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　中部大学は、昭和 37 年に中部工業短期大学として
発足、昭和 39 年に 4 年制の中部工業大学に改組して
工学部 4 学科でスタートした。
　その後、昭和 59 年に経営情報学部と国際関係学部
を設置し、中部大学に名称変更した。平成 10 年には
人文学部を設置し、理系分野から文系分野までを含む
総合大学として発展してきた。さらに、平成 13 年に
応用生物学部、平成 18 年に生命健康科学部、平成 20
年に現代教育学部を設置し、現在は 7 学部 24 学科を
擁する総合大学となった。
　また、大学院は、工学研究科、経営情報学研究科、
国際人間学研究科、応用生物学研究科の 4 研究科 12
専攻の体制を整え教育研究活動をすすめている。　

中部大学

30
70号館よりキャンパスを望む
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50号館よりキャンパスを望む（遠方は名古屋市中心部）

冬秋夏春
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　昭和37年の中部工業短期大学の開学以来、工
学部は中部地区をはじめ、日本の産業界の発展
に寄与してきた。今後も、その役割は不変であ
るが、すでにわが国の科学技術はキャッチアッ
プ時代を経てフロントランナー時代に突入し、
21世紀の社会は「真に人類の福祉の向上に貢献
する、世の中にない新しいものを作り出す技
術」を強く要請している。
　工学部は、こうした「21世紀社会からあてに
される技術者の育成」という強い使命感を胸
に、創造的実践能力を身につける具体的な教育
目標を設定し、学生がそれを達成して、社会に
出てからも役立つよう徹底的にサポートしてい
る。
　創成科目や、最先端のＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡ
Ｅを学ぶ科目を取り入れた教育プログラムによ
り、人々の福祉、そして幸福の向上に貢献でき
る技術者・研究者の育成を目指している。

工学部
■

機械工学科・電気システム工学科
電子情報工学科・都市建設工学科
建築学科・応用化学科・情報工学科

機械工学科

電気システム工学科

材料・構造実験施設における地震振動試験

松本跨道橋より16号館を望む



電子情報工学科

建築学科

情報工学科

都市建設工学科

応用化学科
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3号館と7号館（工学センター棟）
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キャンパスのバードロード

　昭和59年4月に誕生した経営情報学部は、平
成14年4月に経営学科を設置し、経営情報学科
との2学科体制に移行した。これは情報革新が
加速する21世紀のビジネスの現場では、今後、
情報技術をセンス良く応用したり情報システム
を開発したりする人材と、そうした情報技術の
成果を効果的に活用してビジネスをリードす
る人材の、二つのタイプが求められるためであ
る。
　この2学科体制を単なる専門分化にとどめな
いために、学生一人ひとりの適性や関心にき
め細かく対応するフレキシブルで魅力的なカ
リキュラム運営に努めている。経営情報学科は
「経営情報スペシャリスト」の育成に、経営学
科は「ビジネスリーダー」の育成に軸足を置き
つつも、双方に共通して履修できる科目を数多
く配置している。

経営情報学部
■

経営情報学科・経営学科

経営情報学科

経営学科

「いのちの風」

21号館のキャノピー
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　昭和59年4月に誕生した国際関係学部は、わ
が国の国際系学部の先駆けの一つであり、社会
科学系の国際関係学科と、人文科学系の国際文
化学科から成るというユニークな構成で全国的
にも注目を集めてきた。
　国際関係学は、世界を動かす政治・経済・民
族・文化・環境などの諸要因を、国家・民族の
枠を超えて総合的・包括的・相関的に考察する
学問であり、国際関係学科は国際社会の政治・
経済現象を社会科学の立場から、国際文化学科
は国際社会の社会・文化現象を主として人文科
学の立場から追究し、近年の国内外の変化に対
応できる人材育成を目指している。
　平成21年4月には、中国語の運用能力を習得
し、中国の歴史・文化・ビジネスについて学ぶ
中国語中国関係学科を設置した。

国際関係学部
■

国際関係学科・国際文化学科
中国語中国関係学科

国際関係学科

国際文化学科

「太陽の詩」

中国語中国関係学科

第2学生ホール通路から見た20号館

民俗資料室
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コミュニケーション学科

日本語日本文化学科

英語英米文化学科 心理学科 歴史地理学科

　人文学部は、平成元年に開学した中部大学女
子短期大学を改組転換し、4年制の学部として
平成10年4月に誕生した。
　当初は日本語日本文化学科、英語英米文化学
科、コミュニケーション学科の3学科でスター
ト。その後、平成14年4月に心理学科を、平成
16年4月に歴史地理学科を設置して今日に至っ
ている。
　人間のあり方や人間が創出する価値に密着す
る人文科学は、きわめて重要な学問領域となっ
ている。人文学部の目指すところは、21世紀の
社会を生きる上での幅広い教養を学び、自己を
確立し、健全な判断力を養い、自己を更新して
いく能力を養うことにあり、教養と実践的なス
キル取得をバランスよく配している。

