中心に教科
書・教養書・文庫新書・
雑誌・地図にいたるま
で、学生・教職員の要望
に応えた品揃えです。

パン・弁当・飲料・文具・
日用品・衣料品から、本
学のオリジナル商品ま
で、学生生活における
必需品を揃えたコンビ
ニショップです。

JR券・宿泊手配・国内外
旅行取扱・パソコン・ソ
フトウェア・プリンタ・教
習所・コンタクトレンズ
紹介まで幅広くサービ
スしています。

正門を入って左側の建物にあります。食品
から教材・専門書まで学内で揃えることが
できます。

こぶし会館の1階に食堂部（カフェテリア）
と書籍部、購買部があります。

日立キャンパス 阿見キャンパス

■食堂（大学生協）

■福利センター食堂
　（大学生協）

地元有名店のサザコーヒーが
提供する美味しいコーヒーや
ラテ、ホットドッグなどの軽食
を揃えております。

■ライブラリーカフェ

■大学会館食堂

■書籍部（大学生協）

■購買部（大学生協）

■サービスショップ
　（大学生協）

■書籍部（大学生協）

■購買部（大学生協）

■書籍部（大学生協）

■購買部（大学生協）

■食堂（大学生協）

インテーカー
から
ひとこと

学生相談員
から
ひとこと

提携教育ローン

　本学独自の経済支援策の一つで、経済的理由
で修学に困難がある優れた学生が、有意義な学
生生活を送れるように、有利な条件で利用できる
よう常陽銀行・水戸信用金庫との間で、提携教育
ローン制度の協定を締結しています。

　日本学生支援機構の奨学金の他に、地方公共
団体や公益法人などの奨学金も取り扱っていま
す。応募資格、貸与金額などがそれぞれに異なり
ますので、学生生活課（TEL.029-228-8059）にお
問い合わせください。

地方公共団体・公益法人などの奨学金

　「ウエルシア薬局育成奨学金」、「鴨志田邦明奨
学金」、「経済支援奨学金」および「成績優秀学生奨
学金」があります。詳細については学生生活課
（TEL.029-228-8059）にお問い合わせください。

本学独自の奨学金

日常生活サポート

健康サポート（保健管理センター）

なんでもサポート

経済サポート

じっくり学ぶための生活環境をしっかりサポート

学生生活サポート

■ 奨学金制度
主な奨学制度として日本学生支援機構の奨学制度の他、地方公共団体や公益法人などが行う奨学制度がありますが、この他にも本学独自の
奨学制度で学生支援を行っています。これらはいずれも、人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により修学が困難である学生
に対して、本人の願い出に基づき選考のうえ給与・貸与されます。

日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金（無利子）
自宅通学者 自宅外通学者 第二種奨学金（有利子）

学部・専攻科の
貸与月額

30,000円
又は

45,000円

30,000円
又は

51,000円

3万円・5万円・8万円・
10万円・12万円の中から
学生が選択した額 ※第二種奨学金は、在学中は無利息ですが、卒業または退学後、

年3%を上限とした利息が付きます。

日本学生支援機構の募集は原則として毎年春に行わ
れます。貸与月額は左記のとおりです。本学では約4割
の学生がこの奨学金の貸与を受けています。

全学部（フレックスコースを除く）
入学料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282,000円
前期分授業料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267,900円
後期分授業料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267,900円
学生教育研究災害傷害保険+学研災付帯賠償責任保険（Aコース）
（保険期間4年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,660円
茨城大学教育研究助成会会費（４年間分） ・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
学部後援会費（４年間分） 人文社会科学部、教育学部・・・・・・・・・10,000円

理学部、工学部、農学部・・・・・・・・・・・・・12,000円

工学部フレックスコース（夜間主コース）
入学料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141,000円
前期分授業料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133,950円
後期分授業料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133,950円
学生教育研究災害傷害保険+学研災付帯賠償責任保険（Aコース）
（保険期間4年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,760円
茨城大学教育研究助成会会費（４年間分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
学部後援会費（４年間分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000円

キャンパスライフ

■ 入学料・授業料の免除制度
修学を容易にするために、入学料および授業料の免除制度があります。免除の認定には、次のような一定の条件があり、家計収入状況調査な
どの資料が必要となります。

入学料免除

授業料免除

入学前1年以内に入学する者の学資負担者が死亡、
または風水害などの災害を受けた場合。

経済的な理由で納入が困難で、しかも学業が優秀で
あると認められた場合。

※左記のほか、入学料免除・授業料免除とも、平成23年3月以降に指定された
災害救助法の適用地域において、地震、台風等の災害により被災した方や、
居住地が福島第一原子力発電所事故による帰宅困難区域、居住制限区域
又は避難指示解除準備区域にある方の申請を受け付けます。詳細について
は学生生活課（TEL.029-228-8067）にお問い合わせください。

