
秋葉原～つくば間(快速45分)
→「つくば駅」から路線バス「つくばセンター」6番乗り場
→「筑波大学循環 右廻り・大学中央行」(約15分)→「第一エリア前」下車、徒歩5分
→「筑波大学循環 左廻り」(約20分)→「大学公園」下車、徒歩5分

１   つくばエクスプレスより

ひたち野うしく駅東口・土浦駅西口・荒川沖駅西口から路線バス「筑波大学中央行」
(約40分) →「第一エリア前」下車、徒歩5分

２   JR常磐線より

「中央口案内センター」または「松見口案内センター」へ
お越しください。
入構受付後、駐車証を発行します。

（受付時間　8：30 ～ 17：00）

４   お車でお越しの場合

３   東京駅より
東京駅八重洲南口から高速バス「筑波大学行」(約65分)
→「大学会館」下車、徒歩10分
　※つくばセンターにて下車される場合は、1をご参照ください。
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筑波大学学生部就職課へのアクセス

〇お問い合わせ〇
就職課へのお問い合わせは、メールまたはお電話で受け付けております。
ご訪問いただける場合は、お手数ですが事前にご確認の上、筑波大学学生部就職課

（第一エリア D棟 スチューデントプラザ2階）までお越しください。
受付時間　平日8：30 ～ 17：15（昼休み12：15 ～ 13：15）
企業・団体担当窓口　　☎029-853-6091
教員・公務員担当窓口　☎029-853-2249
代表メールアドレス　　syushokuka@un.tsukuba.ac.jp
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大学の沿革
筑波大学は、1973（昭和48）年に文系・理系から体育、芸術に及ぶ学問
を探求する総合大学として筑波研究学園都市に開学しました。開学から
40余年の新しい大学ですが、そのルーツは、1872（明治5）年に日本で最
初に設立された高等教育機関である師範学校までさかのぼります。日本
の近代化の礎となる教育を支えた師範学校からの伝統に甘んじることな
く、筑波大学は、この筑波の地で新しい「改革」と「挑戦」に挑み続けています。

大学と筑波研究学園都市
筑波大学がある筑波研究学園都市は、我が国最大の最先端研究開発拠点
です。国立の研究機関の約3割にあたる30以上の研究機関が集積し、約
2万人の研究者が研究活動を行っています。筑波大学はその中核的な役
割を担っており、イノベーションを生み出す新たな産学連携拠点の創造
を目指しています。

開かれた大学
筑波大学は未来を構想し、その実現に挑むフロントランナーです。筑波
大学は開かれた大学、学際融合・国際化への挑戦を建学の理念とする、
未来構想大学と自らを位置づけます。文系・理系から体育、芸術に及ぶ
学問を探求し、グローバルリーダーの育成を目指す、真の意味での総合
大学＝university です。最先端研究拠点の TSUKUBA の中核として、人
類が共存共栄する世界の実現に向かって行動します。

国際交流
筑波大学は、110を超える国・地域から留学生を受け入れています。2020
年5月時点では計2,251名の留学生を受け入れています。英語のみで学
位が取得できる多くのプログラムを提供する一方、レベルに合わせたき
め細やかな日本語教育が受けられることも特徴です。また、国際交流協
定校は386校にもおよび、国別ではアメリカが最も多く、中国、ドイツ
の順に多くの学生を派遣しています。派遣学生の比率は学群生が約4割・
大学院生が約6割となっています。

―― ご採用担当者様へ ――
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学術院・研究群（大学院課程） 学群・学類（学士課程）

※詳しい内容は、筑波大学ホームページをご覧ください。　

人文・文化学群は、基礎的な分野の教育を担う人文学類、学際的視点を重視した教育を行う比較文化学類、国際社会の中で日本語及び日本文化の発信を目指す日本語・日本文
化学類という、各々独自の特色を持つ3つの学類から構成され、人文系及び文化系の教育の総合的な発展を目指す、他大学にはないユニークな教育組織です。人文系と文化系の
学問の豊かな知見と確かな成果を基に、更にはグローバル化する世界も視野に入れながら、多様で質の高い教育を実現し、優れたコミュニケーション能力を持ち、先見性・創造
性・独創性に富み、国際的にも活躍できる、卓越した人材を育成することを目標にしています。
　▶学類：人文学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類

人文・文化学群

社会・国際学群は、社会科学分野の総合的な専門教育を担う社会学類と、社会科学を中心により発展的・応用的な学融合教育を担う国際総合学類から構成されます。社会学
類では、社会学・法学・政治学・経済学の一つを重点的に学習しつつ、関連領域を自由に選択することで、専門性を磨き、総合的な視野を養います。国際総合学類では、国際政
治・国際法、経済学、文化・社会開発に加え、情報・環境学についても学び、英語によるコミュニケーション能力及び高度な情報処理能力を備えた国際人育成のための教育を
行います。
　▶学類：社会学類、国際総合学類

社会・国際学群

人間学群の教育の特徴は、構成する3つの学類間の垣根をできるだけ低くしていることです。具体的には、学群共通科目（コアカリキュラム）を充実させ、3学類の基幹授業（教育
学・心理学・障害科学）を全ての学群生が履修できるようにしています。さらに、所属学類以外の2学類の専門についても学習できるよう、学類間での授業履修への理解が図ら
れています。また、タイ国での日本語教育実習など、国際的な視点を実地に学べるのも特色の一つといえるでしょう。
　▶学類：教育学類、心理学類、障害科学類

人間学群

生命環境学群は、今世紀に入り社会的にも大きな注目を集めている「生命と環境」を共通キーワードとする「生物学類」「生物資源学類」「地球学類」の3学類から構成されており、
組織構成員、教育研究分野とも大学院（生命環境科学研究科）ともほぼ同一です。本学群の教育目標は、問題発見・解決型能力を身につけ豊かな人間性を育くむことにより、わ
が国の生命環境科学分野の中心的な担い手となる人材、国際的視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成することです。
　▶学類：生物学類、生物資源学類、地球学類

生命環境学群

理工学群は、理学と工学の主幹となる学問分野とともに学際的な分野も取り入れ、数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類の6学類を置いてい
ます。理学と工学の領域において、持続可能な社会に必要とされる幅広い教養、理論的かつ柔軟な思考力、実践的技能、基礎から応用に至る確かな専門性を身に付けさせる教育
を目指します。また、知的創造、問題発見・解決の能力を有する広い視野と豊かな人間性をもつ人材の育成を指向します。
　
▶学類：数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類、総合理工学位プログラム

理工学群

今後の情報化社会において、技術立国を標榜する我が国の情報基盤を支える優れた人材の育成は重要な課題です。情報学群では情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・
図書館学類の3学類をおき、知識と情報の記録、蓄積、共有、加工、利用といった諸活動に関わる様々な情報技術とその原理となる科学とともに、情報技術によって支えられる人
間の知的活動とその社会的・文化的基盤を十分に教育し、21世紀の情報社会の創造を担う人材を育成します。
　
▶学類：情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類

情報学群

医学類、看護学類、医療科学類の3学類があります。何れの学類でも医療職を目指して、それぞれの国家資格（医師、看護師、各種の医療検査技師など）を取得すべく勉学に励みま
す。これまで高い合格率を誇っています。医療や医学研究にあっては考え方が日々変化し、知識量も急激に増大しています。「自分で問題を考え、解決する」力と方法を習得し
て、医療現場で適切に諸問題を解決する能力を養うことを目標にしています。
　▶学類：医学類、看護学類、医療科学類