人文学部
■

日本語日本文化学科・英語英米文化学科
コミュニケーション学科
心理学科・歴史地理学科

25号館より第３学生ホールと中庭を望む
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　生物の科学、すなわちバイオサイエンスと、
それを基盤とするバイオテクノロジーは、20世
紀後半に飛躍的に発展し、現在も急速に発展し
ている。
　応用生物学部は、平成13年4月、応用生物化
学科と環境生物科学科の2学科構成で設置し、
その後完成年度を経た平成17年4月、食品栄養
科学科を設置した。
　バイオ産業・環境ビジネス・食品産業の各分
野のエキスパートを輩出すべく、21世紀のバイ
オを担う若い力を養成するために、基礎分野か
ら発展分野まで、他に例を見ない教育を行って
いる。
　実験教育も充実しており、基礎となる分子生
物学等の実験のほか、環境分野ではフィールド
実験が行われ、また食の分野では食品プラント
を利用した食品製造実習が行われるなど、基礎
から応用まで、まさに総合的なバイオの学部と
なっている。

応用生物学部
■

応用生物化学科・環境生物科学科
食品栄養科学科

応用生物化学科

環境生物科学科

食品栄養科学科

書院の池と30号館

食品プラント
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　平成18年に誕生した生命健康科学部は、生命
医科学科と保健看護学科という従来の枠組みを
超えた2学科で構成されている。
 生命健康科学部では、21世紀型の健康・医療
問題を解決するために、医学の基礎とバイオの
基本を学部共通科目としている。
　生命医科学科は、的確な問題意識を持ちなが
ら、バイオ技術と他の科学技術を活用する能力
を修得し、疾病予防や診断技術の開発、健康増
進に貢献する研究者や技術者、教育者、さらに
予防健康管理に携わる新たな専門家の育成を目
指している。
　保健看護学科は、人間にとって大切な生命の
尊厳を深く理解した全人的な看護を実践し、多
様化する高度先進医療や地域・在宅看護に対応
できる看護技術を身につけた看護師・保健師の
育成を目指している。
　なお、平成22年4月、生命健康科学部に国家
資格の取得が可能な理学療法学科、作業療法学
科、臨床工学科を設置する予定である。

生命健康科学部
■

生命医科学科・保健看護学科

保健看護学科

生命医科学科

「風の棲処」 書院の木立と50号館

51号館学生ホール
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いるのは、子ども一人ひとりに目配りができ、
保護者や社会から信頼され、子どもたちの心の
よりどころになれるような魅力ある教師であ
る。
　現代教育学部は、幼児教育・児童教育の現場
で優れた実践力を発揮できる人材を育成すべ
く、平成20年4月、幼児教育学科と児童教育学
科の２学科構成で誕生した。
　幼児教育学科では、子どもの遊びを臨機応変
にデザインしていくカリキュラム開発能力を養
成する講義や実習を用意し、魅力ある幼児教育
の専門家（幼稚園教諭、保育士など）育成を目
指している。
　児童教育学科では、「子ども理解」「コン
ピュータ」「理科教育」という3つのキーワー
ドをもとにした授業を構成し、他大学には見ら
れない特色あるカリキュラムを編成して、小学
校教諭や特別支援学校の教諭などの育成を目指
している。

現代教育学部
■

幼児教育学科・児童教育学科

「心の旅−祈りの道−」

幼児教育学科

児童教育学科

模擬保育室

70号館と71号館の中庭

ツリークライミング
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経営情報学研究科

工学研究科

応用生物学研究科

国際人間学研究科

　中部大学大学院は学部の学問領域をカバーす
る4研究科12専攻体制を整えている。
　学部から大学院、さらに学内の研究所・セン
ターと連動する「知の体系」において大学院で
は高度な研究能力、その基礎となる豊かな学識
の修得を目標に、社会の第一線で通用する研究
者、高度な専門職業人の育成に努めている。
　工学研究科は機械工学専攻、電気電子工学専
攻、建設工学専攻、応用化学専攻、情報工学専
攻の5専攻があり、昭和46年、中部地区の工科
系私立大学の中で最初に設置された実績を基
に、高度な専門研究をきわめた多くの技術者や
研究者を社会に送り出し、広く産業界や研究分
野に寄与している。
　経営情報学研究科は経営情報学専攻と経営学
専攻（修士課程MOT型MBA）からなり、経
営学と情報科学を融合した教育課程により、経
営の分かる情報技術専門家や情報技術を活用で
きるビジネスリーダーと、そうした融合分野の
教育・研究者を育成している。
　 国際人間学研究科は国際関係学専攻、言語
文化専攻、心理学専攻、歴史・地理学専攻の4
専攻があり、人文系と社会系の視点から社会文
化の中の人間を地球規模で総合的に研究し、新
領域創出に向けた国際人間学の探究と構築を目
標としている。
　応用生物学研究科は応用生物学専攻があり、
「生命・食・環境」をテーマに最先端のバイオ
研究に挑み、バイオサイエンス・バイオテクノ
ロジーを基盤とする複合的な学問領域において
教育研究を行い、有能な人材の育成および研
究を通して社会に貢献することを目的としてい
る。