■ 茨大なんでも相談室
学生生活で生じるさまざまな悩みや問題を相談で

きるよう、「茨大なんでも相談室」を設置しています。イ

ンテーカー（相談受付者）が学生の抱える問題に対

し、秘密厳守で親身に相談をお受けします。相談内容

に応じてより適切な相談員を紹介します。
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学生生活全般について取り扱い、学生の成長を
促す学生支援を行います。奨学金や授業料免除の
申請、学生寮、サークル活動などの窓口となります。

● 学生支援センター

学生一人ひとりのキャリアデザイン、個性を尊重
した就職活動の支援ならびにキャリア形成の支援
を実施しています。

● キャリアセンター

気候変動問題や、防災技術、気候変動適応型農業、
都市計画と適応政策とともに、グリーンエネルギー
や安全・安心で公正な社会のあり方などについて
研究しています。

地球変動適応科学研究機関8

図書館は水戸キャンパスに本館、日立キャンパスに工学部分館、阿見キャンパスに農学部分館があり、全館
で約100万冊の蔵書を所蔵しています。各図書館とも授業のある期間の平日は8:30～21:45、土日は11:00～
19:00まで開館しています。学習室はもとより、学生用パソコンやグループで学修できるラーニングエリアなど
の学修環境を整備しています。平成26年度に本館をリニューアルし、共同学習エリアやグループ学習室などを
新たに整備し、学修研究の拠点として機能の充実をはかりました。

図書館10

現代自然科学では、原子、分子など極微の世界
についての情報が迅速かつ高精度で求められま
す。本センターでは、各種分析機器などを集中管理
し、教育・研究を支援しています。

機器分析センター6

総合大学である茨城大学の持つ様々な研究成果、
知識、人材を提供することはもとより、地域からの
ご支援や教育・研究の場と機会をいただくという
連携を通じ、有用な人材を育て、また課題解決に組織
的に取り組んでいます。こうした連携活動によって、
より良き地域社会の創造に貢献していくことを使命
とし活動を進めています。

社会連携センター18

1年次からの基盤教育及び全学共通プログラム
の履修手続きなど、共通教育全般に関する窓口と
なります。また、卒業証明書や通学証明書（通学定
期）の発行なども取り扱います。

● 共通教育センター
全学教育機構3

海外留学を希望する在学生や外国人留学生に
対し、さまざまなサポートを実施。県内の大学、企
業、地方公共団体、国際交流団体などと連携し国
際交流を推進しています。

● グローバル教育センター

医師・カウンセラー・看護師などが待機し、在学
生の定期健康診断やケガ・急病の応急処置を行っ
ています。

保健管理センター12

教員免許状を取得するための教職科目の開講、
教育実習事前事後指導、教員採用試験対策、学校
現場のボランティア紹介など、高い教育実践力を持
つ教員を養成するための各種支援を行っています。

全学教職センター11

本センターは、各学部と協働してさまざまな入学
試験を行うとともに、適切な選抜方法の研究や
改善、入学者募集のためのいろいろな企画を実施
しています。

事務局棟／アドミッションセンター15

講堂　　共通教育棟1号館　　全学教育機構（共通教育センター、学生支援センター、キャリアセンター、グローバル教育センター）　　
共通教育棟2号館　　理学部　　機器分析センター　　総合科学棟　　
放送大学茨城学習センター／環境リサーチラボラトリー棟／地球変動適応科学研究機関　　人文社会科学部　　図書館　　
教育学部／全学教職センター　　保健管理センター　　体育館　　大学会館（茨苑会館）　　事務局棟／アドミッションセンター　　
正門　　福利センター　　社会連携センター　　課外活動共用施設　　

1
4 5 76
8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

2 3

歴史ある学術文化都市、水戸市、 茨城大学ライフはここから始まる

水戸キャンパスへのアクセス

　水戸黄門でもおなじみの水戸市は、茨城県の政治・経済・文化の中心地として古くから発展してきた都市です。また、市の中心部には日本三名園の

ひとつ、徳川家ゆかりの「偕楽園」があり、春になると梅を楽しむ人々で賑わいます。広大な緑地や千波湖は、市民の憩いの場として親しまれています。

　茨城大学の本部がある水戸キャンパスには、人文社会科学部、教育学部、理学部があります。工学部と農学部の学生も最初の1年間はここで共通

教育の授業を受けます。この他、図書館や機器分析センター、社会連携センター、全学教育機構、大学会館、福利センターなどが置かれ、活発な研究

活動と快適な学生生活を支えています。

人文社会科学部 教育学部 理学部

【高速道路でのアクセス】
●常磐自動車道水戸インターチェンジを降りて水戸駅方面へ、石川二丁目東交差
点を左折、突き当たり国道123号線を右折後600mで大学前の交差点です。