医学群

体育専門学群では、体育・スポーツ・健康に関する最新の科学的研究成果を活かしながら、指導者の養成を目指しています。指導者には優れた運動能力と幅広い運動経験を持
ち、かつ保健体育に関する総合的知識を備えた、指導力と活力に富む豊かな人間性が求められます。そのため、本学群の教育課程では、学生が各種運動の実技と方法論を基礎に
しながら、39ある卒業研究領域の中から特徴的に配列された教育課程を選ぶことができるようになっています。さらには、大学院との関連も考慮し、その運用には格別の配慮
が払われています。
　▶主専攻：体育・スポーツ学、コーチング学、健康体力学

体育専門学群

芸術専門学群は、毎年2月に茨城県つくば美術館でその年度の卒業生全員による卒業制作展を開催します。広い視野と確かな基礎学力を持ち、柔軟な発想力と表現力を備えた
美術・デザインに関する専門家の育成という本学群の教育目標は、それぞれの学生の4年間の学習成果となって卒業制作展に結実します。本学群では卒業研究として、芸術学
には論文を、美術・構成・デザインには作品と論文を課しており、その成果は更に15のコース・領域に分けられるという多種多彩な様相を呈しています。優秀作品等は筑波大
学芸術賞や茗渓会賞として顕彰され、一部が大学に収蔵されます。卒業生は、美術・デザイン界で活躍する多くの同窓と同様に世界に向けて飛躍することが期待されます。
　▶主専攻：芸術学、美術、構成、デザイン

芸術専門学群

学群は、専門領域を中心としていくつかの学問分野を総合した形で構成され、学生は学
類に所属します。体育・芸術には、一貫教育を行う専門学群を設置しています。

大学院には修士課程、博士課程及び専門職学位課程を設置しています。

☆各拠点（筑波大学・鹿屋体育大学・日本スポーツ振興センター）ごとに遠隔講義システムによる専攻を示す。
※大学体育スポーツ高度化共同専攻については、日本スポーツ振興センターを除く。



秋葉原～つくば間(快速45分)
→「つくば駅」から路線バス「つくばセンター」6番乗り場
→「筑波大学循環 右廻り・大学中央行」(約15分)→「第一エリア前」下車、徒歩5分
→「筑波大学循環 左廻り」(約20分)→「大学公園」下車、徒歩5分

１   つくばエクスプレスより

ひたち野うしく駅東口・土浦駅西口・荒川沖駅西口から路線バス「筑波大学中央行」
(約40分) →「第一エリア前」下車、徒歩5分

２   JR常磐線より

「中央口案内センター」または「松見口案内センター」へ
お越しください。
入構受付後、駐車証を発行します。

（受付時間　8：30 ～ 17：00）

４   お車でお越しの場合

３   東京駅より
東京駅八重洲南口から高速バス「筑波大学行」(約65分)
→「大学会館」下車、徒歩10分
　※つくばセンターにて下車される場合は、1をご参照ください。
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企業・団体担当窓口　　☎029-853-6091
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代表メールアドレス　　syushokuka@un.tsukuba.ac.jp
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大学の沿革
筑波大学は、1973（昭和48）年に文系・理系から体育、芸術に及ぶ学問
を探求する総合大学として筑波研究学園都市に開学しました。開学から
40余年の新しい大学ですが、そのルーツは、1872（明治5）年に日本で最
初に設立された高等教育機関である師範学校までさかのぼります。日本
の近代化の礎となる教育を支えた師範学校からの伝統に甘んじることな
く、筑波大学は、この筑波の地で新しい「改革」と「挑戦」に挑み続けています。

大学と筑波研究学園都市
筑波大学がある筑波研究学園都市は、我が国最大の最先端研究開発拠点
です。国立の研究機関の約3割にあたる30以上の研究機関が集積し、約
2万人の研究者が研究活動を行っています。筑波大学はその中核的な役
割を担っており、イノベーションを生み出す新たな産学連携拠点の創造
を目指しています。

開かれた大学
筑波大学は未来を構想し、その実現に挑むフロントランナーです。筑波
大学は開かれた大学、学際融合・国際化への挑戦を建学の理念とする、
未来構想大学と自らを位置づけます。文系・理系から体育、芸術に及ぶ
学問を探求し、グローバルリーダーの育成を目指す、真の意味での総合
大学＝university です。最先端研究拠点の TSUKUBA の中核として、人
類が共存共栄する世界の実現に向かって行動します。

国際交流
筑波大学は、110を超える国・地域から留学生を受け入れています。2020
年5月時点では計2,251名の留学生を受け入れています。英語のみで学
位が取得できる多くのプログラムを提供する一方、レベルに合わせたき
め細やかな日本語教育が受けられることも特徴です。また、国際交流協
定校は386校にもおよび、国別ではアメリカが最も多く、中国、ドイツ
の順に多くの学生を派遣しています。派遣学生の比率は学群生が約4割・
大学院生が約6割となっています。

―― ご採用担当者様へ ――
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学術院・研究群（大学院課程） 学群・学類（学士課程）

※詳しい内容は、筑波大学ホームページをご覧ください。　

人文・文化学群は、基礎的な分野の教育を担う人文学類、学際的視点を重視した教育を行う比較文化学類、国際社会の中で日本語及び日本文化の発信を目指す日本語・日本文
化学類という、各々独自の特色を持つ3つの学類から構成され、人文系及び文化系の教育の総合的な発展を目指す、他大学にはないユニークな教育組織です。人文系と文化系の
学問の豊かな知見と確かな成果を基に、更にはグローバル化する世界も視野に入れながら、多様で質の高い教育を実現し、優れたコミュニケーション能力を持ち、先見性・創造
性・独創性に富み、国際的にも活躍できる、卓越した人材を育成することを目標にしています。
　▶学類：人文学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類

人文・文化学群

社会・国際学群は、社会科学分野の総合的な専門教育を担う社会学類と、社会科学を中心により発展的・応用的な学融合教育を担う国際総合学類から構成されます。社会学
類では、社会学・法学・政治学・経済学の一つを重点的に学習しつつ、関連領域を自由に選択することで、専門性を磨き、総合的な視野を養います。国際総合学類では、国際政
治・国際法、経済学、文化・社会開発に加え、情報・環境学についても学び、英語によるコミュニケーション能力及び高度な情報処理能力を備えた国際人育成のための教育を
行います。
　▶学類：社会学類、国際総合学類

社会・国際学群

人間学群の教育の特徴は、構成する3つの学類間の垣根をできるだけ低くしていることです。具体的には、学群共通科目（コアカリキュラム）を充実させ、3学類の基幹授業（教育
学・心理学・障害科学）を全ての学群生が履修できるようにしています。さらに、所属学類以外の2学類の専門についても学習できるよう、学類間での授業履修への理解が図ら
れています。また、タイ国での日本語教育実習など、国際的な視点を実地に学べるのも特色の一つといえるでしょう。
　▶学類：教育学類、心理学類、障害科学類

人間学群

生命環境学群は、今世紀に入り社会的にも大きな注目を集めている「生命と環境」を共通キーワードとする「生物学類」「生物資源学類」「地球学類」の3学類から構成されており、
組織構成員、教育研究分野とも大学院（生命環境科学研究科）ともほぼ同一です。本学群の教育目標は、問題発見・解決型能力を身につけ豊かな人間性を育くむことにより、わ
が国の生命環境科学分野の中心的な担い手となる人材、国際的視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成することです。
　▶学類：生物学類、生物資源学類、地球学類

