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中部工業短期大学開学
中部工業大学開学､ 工学部を設置
大学院工学研究科修士課程を設置
(中部地区では名古屋大学に次い
で大学院を設置)
中部大学に名称変更､ 経営情報学
部､ 国際関係学部を設置
大学院国際関係学研究科修士課程
を設置
大学院経営情報学研究科修士課程
を設置
人文学部を設置､ 大学院経営情報
学研究科博士課程を設置
工学部に情報工学科を設置
応用生物学部を設置
人文学部心理学科を設置､ 経営情
報学部に経営学科を設置
人文学部歴史地理学科を設置大学
院国際人間学研究科(国際関係学
専攻､ 言語文化専攻､ 心理学専攻)
を設置
応用生物学部食品栄養科学科､ 大
学院応用生物学研究科修士課程を
設置
生命健康科学部(生命医科学科､
保健看護学科)を設置
大学院経営情報学研究科に経営学
専攻修士課程(MBA コース)を設
置
現代教育学部(幼児教育学科､ 児
童教育学科)を設置
大学院国際人間学研究科に歴史・
地理学専攻修士課程を設置
国際関係学部に中国語中国関係学
科を設置
生命健康科学部に理学療法学科､
作業療法学科､ 臨床工学科を設置｡
応用生物学部食品栄養科学科に食
品栄養科学専攻と管理栄養科学専
攻を設置｡ 大学院国際人間学研究
科に歴史学・地理学専攻博士課程
を設置
経営情報学部に経営会計学科を設
置｡ 生命健康科学部にスポーツ保
健医療学科を設置｡ 大学院生命健
康科学研究科修士課程(生命医科
学専攻､看護学専攻)設置
大学院教育学研究科修士課程(教
育学専攻)を設置
工学部にロボット理工学科を設置
大学院工学研究科に創造エネルギー
理工学専攻(修士課程)､ 生命健康
科学研究科にリハビリテーション
学専攻(修士課程)を設置

経営総合学科､ 国際学科を新たに
設置(３学科を１学科に改組)｡
大学院工学研究科に創造エネルギー
理工学専攻(博士後期課程)を設置
2017 児童教育学科を現代教育学科に名
称変更し現代教育専攻､ 中等教育
国語数学専攻を設置

｢不言実行―あてになる人間の育成｣
人はいろいろ意見は言うが､ いざやると
きには､ だれも手を出さない｡ 人間は実
行がともなわなければ意味はない｡ 実行
してはじめて物事は成就するのだ｡ …創
立者三浦幸平

中部大学長

石原

修

中部大学は､ 21世紀
の社会で必要とされ
る分野の学部学科を
網羅した総合大学で
す｡ バイオ､ IT､ ナ
ノテクノロジー､ ロ
ボット､ 国際協力､
ベンチャー､ 心理､
教育､ 自然環境､ 医
療､ 看護など時代に
マッチした実践的な教育研究を行ってい
るのが本学の大きな特色です｡ 専門を軸
にして幅広い学識と視野を身につけるこ
とができ､ 社会の即戦力となる人材を育
てています｡

工学部
●機械工学科／あらゆる産業分野で活躍
できる機械技術者を育成します｡
●電気電子システム工学科※１／電気・電
子・情報に関する技術をシステムとして
学びます｡
●都市建設工学科／21世紀の社会基盤を
つくる都市建設技術者を育成｡
●建築学科／建築学の技術と理論､ 芸術
について経験主義的に学びます｡
●応用化学科／化学を環境保全に生かす
視点で活躍できる技術者を育成｡
●情報工学科／すべての技術基盤となる
情報工学の基礎と応用を修得｡
●ロボット理工学科／ロボット共存社会
を実現できるロボットエンジニアを育て
ます｡
●宇宙航空理工学科※２／宇宙機・航空機
の生産現場のリーダーとしてグローバル
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に活躍できる技術者を育成｡
※1 2018年4月既存の学科を統合し開設予定(届出中)
※2 2018年4月新たに開設予定(届出中)
※は予定のため変更になる場合があります｡

経営情報学部
●経営総合学科／経営､ 情報､ 会計､ 経
済､ 法律の５分野を基礎とし､ ｢少人数
ゼミ｣ や ｢多彩な履修モデル｣ で専門性
を高め､ 現代社会から求められる人材を
育成します｡
国際関係学部
●国際学科／｢複眼的な視野｣ と ｢実社
会で使える語学｣ で真のグローバル人材
を育成します｡
人文学部
●日本語日本文化学科／ ｢世界の中の日
本｣ という視野で､ 日本語と日本文化を
深く学びます｡
●英語英米文化学科／英米文化を深く理
解し､ 実践的な英語能力を修得｡
●コミュニケーション学科／メディアの
特性を理解し､ 本格的なテレビスタジオ
で表現手法を学びます｡
●心理学科／８つの心理学分野を学び､
心豊かに生きる人材を育成｡
●歴史地理学科／現代の諸問題を歴史学
と人文地理学の２つの観点から探究｡
応用生物学部
●応用生物化学科／微生物などの生物機
能を利用する技術を学びます｡
●環境生物科学科／生態系を理解し､ 環
境創造に貢献する人材を育てます｡
●食品栄養科学科 食品栄養科学専攻・
管理栄養科学専攻／バイオ技術を食の安
全性保持・食品開発につなげる応用方法
を学びます｡
生命健康科学部
●生命医科学科／医科学の基礎と生命科
学技術を基盤に学びます｡
●保健看護学科／看護師の資格取得を目
指します｡
●理学療法学科
●作業療法学科
●臨床工学科
●スポーツ保健医療学科
現代教育学部
●幼児教育学科／体験を重視した教育に
より､ カウンセリングマインドを持った
保育士と幼稚園教諭を育成します｡
●現代教育学科／子どもと正面から向き
合える人間味あふれる小学校教諭､ 特別
支援学校教諭を育成します｡

７学部２６学科がワンキャンパスに集結｡
他学部・他学科の履修も可能｡ ２０単位以上取得す
ると副専攻修了者として修了書を交付します｡ 自分
の希望や進路に合わせてオーダーメイド感覚で学べ
るようになっています｡

実験・実習に徹底的に取り組める！すべての年次で
少人数のゼミ教育を実施！また､ 情報社会で通用す
る力を身につけるため､ 一人１台のＰＣで情報能力
を高めます｡

企業関係者もうらやむ最新の設備が学内に｡ 最先端
で学べるから社会でも通用する力が身に付きます｡
また､ キャンパスライフをサポートするために各種
施設も整っており､ 学生の日常生活を支えます｡

世界中から留学生が集まり､ 国際交流も盛ん｡ 今注
目度の高い ｢中国｣ からの留学生も多数｡ 学内に英
会話教室も設置し､ 在学生は誰でも利用可能｡ 世界
２１ヵ国４１大学・機関と交流し､ 留学プログラム
も短期・長期を含め幅広く用意されています｡

｢人と職業｣ の専門家であるキャリアカウンセラー
が､ 進路に関するあらゆる相談に応じています｡
就職活動中の学生だけでなく､ 大学で学ぶ意義を早
く見つけたい１年生の相談も受けております｡

社会が認めた証､ 高い就職率をマーク｡ 毎年就職率
は１００％近く｡ 就職先として約５割が大手企業へ｡
在学中にはインターンシップへの取り組みも可能で､
単位として認めています｡

ＷＩＬＬ

その意欲をカタチにしたい｡

＞＞
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