【鉄道でのアクセス】
●JR上野駅からJR水戸駅まで、常磐線特急ひたち／ときわが約30分毎に運行して
います。特急乗車時間約65分～85分、各駅停車で約120分。
●JR水戸駅（北口）バスターミナル⑦番乗り場から茨城交通バス「茨大行（栄町経
由）」に乗車、「茨大前」で下車。

※乗車時間は通常は約20分ですが、交通渋滞などによりそれ以上かかる場合があります。
上野 ＪＲ特急ひたち ＪＲ特急ひたち水戸 いわき

〒310-8512　茨城県水戸市文京2-1-1　TEL.029-228-8600

水戸キャンパスキャンパスライフ

【宇都宮からのアクセス（高速バス）】
●JR宇都宮駅 （西口）バス乗り場から茨城交通北関東ライナー宇都宮線 （下り） 
「水戸・ひたちなか・海浜公園行き」に乗車、「茨城大学前」で下車。（バス乗車時間は
約1時間35分）

水戸キャンパス
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（茨城県久慈郡大子町）
　大子合宿研修所は、久慈川の清流を望む静かな
環境のもと、各サークルの合宿や研修会に利用さ
れています。

大子合宿研修所

　本学における学術研究及び情報処理教育に資す
るとともに、キャンパス情報ネットワーク及び共有
基盤データベースなどの管理・運用並びに事務電
算化の支援などを行っています。本センターは、3
キャンパスにて対応可能な体制で運営しています。

E5棟／IT基盤センター5

a b

d

c

　授業のある期間の平日は8:30～21:45、土日は11:00～19:00まで開館、休業期間中は平日の8:30～
17:30まで開館しています。茨城大学全体で約100万冊の蔵書がありますが、工学部分館は工学系の書籍を
多数取り扱っており、ホームページ上のオンライン目録で検索ができます。また、CD-ROMのオンライン検索
や全国大学図書館の相互協力により、必要な文献や情報を迅速に提供しています。

E4棟／図書館（工学部分館）4

（茨城県高萩市）
　日立市と高萩市に跨がった小高い丘にある本
センターは、国立天文台の口径32mパラボラアン
テナ2基を利用した電波望遠鏡システムにより先
端的な宇宙の研究と教育を行うことを目的としま
す。また、宇宙観測施設の利点を活かした科学教
育の展開により大学の基礎教育と地域貢献に寄
与します。

宇宙科学教育研究センター

　日立分室には社会連携センターの「産学官連携
イノベーション部門」と「知的財産部門」が置かれ
ています。産業界との連携を通し、地域社会におけ
る技術開発・振興に寄与するとともに、独創的な研
究開発を推進し、地域の産業や文化の知の拠点と
して社会に貢献することをミッションとしています。

N5棟/社会連携センター日立分室15

　さまざまな工作機械があり、学生による実習や
研究に必要な部品の加工などを行っています。ま
た、創造的なものづくり教育の一環として、デザイ
ンコンテストやロボコンに参加しています。

S5棟／ものづくり教育研究支援ラボ10

（茨城県北茨城市）
　明治時代の文明批評家で美術史家でもある岡
倉天心（1862-1913）の六角堂で有名な史跡に設
置された研究所。日本の近代美術を中心に、広く人
文諸学を研究対象として活動しています。天心記
念館は広く一般にも公開しています。

五浦美術文化研究所
（茨城県那珂郡東海村）
　本センターは、大強度陽子加速器施設（J-PARC）
の卓越した能力を生かして、茨城大学の研究、教育
及び社会連携にわたる機能の向上並びに中性子
科学及び応用原子科学の展開、さらにその産業応
用及び地域イノベーション達成への貢献をめざし
て先進的な研究教育拠点を形成することを目的と
しています。

フロンティア応用原子科学研究センター

世界レベルのハイテク企業が集う、 刺激的な教育・研究環境です

日立キャンパスへのアクセス

茨城県の北部に位置する日立市は、県内屈指の中核都市です。東は太平洋、西は阿武隈山系と豊かな自然に囲まれています。日立駅前には近代

的な商店街や文化科学施設が広がり、市内や近隣には国内有数の企業体や公的な研究施設があります。キャンパスを含めた街の眺望は、まさに

ハイテク都市そのものです。

日立キャンパスは、工学部をはじめ図書館分館、IT基盤センター、社会連携センター日立分室などの教育研究施設が整い、最先端の研究を身近

に感じる機会にも恵まれています。各施設は木々に囲まれ、移りゆく四季を満喫できるキャンパスです。

【高速道路でのアクセス】
●常磐自動車道日立中央インターチェンジを降りて国道6号を南下し、成沢小入口
交差点を左折してください。または、日立南太田インターチェンジを降りて国道6
号を北上し、成沢小入口交差点を右折してください。大学の南側に沿って進むと
正門です。