生命環境学群

理工学群は、理学と工学の主幹となる学問分野とともに学際的な分野も取り入れ、数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類の6学類を置いてい
ます。理学と工学の領域において、持続可能な社会に必要とされる幅広い教養、理論的かつ柔軟な思考力、実践的技能、基礎から応用に至る確かな専門性を身に付けさせる教育
を目指します。また、知的創造、問題発見・解決の能力を有する広い視野と豊かな人間性をもつ人材の育成を指向します。
　
▶学類：数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類、総合理工学位プログラム

理工学群

今後の情報化社会において、技術立国を標榜する我が国の情報基盤を支える優れた人材の育成は重要な課題です。情報学群では情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・
図書館学類の3学類をおき、知識と情報の記録、蓄積、共有、加工、利用といった諸活動に関わる様々な情報技術とその原理となる科学とともに、情報技術によって支えられる人
間の知的活動とその社会的・文化的基盤を十分に教育し、21世紀の情報社会の創造を担う人材を育成します。
　
▶学類：情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類

情報学群

医学類、看護学類、医療科学類の3学類があります。何れの学類でも医療職を目指して、それぞれの国家資格（医師、看護師、各種の医療検査技師など）を取得すべく勉学に励みま
す。これまで高い合格率を誇っています。医療や医学研究にあっては考え方が日々変化し、知識量も急激に増大しています。「自分で問題を考え、解決する」力と方法を習得し
て、医療現場で適切に諸問題を解決する能力を養うことを目標にしています。
　▶学類：医学類、看護学類、医療科学類

医学群

体育専門学群では、体育・スポーツ・健康に関する最新の科学的研究成果を活かしながら、指導者の養成を目指しています。指導者には優れた運動能力と幅広い運動経験を持
ち、かつ保健体育に関する総合的知識を備えた、指導力と活力に富む豊かな人間性が求められます。そのため、本学群の教育課程では、学生が各種運動の実技と方法論を基礎に
しながら、39ある卒業研究領域の中から特徴的に配列された教育課程を選ぶことができるようになっています。さらには、大学院との関連も考慮し、その運用には格別の配慮
が払われています。
　▶主専攻：体育・スポーツ学、コーチング学、健康体力学

体育専門学群

芸術専門学群は、毎年2月に茨城県つくば美術館でその年度の卒業生全員による卒業制作展を開催します。広い視野と確かな基礎学力を持ち、柔軟な発想力と表現力を備えた
美術・デザインに関する専門家の育成という本学群の教育目標は、それぞれの学生の4年間の学習成果となって卒業制作展に結実します。本学群では卒業研究として、芸術学
には論文を、美術・構成・デザインには作品と論文を課しており、その成果は更に15のコース・領域に分けられるという多種多彩な様相を呈しています。優秀作品等は筑波大
学芸術賞や茗渓会賞として顕彰され、一部が大学に収蔵されます。卒業生は、美術・デザイン界で活躍する多くの同窓と同様に世界に向けて飛躍することが期待されます。
　▶主専攻：芸術学、美術、構成、デザイン

芸術専門学群

学群は、専門領域を中心としていくつかの学問分野を総合した形で構成され、学生は学
類に所属します。体育・芸術には、一貫教育を行う専門学群を設置しています。

大学院には修士課程、博士課程及び専門職学位課程を設置しています。

☆各拠点（筑波大学・鹿屋体育大学・日本スポーツ振興センター）ごとに遠隔講義システムによる専攻を示す。
※大学体育スポーツ高度化共同専攻については、日本スポーツ振興センターを除く。



秋葉原～つくば間(快速45分)
→「つくば駅」から路線バス「つくばセンター」6番乗り場
→「筑波大学循環 右廻り・大学中央行」(約15分)→「第一エリア前」下車、徒歩5分
→「筑波大学循環 左廻り」(約20分)→「大学公園」下車、徒歩5分

１   つくばエクスプレスより

ひたち野うしく駅東口・土浦駅西口・荒川沖駅西口から路線バス「筑波大学中央行」
(約40分) →「第一エリア前」下車、徒歩5分

２   JR常磐線より

「中央口案内センター」または「松見口案内センター」へ
お越しください。
入構受付後、駐車証を発行します。

（受付時間　8：30 ～ 17：00）

４   お車でお越しの場合

３   東京駅より
東京駅八重洲南口から高速バス「筑波大学行」(約65分)
→「大学会館」下車、徒歩10分
　※つくばセンターにて下車される場合は、1をご参照ください。
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筑波大学学生部就職課へのアクセス

〇お問い合わせ〇
就職課へのお問い合わせは、メールまたはお電話で受け付けております。
ご訪問いただける場合は、お手数ですが事前にご確認の上、筑波大学学生部就職課

（第一エリア D棟 スチューデントプラザ2階）までお越しください。
受付時間　平日8：30 ～ 17：15（昼休み12：15 ～ 13：15）
企業・団体担当窓口　　☎029-853-6091
教員・公務員担当窓口　☎029-853-2249
代表メールアドレス　　syushokuka@un.tsukuba.ac.jp
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大学の沿革
筑波大学は、1973（昭和48）年に文系・理系から体育、芸術に及ぶ学問
を探求する総合大学として筑波研究学園都市に開学しました。開学から
40余年の新しい大学ですが、そのルーツは、1872（明治5）年に日本で最
初に設立された高等教育機関である師範学校までさかのぼります。日本
の近代化の礎となる教育を支えた師範学校からの伝統に甘んじることな
く、筑波大学は、この筑波の地で新しい「改革」と「挑戦」に挑み続けています。

大学と筑波研究学園都市
筑波大学がある筑波研究学園都市は、我が国最大の最先端研究開発拠点
です。国立の研究機関の約3割にあたる30以上の研究機関が集積し、約
2万人の研究者が研究活動を行っています。筑波大学はその中核的な役
割を担っており、イノベーションを生み出す新たな産学連携拠点の創造
を目指しています。

開かれた大学
筑波大学は未来を構想し、その実現に挑むフロントランナーです。筑波
大学は開かれた大学、学際融合・国際化への挑戦を建学の理念とする、
未来構想大学と自らを位置づけます。文系・理系から体育、芸術に及ぶ
学問を探求し、グローバルリーダーの育成を目指す、真の意味での総合
大学＝university です。最先端研究拠点の TSUKUBA の中核として、人
類が共存共栄する世界の実現に向かって行動します。

国際交流
筑波大学は、110を超える国・地域から留学生を受け入れています。2020
年5月時点では計2,251名の留学生を受け入れています。英語のみで学
位が取得できる多くのプログラムを提供する一方、レベルに合わせたき
め細やかな日本語教育が受けられることも特徴です。また、国際交流協
定校は386校にもおよび、国別ではアメリカが最も多く、中国、ドイツ
の順に多くの学生を派遣しています。派遣学生の比率は学群生が約4割・
大学院生が約6割となっています。

―― ご採用担当者様へ ――
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学術院・研究群（大学院課程） 学群・学類（学士課程）

※詳しい内容は、筑波大学ホームページをご覧ください。　

人文・文化学群は、基礎的な分野の教育を担う人文学類、学際的視点を重視した教育を行う比較文化学類、国際社会の中で日本語及び日本文化の発信を目指す日本語・日本文
化学類という、各々独自の特色を持つ3つの学類から構成され、人文系及び文化系の教育の総合的な発展を目指す、他大学にはないユニークな教育組織です。人文系と文化系の
学問の豊かな知見と確かな成果を基に、更にはグローバル化する世界も視野に入れながら、多様で質の高い教育を実現し、優れたコミュニケーション能力を持ち、先見性・創造
性・独創性に富み、国際的にも活躍できる、卓越した人材を育成することを目標にしています。
　▶学類：人文学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類