大学院
■

国際人間学研究科・経営情報学研究科
工学研究科・応用生物学研究科

植物育種室

フロンティア研究棟

ナノメートル表面解析装置

超伝導実験室
51
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リサーチセンター

運動情報計測実験室
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クラブ活動
　総合大学として9,000人を超える学生が在籍す
る中部大学には、運動系33、文化系27、その他
3つの公認団体があり、ハンドボール部や硬式
野球部をはじめ、フライングディスククラブ、
剣道部、弓道部、スキー競技部、チアリーダー
部、シンフォニックバンド、管弦楽団、茶道部
など多くのクラブやサークルが活躍している。

フレッシュマンキャンプ
　大学創立以来という歴史をもつフレッシュマ
ンキャンプは、その名の通り新入生が3泊4日
で大学施設・新穂高山荘に宿泊し、新穂高や上
高地など北アルプスの豊かな自然の中での様々
な活動を通して、コミュニケーションを深める
伝統行事である。

キャンパスライフ

フレッシュマンキャンプ

クラブハウス

全天候型グラウンド
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ナイトウォーク
　中部大学春日井キャンパスから恵那市の中部
大学研修センターまでの約42kmを夜を撤して
歩く。第1回は平成7年7月8日にクラブ運営委
員会の学生の発案で開催された。例年参加者の
ほぼ全員が完歩し、達成感を味わっている。

全学学科対抗スポーツ大会
　毎年、本学グラウンド等において行われる行
事で、各学科が種目優勝、学科総合優勝を目指
して競う。

大学祭
　大学祭の夜を華やかに飾る8時間自転車耐久
レース。構内の特設コースを、夕方4時から深
夜0時までの時間内に200周のペースで走り抜け
るスピード部門の迫力は、一見の価値がある。

成人を祝う会
　毎年、成人を迎える学生を祝う大学行事で、本
学メモリアルホールで行われる。学長はじめ多く
の人々からお祝いの言葉や激励を受け、壇上に用
意された燭台に「希望の灯」をともす。

キャンパスライフ

全学スポーツ大会

成人を祝う会 ナイトウォーク

8時間自転車耐久レース

キャンパスプラザ・学生ホール

51号館・学生ホール 第1学生ホール・カフェ
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キャンパスプラザ　エントランスホール



ジュニアセミナー

　本学の地域交流は、エクステンションセンター
が中心となり、子どもから熟年者まで幅広い年齢
層を対象に、地域のまちづくりや人づくりに役立
つ「公開講座」を多彩に開催している。
　春日井キャンパスや名古屋キャンパスでは環
境、経済、情報、食などその時代に即したテー
マについて教授する「専門講座」を、さらに近
隣の周辺都市の自治体と共催で「地域連携講
座」を開催している。また、身の回りに起こる
科学の不思議を解き明かす、小中学生のための
「ジュニアセミナー」「きっずせみなあ」や、
社会人を対象に大学の講義を学生とともに聴講
生として受講できる「オープンカレッジ」など
も行っている。

地域交流

国際交流

オープンカレッジ開講式

　本学の国際交流は、アメリカのオハイオ大学
と姉妹校提携を結んだ昭和48年を皮切りに、現
在13カ国21大学との間で留学生の交流や学術文
化の交流を実施している。
　国際交流プログラムとして、「海外研修プロ
グラム」と「派遣留学プログラム」があり、学
生の学ぶ目的に多彩に応えるもので、毎年150
人を超える学生が積極的にこれらのプログラム
を活用している。また、海外留学生の受け入れ
や客員教授の派遣・招へいも行っている。

きっずせみなあ

親子田んぼ体験（中部大学実習農場）

56 57

● 

中
部
大
学

留学生寮



58 59

● 

中
部
大
学

　学園が設置する各校の学生・生徒による合同演奏会である三浦学園音楽祭は、
中学生から大学生までの多彩なジャンルの音楽団体によるユニークな学園行事と
して定着し、昭和51年度から平成15年度まで29回にわたって開催された。平成16
年度からは、学校法人三浦学園から学校法人中部大学へ学園の名称変更を機に、
各校が個性を生かして独自に開催することとなり、大学としては例年12月に中部
大学音楽祭チャリティーコンサートとして開催している。
　また、大学では地域交流活動の一環として、学園創立50周年を迎えた平成元年
度より、 国内外で活躍する音楽家を招へいして、 キャンパスコンサートを開催し
ている。