【鉄道でのアクセス】
●JR日立駅（中央口）から日立電鉄バス、中央線経由「平和台行③」または「小咲台
行④」に乗車、「茨大前」で下車。

●JR常陸多賀駅から日立電鉄バス、中央線経由「平和台行③」または「小咲台行
④」に乗車、「茨大前」で下車。

※いずれの乗車時間も通常は約10分ですが、交通渋滞などによりそれ以上かかる場合があります。

ＪＲ特急ひたち JR常磐線 JR常磐線
上野 水戸 常陸多賀 日立

〒316-8511　茨城県日立市中成沢町4-12-1　TEL.0294-38-5004

a

b

d

c

近隣地区の本学関連施設

日立キャンパスキャンパスライフ

E1棟　　E2棟　　E3棟　　E4棟　　E5棟　　E6棟　　E7棟　　S1棟　　S2棟・S3棟　　S5棟　　W3棟　　W1棟　　N6棟
N5棟　　N2棟　　N3棟　　N8棟　　N9棟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18

日立キャンパス

工学部
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　本学における組替えDNA実験をはじめとした
遺伝子実験に関する研究・教育やバイオテクノロ
ジーの地域社会への啓蒙と研究成果の社会への
還元などを目的とした施設です。

遺伝子実験施設5

　大学生協食堂・購買部（1階）、研修・会議室（2階）
があります。食堂はカフェテリア形式でメニューが
豊富です。書籍・文具・飲食物などを購買部にて
販売しています。

福利厚生施設（こぶし会館）8

a

農学部分館には農学・自然科学系の図書と学術雑誌を中心に約9万冊の蔵書があります。また、オンライン
文献検索などのインターネットを使ったサービスも提供されています。試験勉強やレポート、卒業論文などの
強い味方となってくれるでしょう。授業のある期間の平日は8:30～21:45、土日は11:00～19:00まで開館、
休業期間中は平日の8:30～17:00まで開館しています。

図書館（農学部分館）6

　外国人留学生のための宿舎です。実験研究棟か
らは徒歩2分程度です。

国際交流会館13

　バドミントン用コート４面分の広さで、体育の授
業やスポーツ系サークル活動に利用されています。

体育館15

　馬術部の活動に使用しています。
馬場11

（茨城県潮来市）
　地球温暖化に対応した海岸環境保全、河川・湖
沼・地下水に関する地水生物圏の環境保全、地質
汚染・廃棄物処分場・残土処理・地震災害をテーマ
に教育・研究を行っています。

広域水圏環境科学教育研究センター

筑波研究学園都市に隣接、 最新設備を備えた美しいキャンパスです

阿見キャンパスへのアクセス

阿見キャンパスは、上野からJR常磐線（特別快速）で55分、茨城県南部の中核都市・土浦市に隣接する阿見町の中心部にあります。琵琶湖に次ぐ

日本第2の湖、霞ヶ浦までは約2km。学ぶにも生活するにも恵まれた環境です。

美しいキャンパスには、最新設備を備えた研究棟・講義棟・学生寮などが整備されています。また、近隣には多くの研究機関が集う筑波研究学園

都市があります。教育・研究、生活、そのすべての面で良好な条件がそろった快適な環境にあります。

【高速道路でのアクセス】
●常磐自動車道桜土浦インターチェンジから土浦方面へ、国道125号バイパスに
入り、東京医大前交差点を右折し、左側です。

【鉄道でのアクセス】
●JR土浦駅（西口）バスターミナル①番乗り場から関東鉄道バス「阿見中央公民館
行」に乗車、「茨大前」で下車。

※乗車時間は通常は約20分ですが、交通渋滞などによりそれ以上かかる場合があります。

JR常磐線
上野 土浦

〒300-0393　茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1　TEL.029-887-1261

近隣地区の本学関連施設

a

阿見キャンパスキャンパスライフ

事務管理棟　　植物園　　実験研究棟　　特殊実験棟　　遺伝子実験施設　　図書館（農学部分館）　　講義棟　　福利厚生施設こぶし会館
堆肥舎　　サークル棟　　馬場　　霞光寮　　国際交流会館　　温室　　体育館　　附属フィールドサイエンス教育研究センター