人文・文化学群

社会・国際学群は、社会科学分野の総合的な専門教育を担う社会学類と、社会科学を中心により発展的・応用的な学融合教育を担う国際総合学類から構成されます。社会学
類では、社会学・法学・政治学・経済学の一つを重点的に学習しつつ、関連領域を自由に選択することで、専門性を磨き、総合的な視野を養います。国際総合学類では、国際政
治・国際法、経済学、文化・社会開発に加え、情報・環境学についても学び、英語によるコミュニケーション能力及び高度な情報処理能力を備えた国際人育成のための教育を
行います。
　▶学類：社会学類、国際総合学類

社会・国際学群

人間学群の教育の特徴は、構成する3つの学類間の垣根をできるだけ低くしていることです。具体的には、学群共通科目（コアカリキュラム）を充実させ、3学類の基幹授業（教育
学・心理学・障害科学）を全ての学群生が履修できるようにしています。さらに、所属学類以外の2学類の専門についても学習できるよう、学類間での授業履修への理解が図ら
れています。また、タイ国での日本語教育実習など、国際的な視点を実地に学べるのも特色の一つといえるでしょう。
　▶学類：教育学類、心理学類、障害科学類

人間学群

生命環境学群は、今世紀に入り社会的にも大きな注目を集めている「生命と環境」を共通キーワードとする「生物学類」「生物資源学類」「地球学類」の3学類から構成されており、
組織構成員、教育研究分野とも大学院（生命環境科学研究科）ともほぼ同一です。本学群の教育目標は、問題発見・解決型能力を身につけ豊かな人間性を育くむことにより、わ
が国の生命環境科学分野の中心的な担い手となる人材、国際的視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成することです。
　▶学類：生物学類、生物資源学類、地球学類

生命環境学群

理工学群は、理学と工学の主幹となる学問分野とともに学際的な分野も取り入れ、数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類の6学類を置いてい
ます。理学と工学の領域において、持続可能な社会に必要とされる幅広い教養、理論的かつ柔軟な思考力、実践的技能、基礎から応用に至る確かな専門性を身に付けさせる教育
を目指します。また、知的創造、問題発見・解決の能力を有する広い視野と豊かな人間性をもつ人材の育成を指向します。
　
▶学類：数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類、総合理工学位プログラム

理工学群

今後の情報化社会において、技術立国を標榜する我が国の情報基盤を支える優れた人材の育成は重要な課題です。情報学群では情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・
図書館学類の3学類をおき、知識と情報の記録、蓄積、共有、加工、利用といった諸活動に関わる様々な情報技術とその原理となる科学とともに、情報技術によって支えられる人
間の知的活動とその社会的・文化的基盤を十分に教育し、21世紀の情報社会の創造を担う人材を育成します。
　
▶学類：情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類

情報学群

医学類、看護学類、医療科学類の3学類があります。何れの学類でも医療職を目指して、それぞれの国家資格（医師、看護師、各種の医療検査技師など）を取得すべく勉学に励みま
す。これまで高い合格率を誇っています。医療や医学研究にあっては考え方が日々変化し、知識量も急激に増大しています。「自分で問題を考え、解決する」力と方法を習得し
て、医療現場で適切に諸問題を解決する能力を養うことを目標にしています。
　▶学類：医学類、看護学類、医療科学類

医学群

体育専門学群では、体育・スポーツ・健康に関する最新の科学的研究成果を活かしながら、指導者の養成を目指しています。指導者には優れた運動能力と幅広い運動経験を持
ち、かつ保健体育に関する総合的知識を備えた、指導力と活力に富む豊かな人間性が求められます。そのため、本学群の教育課程では、学生が各種運動の実技と方法論を基礎に
しながら、39ある卒業研究領域の中から特徴的に配列された教育課程を選ぶことができるようになっています。さらには、大学院との関連も考慮し、その運用には格別の配慮
が払われています。
　▶主専攻：体育・スポーツ学、コーチング学、健康体力学

体育専門学群

芸術専門学群は、毎年2月に茨城県つくば美術館でその年度の卒業生全員による卒業制作展を開催します。広い視野と確かな基礎学力を持ち、柔軟な発想力と表現力を備えた
美術・デザインに関する専門家の育成という本学群の教育目標は、それぞれの学生の4年間の学習成果となって卒業制作展に結実します。本学群では卒業研究として、芸術学
には論文を、美術・構成・デザインには作品と論文を課しており、その成果は更に15のコース・領域に分けられるという多種多彩な様相を呈しています。優秀作品等は筑波大
学芸術賞や茗渓会賞として顕彰され、一部が大学に収蔵されます。卒業生は、美術・デザイン界で活躍する多くの同窓と同様に世界に向けて飛躍することが期待されます。
　▶主専攻：芸術学、美術、構成、デザイン

芸術専門学群

学群は、専門領域を中心としていくつかの学問分野を総合した形で構成され、学生は学
類に所属します。体育・芸術には、一貫教育を行う専門学群を設置しています。

大学院には修士課程、博士課程及び専門職学位課程を設置しています。

☆各拠点（筑波大学・鹿屋体育大学・日本スポーツ振興センター）ごとに遠隔講義システムによる専攻を示す。
※大学体育スポーツ高度化共同専攻については、日本スポーツ振興センターを除く。

新組織（2020年4月～）

旧組織（研究科・専攻に学生が在学する間は新組織と併存）

■教育研究科 専攻▶スクールリーダーシップ開発、教科教育、教育学（国際教育）修士プログラム
■人文社会科学研究科 専攻▶哲学・思想、歴史・人類学、文芸・言語、現代語・現代文化、国際公共政策、国際地域研究、国際日本研究
■ビジネス科学研究科 専攻▶経営システム科学、企業法学、企業科学、法曹、国際経営プロフェッショナル
■数理物質科学研究科 専攻▶数学、物理学、化学、電子・物理工学、物性・分子工学、ナノサイエンス・ナノテクノロジー、物質・材料工学
■システム情報工学研究科 専攻▶社会工学、リスク工学、コンピュータサイエンス、知能機能システム、構造エネルギー工学
■生命環境科学研究科 専攻▶環境バイオマス共生学、地球科学、生物科学、生物資源科学、環境科学、地球環境科学、地球進化科学、国際地縁技術開発科学、
生物圏資源科学、生物機能科学、生命産業科学、持続環境学、先端農業技術科学、国際連携持続環境科学、山岳科学学位プログラム

■人間総合科学研究科 専攻▶フロンティア医科学、教育学、心理、世界遺産、障害科学、体育学、感性認知脳科学、看護科学、芸術、教育基礎学、学校教育学、
心理学、体育科学、世界文化遺産学、ヒューマン・ケア科学、スポーツ医学、コーチング学、生命システム医学、疾患制御医学、国際連携食料健康科学、スポー
ツ健康システム・マネジメント、スポーツウェルネス学位プログラム、生涯発達、生涯発達科学、大学体育スポーツ高度化共同☆、スポーツ国際開発学共同☆

■図書館情報メディア研究科 専攻▶図書館情報メディア
■グローバル教育院 プログラム▶ヒューマンバイオロジー学位プログラム、エンパワーメント情報学プログラム、ライフイノベーション学位プログラム、ヒュー
マニクス学位プログラム、地球規模課題学位プログラム（学士）

人文社会ビジネス科学学術院
ビジネス科学，人文学，社会科学に関する多面的かつ高度な教育研究を通じて，人間の価値や人と社会のあり方を時間軸，空間軸を交差させて総合的に探究す
ることによって，新たな知を創造し具現化できる研究者，大学教員，高度専門職業人を養成します。