中部大学音楽祭

大学野外ステージ　シンフォニックバンド 軽音楽部 管弦楽団 第59 回キャンパスコンサート「アキレス・デッレ・ヴィニュ」

第2回中部大学音楽祭　愛知県芸術劇場コンサートホール



洞雲亭・工法庵・爛柯軒

　キャンパスの樹々深い一角に建つ趣ある和
風建築。これが「工法庵」「洞雲亭」「爛柯
軒」である。
　工法庵は、工学部建築学科の学生が卒業研
究として千利休の茶室を原寸大に復元したも
のである。
　洞雲亭は、約200年前に建てられた小豆島の
古刹の庫裏を移築、復元修理した貴重な書院
である。 
　爛柯軒は、高さ2.5m、床面積9m²の小茶亭
で、本学の教授が設計したものである。
　四季折々の風情を感じさせてくれるこの空
間は、茶道部の活動や留学生の日本文化体験
などに利用されているほか、学外の要望に応
えて一般公開もしている。
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爛柯軒

洞雲亭

工法庵

三浦幸平メモリアルホール

　三浦幸平メモリアルホールは、創立者三浦幸平の生誕100
年を記念して平成4年に建設した施設である。
　このホールは、高い音響効果が得られるように設計され
た600人程度収容の多目的ホールと創立者三浦幸平の業績
をしのび、学園の歴史を知ることのできる資料室で構成さ
れている。現在、シンポジウムや講演会・キャンパスコン
サート・企業説明会などにも活用されている。

附属三浦記念図書館

　附属三浦記念図書館は、地上3階・地下2階建て、延べ面
積は8,231.8m²で、総計818席の各種閲覧室を備えている。
蔵書数は大学全体で約55万冊、そのうち図書館に38万冊所
蔵している。これらの資料の情報はデータベースに蓄積さ
れ、館内に設置してあるパソコンを利用して資料を探すこ
とができる。また、インターネットを利用して学外からで
も資料の検索が可能である。春日井市近隣に在住・在勤で
公共図書館にない資料や専門書を希望する人には図書館を
開放して、研究・学習をサポートしている。なお、現在70
周年の記念事業の一環として増築工事が進められている。

全天候型グラウンド

　昭和45年度に完成した総合グラウンドは、メイングラ
ウンドとサブグラウンド、野球場ならびにテニスコートが
設けられた。平成15年にメイングラウンドとサブグラウン
ドが改修され、メイングラウンドは400m６コースの公認
タータントラックとフィールド内外が人工芝で構成された
全天候型となり、サブグラウンドとともに、雨天・晴天を
問わず正課授業やクラブ活動ならびに対外試合などへの利
用のしやすさが格段に向上した。これらの施設は、夜間も
利用できるよう照明設備が設置されている。

体育・文化センター

　体育・文化センターは、体育授業や課外活動などに利用
される施設である。講堂をかねる体育館（メインアリー
ナ・サブアリーナ）、室内プール、2つのグラウンドと野球
場、6面のテニスコートの他にダンススタジオ、武道館、弓
道場、アーチェリー場、ウエイトトレーニング室、さらに
クラブハウス、集会室、ロッカー室などを備えている。
　室内プールは、ソーラーシステムを利用した省エネ型の
温水プールで、水温は29度、室温は30度に保たれており、
大学の正課授業、クラブ活動に使用されているほか、一般
学生や教職員にも開放されている

新穂高山荘

　新穂高山荘は、渓流に沿った16,000m²の敷地に山荘本
館、山荘別館、研修棟、浴室棟（露天風呂）などを配置し
ている。新穂高温泉郷のほぼ中央に位置し、学生、卒業
生、教職員の福利厚生施設として1年を通じて利用されて
いる。
　山荘本館にはラウンジ、食堂、展望室、トイレ・洗面・
冷蔵庫を完備した宿泊室10室があり、温泉の源泉2本を備
えた快適な浴室棟を完備。1年生を対象としたフレッシュ
マンキャンプのベースとなり、またゼミやクラブの合宿な
どにも利用されている。

中部大学研修センター

　岐阜県恵那市にある中部大学研修センターは、広さ約40
万m²、高低差60mの丘陵地にあり、自然林の間に宿泊施設
や運動施設などが点在した研修施設である。新入生の恵那
研修やクラブ活動などに利用されている。
　研修センターは中央棟、研修棟、3棟の宿泊棟と体育館を
備え、宿泊棟は鉄筋2階建てで約200人が宿泊できる。運動
施設は体育館、総合グラウンド、野球場、テニスコート、
ゴルフ場（6ホールショートコース）、1周2,700mのトリム
コースを整備している。また、岐阜県営の400m国際規格の
スピードスケートリンクも隣接している。