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

農学部

阿見キャンパス
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■100以上の国内外の著名ブランドが揃
うアウトレットモール。非日常的な空間で
一日中ショッピングを楽しめます。

あみ
プレミアム・
アウトレット
「荒川沖駅」より
バス約20分

あみ
プレミアム・
アウトレット
「荒川沖駅」より
バス約20分

■ファッション、雑貨、書籍やレスト
ランまで、何でも揃う大型商業施設。

南口

中央口

京成百貨店

茨城大学
日立キャンパス

水戸芸術館

茨城大学水戸キャンパス

イトーヨーカドー●

●水戸警察署●水戸警察署
●県立図書館●県立図書館

●水戸中央
　郵便局
●水戸中央
　郵便局

●霞ヶ浦

スーパーカスミ●

●市立中央図書館●市立中央図書館

●運動公園

●千波湖

至偕
楽園

エクセル●

丸井水戸店丸井水戸店

水戸サウスタワー水戸サウスタワー

●
エクセルみなみ

水
戸
駅

水
戸
駅

ペルチ土浦

日立製作所
電力システム社
日立事業所

日立シビックセンター
●

■コンサートホール・劇場・現代美
術ギャラリーを併設し、様 な々催し
を開催しています。高さ100mの
鉄塔は市のランドマークでもあり、
塔の上部からは市内が一望でき
ます。

■食料品や雑貨、服飾など、
暮らしに関わるあらゆるもの
が揃う大型百貨店です。

■AEON、180の専門店、シネ
マ、アミューズメントからなる、
北関東最大級のエンタテイ
メントシティ。水戸駅から電車
で2駅。

花室川

桜川

■1842年に水戸藩主徳川斉昭に
よって造園された公園。金沢の兼六
園、岡山の後楽園と並ぶ「日本三名園」
の一つとして知られています。

京成百貨店京成百貨店

水戸芸術館水戸芸術館

北口

日
立
駅

日
立
駅 土
浦
駅

土
浦
駅

■食・美・学びのモール
ビル。水戸駅、南口デッ
キ直結です。

丸井水戸店丸井水戸店

■日立市立記念図書館・音楽ホー
ル・科学館・天球劇場 （プラネタリウ
ム）などを兼ね備えた複合施設。

■日本最大の総合電機メー
カー。茨城県日立市は、日立製
作所創業の地。

日立シビック
センター
日立シビック
センター

日立製作所
電力システム社
日立事業所

日立製作所
電力システム社
日立事業所

日立製作所
日立研究所
「大甕駅」より
徒歩約25分

日立製作所
日立研究所
「大甕駅」より
徒歩約25分

偕楽園偕楽園 桜川

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

水戸・日立・土浦水戸・日立・土浦
周辺案内周辺案内

■偕楽園や千波湖など、観光名所としても有名な
水戸市ですが、駅前には駅ビルや商業施設が揃
い、とても生活のしやすい都市です。都内へのアク
セスも良く、居心地の良い住みやすい街です。

■東は太平洋、西は阿武隈山系の山
並みを抱えた日立市は、穏やかな気
候と、海・山からの豊かな自然に恵ま
れた都市です。明治時代から、鉱業、
電気機械産業が発展し、日本有数の
工業都市として成長してきました。

水戸市水戸市

日立市日立市
土浦市・
阿見町
土浦市・
阿見町

至
常
陸
多
賀

鮎川

■動物園、スリル満点
の乗り物が揃うレジャー
ランド、1年中泳げる室
内温水プールなどが併
設された公園。大観覧
車もおすすめ。

日立
かみね公園
「日立駅」より
バス10分

日立
かみね公園
「日立駅」より
バス10分

TSUTAYA● ●カワチ薬局
●

スーパーカスミ

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

茨城大学
阿見キャンパス

■霞ヶ浦や筑波山麓などの豊かな自
然に囲まれた土浦市は、城下町の名
残が残る建物が数多くあります。
キャンパスのある阿見町は農業が
盛ん、近年オープンしたあみプレミ
アム・アウトレットも人気のスポット
です。