	 人文社会科学研究群	 学位プログラム▶人文学、国際公共政策、国際日本研究

	 ビジネス科学研究群	 学位プログラム▶法学、経営学

	 法曹専攻	
	 国際経営プロフェッショナル専攻	

理工情報生命学術院
総合科学技術を支える理学・工学・農学の基礎と応用，システム・情報・社会が融合・複合する学際新領域において，人間を取り巻く複雑で困難な問題を発見・
解決できる独創的かつ行動的な研究者，大学教員，高度専門職業人を養成します。

	 数理物質科学研究群	 学位プログラム▶数学、物理学、化学、応用理工学、国際マテリアルズイノベーション

	 システム情報工学研究群	 学位プログラム▶社会工学、サービス工学、リスク・レジリエンス工学、情報理工、知能機能システム、構造エネ
ルギー工学、エンパワーメント情報学、ライフイノベーション（生物情報）

	 生命地球科学研究群	 学位プログラム▶生物学、生物資源科学、農学、生命農学、生命産業科学、地球科学、環境科学、環境学、山岳科学、
ライフイノベーション（食料革新、環境制御、生体分子材料）

	 国際連携持続環境科学専攻	

人間総合科学学術院
人間の心身及び諸活動に関する基礎から応用までの豊富かつ高度な教育研究を通して、固有の学問領域において高度でグローバルな視点に基づいた研究を計画
実行でき、人間に関する幅広い知識をもち優れた学際的な学術研究や国際的かつ学際的な教育研究環境を背景に異分野の先端的な融合が図れる優れた学術研究
を計画実行できる研究者と大学教員、及び複合的な視点から人間を捉え、柔軟かつ適切な援助・支援を研究・設計して社会的ニーズに対応できる高度専門職業
人を養成します。

	 人間総合科学研究群	 学位プログラム▶教育学、心理学、障害科学、カウンセリング、カウンセリング科学、リハビリテーション科学、
フロンティア医科学、公衆衛生学、ヒューマン・ケア科学、パブリックヘルス、ニューロサイエンス、スポーツ医学、看護科学、体育学、体育科学、スポーツ・
オリンピック学、コーチング学、スポーツウエルネス学、芸術学、デザイン学、世界遺産学、情報学、ライフイノベーション（病態機構、創薬開発）、医学、ヒュー
マンバイオロジー

	 スポーツ国際開発学共同専攻	
	 大学体育スポーツ高度化共同専攻	
	 国際連携食料健康科学専攻	

グローバル教育院

	 グローバル教育院	 学位プログラム▶ヒューマニクス



在籍者数（令和2年5月1日現在）
学群3年次在籍者数

学群・学類 在籍者数（人）

人文・文化学群
人文学類 127 （52） 〈0〉
比較文化学類 86 （60） 〈1〉
日本語・日本文化学類 42 （32） 〈3〉

社会・国際学群
社会学類 100 （46） 〈10〉
国際総合学類 93 （58） 〈11〉

人間学群
教育学類 38 （17） 〈1〉
心理学類 52 （32） 〈2〉
障害科学類 40 （25） 〈1〉

生命環境学群
生物学類 98 （49） 〈14〉
生物資源学類 150 （81） 〈20〉
地球学類 55 （17） 〈3〉

理工学群

数学類 41 （3） 〈0〉
物理学類 62 （11） 〈0〉
化学類 51 （18） 〈0〉
応用理工学類 133 （16） 〈3〉
工学システム学類 142 （16） 〈4〉
社会工学類 126 （39） 〈1〉
総合理工学位プログラム 0 （0） 〈0〉

情報学群
情報科学類 95 （3） 〈2〉
情報メディア創成学類 66 （6） 〈1〉
知識情報・図書館学類 113 （63） 〈2〉

医学群
医学類 142 （55） 〈0〉（ 注1）

5年次

看護学類 84 （79） 〈2〉
医療科学類 37 （27） 〈0〉

体育専門学群 246 （68） 〈0〉
芸術専門学群 108 （88） 〈6〉
グローバル教育院（地球規模課題学位プログラム） 6 （3） 〈6〉

合　　　計 2,333 （964） 〈93〉

出身都道府県別Ｕターン状況（令和2年3月卒業・修了生）
学群・学類／修士

出身地 当該地出身 
卒業者数（人）

就職者数
（人）

出身地への
就職者数（人）

Ｕターン率
（%）

北 海 道 39／24 21／20 3／2 7.7／8.3
青 森 県 26／6 17／1 3／1 11.5／16.7
岩 手 県 19／15 10／8 3／0 15.8／0.0
宮 城 県 27／20 15／16 4／2 14.8／10.0
秋 田 県 13／16 8／9 0／1 0.0／6.3
山 形 県 17／16 10／13 2／1 11.8／6.3
福 島 県 30／18 18／13 3／2 10.0／11.1
茨 城 県 297／170 139／136 54／35 18.2／20.6
栃 木 県 45／44 18／40 6／4 13.3／9.1
群 馬 県 56／40 29／33 10／4 17.9／10.0
埼 玉 県 145／116 48／90 5／9 3.4／7.8
千 葉 県 161／91 62／73 10／7 6.2／7.7
東 京 都 270／217 124／131 99／78 36.7／35.9
神奈川県 122／81 53／53 8／9 6.6／11.1
新 潟 県 57／29 29／24 8／0 14.0／0.0
富 山 県 35／16 19／15 1／1 2.9／6.3
石 川 県 27／13 20／12 4／1 14.8／7.7
福 井 県 15／5 9／3 1／0 6.7／0.0
山 梨 県 24／16 4／14 0／0 0.0／0.0
長 野 県 56／38 32／34 8／2 14.3／5.3
岐 阜 県 15／14 8／9 0／0 0.0／0.0
静 岡 県 61／40 32／29 10／7 16.4／17.5
愛 知 県 72／39 38／30 9／4 12.5／10.3
三 重 県 28／13 14／11 1／3 3.6／23.1
滋 賀 県 14／4 5／2 0／0 0.0／0.0
京 都 府 17／21 6／11 0／0 0.0／0.0
大 阪 府 59／29 35／17 3／2 5.1／6.9
兵 庫 県 52／28 22／20 3／1 5.8／3.6
奈 良 県 11／12 4／4 0／0 0.0／0.0
和歌山県 9／6 5／5 0／1 0.0／16.7
鳥 取 県 8／4 4／3 1／0 12.5／0.0
島 根 県 6／11 1／6 0／1 0.0／9.1
岡 山 県 32／16 18／13 3／1 9.4／6.3
広 島 県 25／10 8／8 1／0 4.0／0.0
山 口 県 24／10 10／9 1／0 4.2／0.0
徳 島 県 10／7 4／5 1／1 10.0／14.3
香 川 県 18 ／13 9 ／8 2 ／1 11.1 ／7.7
愛 媛 県 20 ／14 9 ／8 0 ／1 0.0 ／7.1
高 知 県 9 ／2 4 ／2 0 ／0 0.0 ／0.0
福 岡 県 43 ／33 19 ／24 6 ／0 14.0 ／0.0
佐 賀 県 13 ／3 6 ／3 1 ／1 7.7 ／33.3
長 崎 県 21 ／14 13 ／10 3 ／0 14.3 ／0.0
熊 本 県 20 ／11 12 ／8 0 ／0 0.0 ／0.0
大 分 県 11 ／4 5 ／4 0 ／0 0.0 ／0.0
宮 崎 県 20 ／8 10 ／6 1 ／1 5.0 ／12.5
鹿児島県 24 ／14 10 ／9 1 ／0 4.2 ／0.0
沖 縄 県 25 ／7 10 ／4 3 ／1 12.0 ／14.3
海 外 92 ／427 12 ／158 1 ／31 1.1 ／7.3
合 計 2240 ／1805 1018 ／1164 283 ／216 12.6 ／12.0