■JR土浦駅に隣接する駅ビル。買い
物はもちろん、本格的なフードコート
やレストスペースなど、充実した施設
が魅力の大型商業施設です。

ペルチ土浦ペルチ土浦

エクセル／
エクセルみなみ
エクセル／
エクセルみなみ

イオンモール
水戸内原
イオンモール
水戸内原
「内原駅」より
徒歩10分

「内原駅」より
徒歩10分

写真提供：日立事業所

写真提供：日立シビックセンター

写真提供：日立かみね動物園

写真提供：京成百貨店 写真提供：水戸芸術館

写真提供：丸井グループ

写真提供：水戸エクセル

写真提供：水戸サウスタワー

南口南口北口北口

写真提供：偕楽園

写真提供：あみプレミアム・アウトレット

写真提供：ペルチ土浦

写真提供：日立研究所

写真提供：イオン写真提供：イオン

水戸
サウスタワー
水戸

サウスタワー
■ファッション・雑貨、カフェ＆
レストランが揃う水戸駅の駅
ビル。茨城名産・特産も購入で
きます。

●霞ヶ浦総合公園
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北海道 34名

青森県 24名

秋田県
12名

岩手県
30名

山形県
21名

宮城県
22名

福島県 79名

栃木県
68名

群馬県
29名 茨城県

777名

千葉県
129名

埼玉県 37名

東京都 42名

神奈川県
21名

長野県
28名

山梨県
11名

岐阜県
4名

新潟県
22名

静岡県
61名

愛知県
26名

福井県
4名

富山県
9名

石川県
5名

大阪府
6名

兵庫県
5名 滋賀県

4名
京都府
4名

三重県
4名和歌山県

5名

奈良県
1名

佐賀県
0名

長崎県
1名

宮崎県
8名

大分県
2名

熊本県
2名

鹿児島県
7名

沖縄県
7名

福岡県
7名

岡山県
4名

鳥取県
5名

広島県
9名

山口県
1名

島根県
2名

香川県 3名

徳島県 0名
高知県 0名

愛媛県
4名

小計

現代社会学科

法律経済学科

人間文化学科

学部計

言語・
社会教育系

理数教育系

音楽教育系

美術教育系

保健体育教育系

技術教育系

生活科学教育系

特別支援教育コース

教育実践科学コース

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

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

知能システム工学科

小計

小計

小計

小計

国語選修

社会選修

英語選修

数学選修

理科選修

音楽選修

美術選修

保健体育選修

技術選修

家庭選修

学
校
教
育
教
員
養
成
課
程

教
科
教
育
コ
ー
ス

養護教諭養成課程

食生命科学科

地域
総合
農学科

農業科学コース

地域共生コース

学部計

学部計

学部計

学部計

合　計

理
学
科

Ａ
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

人文社会科
学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

学部・学科（課程）
募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
者数

募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
者数

前　期 後　期
25
20
20
65
5
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3
3
42
8
50
5
5
5
5
5
5
30
30
10
8
2
5
2
5
9
5
46
5
5
51
12
6
6
12
24

220

64
45
90
199
28
16
6
6
13
12
12
8
19
9
10
8

147
22
169
17
6
10
13
10
14
70
70
32
11
8
12
5
22
34
9

133
11
11
144
38
13
9
22
60

642

27
20
20
67
5
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3
3
42
8
50
6
4
5
5
5
5
30
30
11
6
3
5
2
5
10
3
45
4
4
49
13
8
7
15
28

224

27（22）
20（17）
20（19）
67（58）
5（5）
3（3）
5（3）
3（2）
3（2）
5（3）
3（3）
3（2）
3（3）
3（0）
3（3）
3（3）

42（32）
8（8）

50（40）
6（2）
4（1）
5（0）
5（2）
5（2）
5（4）

30（11）
30（11）
11（0）
6（4）
3（2）
5（0）
2（0）
5（0）
10（4）
3（0）

45（10）
4（0）
4（0）

49（10）
13（9）
8（2）
7（4）
15（6）
28（15）

224（134）

現代社会学科
法律経済学科
人間文化学科

学部計

言語・社会教育系

教育実践科学コース

特別支援教育コース

理数教育系

音楽教育系
美術教育系
保健体育教育系
技術教育系
生活科学教育系

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

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

知能システム工学科

農業科学コース
地域共生コース

小計

小計

小計

小計

国語選修
社会選修
英語選修
数学選修
理科選修
音楽選修
美術選修
保健体育選修
技術選修
家庭選修

学
校
教
育
教
員
養
成
課
程

教
科
教
育
コ
ー
ス

養護教諭養成課程

食生命科学科
地域
総合
農学科

学部計

学部計

学部計

学部計

合　計

理
学
科

Ａ
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

人文社会科
学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

学部・学科（課程） 募集人員 志願者数 合格者数 入学者数

平成29年度都道府県別入学者数

合　計

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

工学部 知能システム工学科Bコース 若干名 1
1

1
1

0
0

ー
ー

学　　部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

合　　計

若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

67
15
13
114
11
220

52
12
11
89
11
175

6
0
10
17
4
37

2（0）
0（0）
6（2）
9（2）
1（1）
18（5）

学部計

学部・学科 受験者数 合格者数 入学者数

合　計

工学部

理学部
人文社会科学部

機械工学科
電気電子工学科
情報工学科
都市システム工学科

ー
1
ー
1
ー
ー
1
2

ー
0
ー
1
ー
ー
1
1

ー
ー
ー
1
ー
ー
1
1

志願者数

0
1
0
1
0
0
1
2

募集人員

若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

人間文化学科
理学科

全国より　　1,586名
その他　　　　　  4名

1,590名合計
（私費外国人留学生除く）

※（　　）内は女子で内数

65

65

65

195

17

17

13

10

23

14

6

6

9

9

8

12

144

17

161

15

25

25

25

25

25

140

45

36

22

42

26

45

31

27

274

21

21

295

54

24

29

53

107

898

157

120

161

438

40

48

42

22

63

59

15

21

29

29

28

35

431

35

466

32

49

39

38

55

134

347

95

63

43

42

38

81

92

36

490

54

54

544

126

53

52

105

231

2,026

169

124

170

463

42

50

43

22

65

61

15

21

29

29

29

35

441

35

476

32

52

42

39

56

137

358

95

63

43

42

38

81

92

36

490

60

60

550

132

54

53

107

239

2,086

85

81

81

247

17

19

13

11

25

17

6

6

10

10

9

13

156

17

173

21

31

24

27

28

37

168

53

47

26

32

29

51

40

28

306

26

26

332

66

31

36

67

133

1,053

67(37)

67(31)

74(51)

208(119)

17(13)

19(9)

13(5)

10(5)

23(8)

15(7)

6(5)

6(6)

10(1)

10(4)

9(9)

12(10)

150(82)

17(17)

167(99)

15(2)

26(6)

22(6)

19(9)

26(10)

36(16)

144(49)

45(0)

34(5)

23(0)

28(1)

23(2)

50(2)

31(5)

20(0)

254(15)

24(0)

24(0)

278(15)

56(34)

27(13)

35(21)

62(34)

118(68)

915(350)

40

35

25

100

4

6

5

3

5

5

4

3

6

5

3

5

54

10

64

15

20

35

30

24

18

28

17

30

20

18

185

14

14

199

14

15

29

427

87

58

97

242

20

26

20

10

15

8

9

9

40

30

15

27

229

25

254

40

33

27

25

21

15

161

79

53

100

30

63

52

54

37

468

44

44

512

81

60

141

1,310

273

174

239

686

46

73

37

29

38

25

25

19

99

55

33

70

549

68

617

84

33

27

25

21

15

205

223

151

246

105

172

165

127

93

1,282

136

136

1,418

81

60

141

3,067

64

51

35

150

4

7

5

4

6

5

4

4

7

5

4

6

61

10

71

22

15

10

10

4

1

62

40

42

25

45

28

38

33

32

283

23

23

306

21

19

40

629

40(28)

35(14)

25(13)

100(55)

4(2)

7(2)

5(2)

3(3)

6(2)

5(0)

4(4)

3(3)

6(3)

5(4)

4(4)

5(4)

57(33)

10(10)

67(43)

15(0)

6(1)

2(0)

5(4)

2(0)

1(0)

31(5)

30(3)

28(12)

20(4)

31(3)

21(2)

30(2)

20(2)

24(1)

204(29)

14(1)

14(1)

218(30)

13(8)

9(4)

22(12)

438(145)

一般入試 推薦入試 社会人入試

合　計

学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

工学部 電気電子工学科Ａコース 11
11

177
177

177
177

13
13

12（4）
12（4）

欠員補充第二次募集

帰国子女入試

私費外国人留学生入試

入試データ 平成29年度
入学試験実施結果

人文社会科学部
教 育 学 部
理 学 部
工 学 部
農 学 部

15 60 60 19 9(4)

3年次編入・大学院・専攻科・研究生等

109108

入
試
デ
ー
タ
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平成30年度入学試験情報

平成30年度茨城大学入学試験に関する細目が掲載されている学生募集要項等（願書など含む）を次の日程で発表する予定です。
※各募集要項とも、全学部共通です。

要項種別 公表予定時期

入学者選抜要項 6月末

8月末

推薦入試学生募集要項
8月末

要項種別 公表予定時期

社会人入試学生募集要項
8月末

帰国子女入試学生募集要項

一般入試学生募集要項 9月末私費外国人留学生入試学生募集要項

AO入試募集要項

募集要項等 公表時期

大学見学・説明会

茨城大学では以下の日程でオープンキャンパスを開
催しますので、ぜひご参加ください。
■水戸キャンパス／7月22日（土）
■日立キャンパス／7月29日（土）
■阿見キャンパス／7月29日（土）
※詳細はホームページでお知らせいたします。