修士課程・博士課程（前期）1年次在籍者数
研究群・専攻 在籍者数（人）

人文社会科学研究群 111 （68） 〈63〉
ビジネス科学研究群 56 （13） 〈1〉
数理物質科学研究群 284 （46） 〈40〉
システム情報工学研究群 502 （91）〈114〉
生命地球科学研究群 303 （137） 〈73〉
国際連携持続環境科学専攻 1 （0） 〈0〉
人間総合科学研究群 585 （274）〈113〉
スポーツ国際開発学共同専攻 5 （3） 〈1〉

合　　　計 1,847 （632）〈405〉

専門職学位課程1年次在籍者数
専攻 在籍者数（人）

法曹専攻 39 （11） 〈0〉（注2）
2年次

国際経営プロフェッショナル専攻 29 （9） 〈2〉
合　　　計 68 （20） 〈2〉

一貫制博士課程4年次・博士課程（後期）２年次在籍者数
研究科 在籍者数（人）

人文社会科学研究科 52 （25） 〈21〉
ビジネス科学研究科 20 （5） 〈0〉
数理物質科学研究科 75 （16） 〈35〉
システム情報工学研究科 72 （13） 〈31〉
生命環境科学研究科 98 （31） 〈49〉
人間総合科学研究科 207 （91） 〈26〉（注3）

医学は3年次

図書館情報メディア研究科 8 （4） 〈2〉
グローバル教育院 22 （9） 〈9〉

合　　　計 554 （194）〈173〉

※（　）内は女子を内数で、〈　〉内は外国人留学生を内数で示す。

注1　6年生課程のため、5年次在籍者数を計上。
注2　3年制課程のため、2年次在籍者数を計上。（旧組織と新組織の在籍者数を計上）
注3　医学を履修する課程は3年次在籍者数を計上。

筑波大学データ （就職関連）U
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令和元年度卒業・修了予定者の進路状況（令和2年5月1日現在）
学群・学類

学群・学類 卒業者 進学者 就職者
就職者の内訳

その他
企業 教員 公務員・独法等 研修医

人文・文化学群
人文学類 107 （60） 17 （6） 79 （48） 62 （38） 3 14 （10） 11 （6）
比較文化学類 92 （61） 11 （6） 67 （50） 54 （39） 2 （2） 11 （9） 14 （5）
日本語・日本文化学類 42 （33） 5 （5） 36 （28） 29 （23） 4 （3） 3 （2） 1

社会・国際学群
社会学類 108 （38） 14 （4） 88 （31） 77 （26） 11 （5） 6 （3）
国際総合学類 95 （48） 17 （8） 68 （37） 61 （32） 7 （5） 10 （3）

人間学群
教育学類 32 （16） 9 （3） 19 （12） 10 （7） 6 （4） 3 （1） 4 （1）
心理学類 46 （27） 14 （8） 28 （17） 20 （10） 8 （7） 4 （2）
障害科学類 36 （21） 16 （7） 18 （14） 10 （8） 4 （4） 4 （2） 2

生命環境学群
生物学類 96 （48） 71 （34） 18 （11） 15 （9） 3 （2） 7 （3）
生物資源学類 155 （89） 101 （58） 40 （25） 31 （19） 1 （1） 8 （5） 14 （6）
地球学類 55 （17） 33 （6） 17 （9） 11 （7） 6 （2） 5 （2）

理工学群

数学類 35 （6） 21 （1） 13 （4） 7 （2） 6 （2） 1 （1）
物理学類 64 （6） 40 （2） 17 （2） 15 （1） 1 1 （1） 7 （2）
化学類 46 （15） 38 （9） 7 （6） 7 （6） 1
応用理工学類 137 （20） 116 （17） 13 （2） 12 （1） 1 （1） 8 （1）
工学システム学類 130 （15） 115 （13） 13 （2） 12 （1） 1 （1） 2
社会工学類 121 （33） 70 （13） 43 （20） 39 （18） 4 （2） 8

情報学群
情報科学類 89 （7） 66 （7） 17 17 6
情報メディア創成学類 63 （18） 39 （7） 22 （11） 21 （11） 1 2
知識情報・図書館学類 115 （73） 17 （6） 92 （64） 70 （46） 1 （1） 21 （17） 6 （3）

医学群
医学類 120 （35） 1 （1） 113 （33） 113 （33） 6 （1）
看護学類 77 （77） 7 （7） 65 （65） 52 （52） 4 （4） 9 （9） 5 （5）
医療科学類 41 （31） 21 （17） 18 （14） 17 （13） 1 （1） 2

体育専門学群 242 （73） 56 （16） 167 （51） 140 （36） 17 （10） 10 （5） 19 （6）
芸術専門学群 109 （86） 40 （33） 54 （41） 49 （36） 1 （1） 4 （4） 15 （12）

合　　計 2,253（953） 955（294） 1,132（597） 838（441） 50（32） 131（91） 113（33） 166 （62）

筑波大学データ （就職関連）

修士課程・博士前期課程

研究科 修了者 進学者 就職者
就職者の内訳

研究員 職務復帰 その他
企業 教員 公務員・独法等

教育研究科 77 （26） 4 （2） 55 （18） 9 （5） 44 （11） 2 （2） 7 （2） 11 （4）
人文社会科学研究科 97 （55） 18 （13） 40 （22） 33 （21） 3 4 （1） 19 （6） 20 （14）
ビジネス科学研究科 84 （26） 4 （2） 1 1 74 （19） 5 （5）
数理物質科学研究科 259 （42） 39 （6） 205 （31） 197 （30） 4 4 （1） 15 （5）
システム情報工学研究科 505 （83） 43 （9） 422 （57） 412 （54） 2 8 （3） 5 （1） 35 （16）
生命環境科学研究科 299 （133） 44 （13） 190 （89） 164 （76） 5 （2） 21 （11） 21 （6） 44 （25）
人間総合科学研究科 425 （235） 73 （38） 214 （117） 150 （83） 41 （18） 23 （16） 77 （44） 61 （36）
図書館情報メディア研究科 46 （16） 8 （4） 34 （10） 29 （7） 1 （1） 4 （2） 4 （2）
グローバル教育院 8 （5） 1 （1） 3 （1） 3 （1） 1 （1） 3 （2）

合　　計 1,800 （621） 234 （88） 1,164 （345） 997 （277） 100 （32） 67 （36） 204 （79） 198 （109）

博士後期課程等

研究科 修了者 進学者 就職者
就職者の内訳

研究員 職務復帰 その他
企業 教員 公務員・独法等

人文社会科学研究科 23 （12） 3 （1） 3 （1） 7 （3） 3 （2） 10 （6）
ビジネス科学研究科 26 （5） 26 （5）
数理物質科学研究科 47 （4） 16 （1） 8 3 5 （1） 12 9 （1） 10 （2）
システム情報工学研究科 48 （9） 13 （2） 6 （1） 3 4 （1） 11 （2） 21 （5） 3 
生命環境科学研究科 96 （36） 16 （4） 5 （2） 2 9 （2） 16 （5） 45 （17） 19 （10）
人間総合科学研究科 142 （68） 1 （1） 56 （24） 26 （11） 24 （9） 6 （4） 19 （10） 48 （19） 18 （14）
図書館情報メディア研究科 7 （4） 6 （4） 3 （3） 3 （1） 1 
グローバル教育院 35 （16） 24 （10） 13 （4） 11 （6） 2 2 （1） 7 （5）

合　　計 424 （154） 1 （1） 134 （46） 58 （18） 38 （13） 38 （15） 67 （20） 155 （50） 67 （37）



1）博士人材
　研究大学である本学では、専門分野の知識や経験にとどまらず、広い視野で物事を考

えることができる人間力育成のための総合知教育を推進し、アカデミックだけではなく

産業界でも幅広く活躍できる人材の育成に力を入れています。キャリア・就職支援とし

ては、博士人材と企業が交流できる場の提供や研究型インターンシップへの参加促進、

研究力向上に関するイベントの企画などを行っています。さらに、在学時から参加でき

る女性リーダーや研究者育成のための支援プログラムも実施しています。

2）外国人留学生
　本学では現在2,251名（2020年5月時点）の外国人留学生が学んでいます。日本での

就職を希望する学生も多く、外国人留学生へのキャリア・就職支援の充実に積極的に取

り組んでいます。就職課では外国人留学生支援担当の相談員を配置し、外国人留学生を

対象とした各種就職ガイダンスの企画立案をはじめ個別相談も実施しています。

3）障害のある学生
　本学では障害のある学生に対して、保健管理センター（精神科）及び学生相談室とも連携し、それぞれの役割を担いながら、

大学全体としての支援に取り組んでいます。キャリア・就職支援では、個別対応を中心に、インターンシップへの参加促進

や就職に関する情報提供、企業との交流の場の設定、障害のある卒業生ネットワークの活用などを通して、学生が自己理解

を深め、自信をもって自らの進路選択ができるような支援を行っています。

4）LGBT等
　本学では「LGBT等に関する筑波大学の基本理念と対応ガイドライン」を定める等、LGBT等のセクシュアル・マイノリティ

に関する先進的な取組を進め、LGBT等の学生からのキャリア・就職に関する個別相談の体制も整備しています。

　筑波大学では、学生部就職課とダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターが連携し、全学

的な学生へのキャリア・就職支援を積極的に展開しています。

　例えば、初年次フレッシュマン・セミナーへの出張講義やキャリアデザインに関する授業の開講、各種

就職ガイダンスやワークショップの開催、通年実施の個別相談など様々なプログラムを通じて、学生自ら

考え社会について視野を広げながら、将来に向けて具体的な準備を進めていけるよう支援しています。

　また、学群・大学院における各教育組織とも密な連携を図るために、学内に80名以上のキャリア支援担

当教員を配置し、よりきめ細かな学生へのキャリア・就職支援を目指しています。

　さらに、多様な学生への支援として、以下のような取り組みも従来にもまして積極的に行っています。

筑波大学におけるキャリア・就職支援の取り組みについて

▲�大学院共通科目
　「博士のキャリアパス」の授業風景

▲�外国人留学生のための
　「就職ガイダンス」の様子

https://syushoku.sec.tsukuba.ac.jp/career/?page_id=11729

卒業生と内定者のインタビュー集 



　就職問題懇談会は、学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や企業にとっても有意義であると考える。

このため、学生が安心して学業に専念できるよう、学修環境の確保を前提とした採用選考活動を実施いただきたく、以下の

点を要請する。

（1）就職・採用選考活動開始時期の遵守

　　以下の就職・採用選考活動日程を遵守すること。

	 ・広報活動開始　　：卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

　　・採用選考活動開始：卒業・修了年度の6月1日以降

　　・正式な内定日　　：卒業・修了年度の10月1日以降

　　	また、採用選考活動開始前の早期の段階で採用の内々定を出すことも学生の学修環境に強い影響を及ぼすこととなる

ので、実施しないこと。なお、海外留学する学生もいることから、上記日程後長期に亘って積極的に広報活動及び採用

選考活動を実施すること。また、卒業・修了後にも同様の活動を行うこと。

（2）�学生の学業への配慮

　　	企業等が学期期間中に採用選考活動を実施する場合には、当該活動が学業の妨げとならないよう、以下の点に配慮する

こと。

　　①	授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複する場合は、学生からの求めに応じ、個別的な採用選考日時の

変更など必要な対応を明示的に行うこと。また、土日祝日や平日の夕方の活用も取り入れるなど、学生の学修環境

を損なうことのないよう極力柔軟に対応すること。

　　②	大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、多様な通信手段を活用して採用選考活動を行うなど、

採用選考において不利とならないよう配慮すること。

　※詳細につきましては、下記URLでご確認ください。

　https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2021nendosotu/index.html

求人情報等について
　本学では、求人情報配信サービス【キャリタスUC】にて、学生への求人情報等の公開を行っております。求人情報・イン	
ターンシップ募集につきましては、こちらよりお寄せいただきたく、お願い申し上げます。

【キャリタスUC】下記URLからお申込みください。

https://uc.career-tasu.jp/corp/
   キャリタスUCの操作方法についてのお問い合わせ　

　【株式会社ディスコ　キャリタスUCカスタマーサポート】

 0120-551-652（フリーダイヤル）　　　E-mail　uc-corp@disc.co.jp
※フリーダイヤルがご使用になれない場合は、電話 03-6635-6488まで。
＜受付時間＞　平日 9：00～ 17：30

2021年度大学、短期大学及び高等専門学校 
卒業・修了予定者に係る就職について（一部抜粋）
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秋葉原～つくば間(快速45分)
→「つくば駅」から路線バス「つくばセンター」6番乗り場
→「筑波大学循環 右廻り・大学中央行」(約15分)→「第一エリア前」下車、徒歩5分
→「筑波大学循環 左廻り」(約20分)→「大学公園」下車、徒歩5分

１   つくばエクスプレスより

ひたち野うしく駅東口・土浦駅西口・荒川沖駅西口から路線バス「筑波大学中央行」
(約40分) →「第一エリア前」下車、徒歩5分

２   JR常磐線より

「中央口案内センター」または「松見口案内センター」へ
お越しください。
入構受付後、駐車証を発行します。

（受付時間　8：30 ～ 17：00）

４   お車でお越しの場合

３   東京駅より
東京駅八重洲南口から高速バス「筑波大学行」(約65分)
→「大学会館」下車、徒歩10分
　※つくばセンターにて下車される場合は、1をご参照ください。

１
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〒305-8577  茨城県つくば市天王台１-１-１　筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター / 学生部就職課

筑波大学学生部就職課へのアクセス

〇お問い合わせ〇
就職課へのお問い合わせは、メールまたはお電話で受け付けております。
ご訪問いただける場合は、お手数ですが事前にご確認の上、筑波大学学生部就職課

（第一エリア D棟 スチューデントプラザ2階）までお越しください。
受付時間　平日8：30 ～ 17：15（昼休み12：15 ～ 13：15）
企業・団体担当窓口　　☎029-853-6091
教員・公務員担当窓口　☎029-853-2249
代表メールアドレス　　syushokuka@un.tsukuba.ac.jp
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https://syushoku.sec.tsukuba.ac.jp/career/

大学の沿革
筑波大学は、1973（昭和48）年に文系・理系から体育、芸術に及ぶ学問
を探求する総合大学として筑波研究学園都市に開学しました。開学から
40余年の新しい大学ですが、そのルーツは、1872（明治5）年に日本で最
初に設立された高等教育機関である師範学校までさかのぼります。日本
の近代化の礎となる教育を支えた師範学校からの伝統に甘んじることな
く、筑波大学は、この筑波の地で新しい「改革」と「挑戦」に挑み続けています。