茨城大学では各地で企業主催の大学説明会に参画し
ておりますので、近隣で開催される際には、ぜひご参
加ください。
（開催予定についてはホームページ上でもお知らせい
たしますが、詳細はお問い合わせください。）

茨城大学の見学を希望される方や高等学校での進学
説明会などを希望される高等学校進路指導の先生方
はお気軽にご相談ください。
（本学のホームページ上で申込書に情報を記入し、
メールまたはFAXでお申込みください。）

オープンキャンパス 大学説明会 大学見学及び進学説明会

入学者選抜などに関する問い合わせ先
茨城大学 学務部 入学課 入学試験係　〒310-8512　茨城県水戸市文京2-1-1　  TEL.029-228-8064・8066
人文社会科学部  入学試験係　　〒310-8512　水戸市文京2-1-1　            TEL.029-228-8106
教育学部 　　　 入学試験係　　〒310-8512　水戸市文京2-1-1　            TEL.029-228-8203
理学部 　 　　　入学試験係　　〒310-8512　水戸市文京2-1-1　            TEL.029-228-8335
工学部 　　　　 入学試験係　　〒316-8511　日立市中成沢町4-12-1　   TEL.0294-38-5223
農学部 　　　　 入学試験係　　〒300-0393　稲敷郡阿見町中央3-21-1　TEL.029-888-8519

http://www.ibaraki.ac.jp/ホームページ

募集要項等 請求方法 下記へアクセスし、ご請求ください。

IP電話 050-8601-0101

【料金の支払い方法】
①請求時払い
　携帯払い、スマホ払い、クレジットカード払いができます。
　※機種、契約状況によって、通話料金と一緒にお支払できない場合があります。
②後払い
　資料到着後、コンビニでお支払いください。

希望する資料の請求番号を入力してください。

■自動音声応答IP電話（24時間受付）はこちら

http://telemail.jp
■パソコン・スマートフォン・携帯電話はこちら

テレメールから請求 モバっちょから請求

資料名 資料請求番号 発送開始日料金

大学案内

推薦入試学生募集要項

推薦入試学生募集要項（大学案内含む）

私費外国人留学生入試学生募集要項

561400

581410

541410

581420

300円

215円

300円

180円

6月下旬

9月上旬

QRコードはこちらから

※一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。

QRコードは
こちらからhttp://djc-mb.jp/ibaraki/

9月上旬

資料名 発送開始日料金

大学案内

推薦入試学生募集要項

推薦入試学生募集要項（大学案内含む）

200円

200円

300円

6月下旬

9月上旬

流れてくる音声ガイダンスに従って手続きしてください。料金は資料お届け後、同
封されている支払方法に従ってお支払いください。
※上記料金以外に別途手数料がかかります。

モバっちょでの請求方法についてのお問合せ先
■モバっちょカスタマーセンター

IP電話 050-3540-5005 （受付時間 平日10：00～18：00）

※上記料金以外に別途手数料がかかります。

入試データ

http://daigakujc.jp/ibaraki/携帯サイト

一般入試におけるインターネット出願の全面移行に伴い、一般
入試学生募集要項については、従前の冊子体での配布は行わ
ず、本学ＨＰ上での掲載のみとなりますのでご注意ください。

一般入試学生募集要項について!

111110 IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018IBARAKI UNIVERSITY ADMISSION GUIDE 2018

各学部説明会
相談コーナー
学生企画 など

茨城大学説明会2017

JR水戸駅（北口）バスターミナル7番乗り場から
茨城交通バス「茨大前（栄町経由）」に乗車、「茨大前」下車

場所：茨城大学水戸キャンパス

2017.12.16 Sat.
人文
社会科
学部

教育
学部 理学部 工学部 農学部全5学部

※詳細はホームページでお知らせいたします。

茨城大学アドミッションセンター
TEL.029-228-8574お問い合わせ



〒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 アドミッションセンター

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

Expressway

常磐自動車道
Joban

Expressway

北関東自動車道
Kitakanto Expressway
北関東自動車道

Kitakanto Expressway

東関東自動車道
Higashikanto Expressway
東関東自動車道

Higashikanto Expressway

圏央道
KEN-O Expressway

圏央道
KEN-O Expressway

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 水郡線
JR Suigun Line

稲敷 I.C.
Inashiki I.C.

境古河 I.C.
Sakaikoga 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.

つくば中央 I.C.
Tsukuba-chuo I.C.
つくば中央 I.C.
Tsukuba-chuo 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。

大栄
Taiei JCT至 成田

To Narita
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