大学と筑波研究学園都市
筑波大学がある筑波研究学園都市は、我が国最大の最先端研究開発拠点
です。国立の研究機関の約3割にあたる30以上の研究機関が集積し、約
2万人の研究者が研究活動を行っています。筑波大学はその中核的な役
割を担っており、イノベーションを生み出す新たな産学連携拠点の創造
を目指しています。

開かれた大学
筑波大学は未来を構想し、その実現に挑むフロントランナーです。筑波
大学は開かれた大学、学際融合・国際化への挑戦を建学の理念とする、
未来構想大学と自らを位置づけます。文系・理系から体育、芸術に及ぶ
学問を探求し、グローバルリーダーの育成を目指す、真の意味での総合
大学＝university です。最先端研究拠点の TSUKUBA の中核として、人
類が共存共栄する世界の実現に向かって行動します。

国際交流
筑波大学は、110を超える国・地域から留学生を受け入れています。2020
年5月時点では計2,251名の留学生を受け入れています。英語のみで学
位が取得できる多くのプログラムを提供する一方、レベルに合わせたき
め細やかな日本語教育が受けられることも特徴です。また、国際交流協
定校は386校にもおよび、国別ではアメリカが最も多く、中国、ドイツ
の順に多くの学生を派遣しています。派遣学生の比率は学群生が約4割・
大学院生が約6割となっています。

―― ご採用担当者様へ ――

University Guide 2020
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学術院・研究群（大学院課程） 学群・学類（学士課程）

※詳しい内容は、筑波大学ホームページをご覧ください。　

人文・文化学群は、基礎的な分野の教育を担う人文学類、学際的視点を重視した教育を行う比較文化学類、国際社会の中で日本語及び日本文化の発信を目指す日本語・日本文
化学類という、各々独自の特色を持つ3つの学類から構成され、人文系及び文化系の教育の総合的な発展を目指す、他大学にはないユニークな教育組織です。人文系と文化系の
学問の豊かな知見と確かな成果を基に、更にはグローバル化する世界も視野に入れながら、多様で質の高い教育を実現し、優れたコミュニケーション能力を持ち、先見性・創造
性・独創性に富み、国際的にも活躍できる、卓越した人材を育成することを目標にしています。
　▶学類：人文学類、比較文化学類、日本語・日本文化学類

人文・文化学群

社会・国際学群は、社会科学分野の総合的な専門教育を担う社会学類と、社会科学を中心により発展的・応用的な学融合教育を担う国際総合学類から構成されます。社会学
類では、社会学・法学・政治学・経済学の一つを重点的に学習しつつ、関連領域を自由に選択することで、専門性を磨き、総合的な視野を養います。国際総合学類では、国際政
治・国際法、経済学、文化・社会開発に加え、情報・環境学についても学び、英語によるコミュニケーション能力及び高度な情報処理能力を備えた国際人育成のための教育を
行います。
　▶学類：社会学類、国際総合学類

社会・国際学群

人間学群の教育の特徴は、構成する3つの学類間の垣根をできるだけ低くしていることです。具体的には、学群共通科目（コアカリキュラム）を充実させ、3学類の基幹授業（教育
学・心理学・障害科学）を全ての学群生が履修できるようにしています。さらに、所属学類以外の2学類の専門についても学習できるよう、学類間での授業履修への理解が図ら
れています。また、タイ国での日本語教育実習など、国際的な視点を実地に学べるのも特色の一つといえるでしょう。
　▶学類：教育学類、心理学類、障害科学類

人間学群

生命環境学群は、今世紀に入り社会的にも大きな注目を集めている「生命と環境」を共通キーワードとする「生物学類」「生物資源学類」「地球学類」の3学類から構成されており、
組織構成員、教育研究分野とも大学院（生命環境科学研究科）ともほぼ同一です。本学群の教育目標は、問題発見・解決型能力を身につけ豊かな人間性を育くむことにより、わ
が国の生命環境科学分野の中心的な担い手となる人材、国際的視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成することです。
　▶学類：生物学類、生物資源学類、地球学類

生命環境学群

理工学群は、理学と工学の主幹となる学問分野とともに学際的な分野も取り入れ、数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類の6学類を置いてい
ます。理学と工学の領域において、持続可能な社会に必要とされる幅広い教養、理論的かつ柔軟な思考力、実践的技能、基礎から応用に至る確かな専門性を身に付けさせる教育
を目指します。また、知的創造、問題発見・解決の能力を有する広い視野と豊かな人間性をもつ人材の育成を指向します。
　
▶学類：数学類、物理学類、化学類、応用理工学類、工学システム学類、社会工学類、総合理工学位プログラム

理工学群

今後の情報化社会において、技術立国を標榜する我が国の情報基盤を支える優れた人材の育成は重要な課題です。情報学群では情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・
図書館学類の3学類をおき、知識と情報の記録、蓄積、共有、加工、利用といった諸活動に関わる様々な情報技術とその原理となる科学とともに、情報技術によって支えられる人
間の知的活動とその社会的・文化的基盤を十分に教育し、21世紀の情報社会の創造を担う人材を育成します。
　
▶学類：情報科学類、情報メディア創成学類、知識情報・図書館学類

情報学群

医学類、看護学類、医療科学類の3学類があります。何れの学類でも医療職を目指して、それぞれの国家資格（医師、看護師、各種の医療検査技師など）を取得すべく勉学に励みま
す。これまで高い合格率を誇っています。医療や医学研究にあっては考え方が日々変化し、知識量も急激に増大しています。「自分で問題を考え、解決する」力と方法を習得し
て、医療現場で適切に諸問題を解決する能力を養うことを目標にしています。
　▶学類：医学類、看護学類、医療科学類

医学群

体育専門学群では、体育・スポーツ・健康に関する最新の科学的研究成果を活かしながら、指導者の養成を目指しています。指導者には優れた運動能力と幅広い運動経験を持
ち、かつ保健体育に関する総合的知識を備えた、指導力と活力に富む豊かな人間性が求められます。そのため、本学群の教育課程では、学生が各種運動の実技と方法論を基礎に
しながら、39ある卒業研究領域の中から特徴的に配列された教育課程を選ぶことができるようになっています。さらには、大学院との関連も考慮し、その運用には格別の配慮
が払われています。
　▶主専攻：体育・スポーツ学、コーチング学、健康体力学

体育専門学群

芸術専門学群は、毎年2月に茨城県つくば美術館でその年度の卒業生全員による卒業制作展を開催します。広い視野と確かな基礎学力を持ち、柔軟な発想力と表現力を備えた
美術・デザインに関する専門家の育成という本学群の教育目標は、それぞれの学生の4年間の学習成果となって卒業制作展に結実します。本学群では卒業研究として、芸術学
には論文を、美術・構成・デザインには作品と論文を課しており、その成果は更に15のコース・領域に分けられるという多種多彩な様相を呈しています。優秀作品等は筑波大
学芸術賞や茗渓会賞として顕彰され、一部が大学に収蔵されます。卒業生は、美術・デザイン界で活躍する多くの同窓と同様に世界に向けて飛躍することが期待されます。
　▶主専攻：芸術学、美術、構成、デザイン

芸術専門学群

学群は、専門領域を中心としていくつかの学問分野を総合した形で構成され、学生は学
類に所属します。体育・芸術には、一貫教育を行う専門学群を設置しています。

大学院には修士課程、博士課程及び専門職学位課程を設置しています。

☆各拠点（筑波大学・鹿屋体育大学・日本スポーツ振興センター）ごとに遠隔講義システムによる専攻を示す。
※大学体育スポーツ高度化共同専攻については、日本スポーツ振興センターを除く。


