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ビジョン

自由啓発・未来創成
質の高い教育と創造的な研究を推進し、

社会と連携し、ともに歩む存在感のある大学

教育

社会
連携

地球の未来に責任をもち、
国際的感覚を備え、高い専門性を有し、
失敗を恐れないチャレンジ精神にあふれ、
豊かな人間性を有する教養人を育成します。

学長メッセージ

静岡大学の使命

地域社会とともに歩み、
社会が直面する諸問題に真剣に取り組み、
文化と科学の発信基地として、
社会に貢献します。

いつの時代も自由と未来がある大学をめざして

世界の平和と人類の幸福を
根底から支える諸科学を目指し、
創造性あふれる学術研究を行います。

本学が未来への指針として掲げているのが「自由啓発・未来創成」という理念です。「自

由啓発」とは、本学の前身のひとつである浜松高等工業学校から受け継がれた理念。自

由な風土の中で自律的に学問を追究していくという、学びの姿勢が示されています。その考

えを発展的に継承し、未来への想いを込めたのが「自由啓発・未来創成」という理念で

す。この理念は学生だけでなく教員や職員にも共有され、静岡大学の教育や研究の取り

組みの中にさまざまな形で生きています。静岡大学は、多様な背景・価値観を認めあい、

気高い使命感と探究心に溢れた豊かな人間性をはぐくみ、知の創成・継承・活用を推進

し、人類の平和・幸福と地球の未来のため、地域社会とともに発展していきたいと考えてい

ます。
静岡大学長　伊東 幸宏

研究



学部

大学院

学内共同
教育研究施設

研究所

学内共同
利用施設

人文社会科学部

教育学部

情報学部

理学部

工学部

農学部

人文社会科学研究科（修士課程）

教育学研究科（修士課程）（博士課程）（専門職学位課程）

情報学研究科（修士課程）

理学研究科（修士課程）

工学研究科（修士課程）

農学研究科（修士課程）

創造科学技術大学院

創造科学技術研究部（研究組識）

自然科学系教育部（博士課程）

法務研究科（専門職学位課程）

岐阜大学大学院連合農学研究科（博士課程）

電子工学研究所

大学教育センター

全学入試センター

国際交流センター

遺伝子実験施設

機器分析センター

情報基盤センター

防災総合センター

浜松キャンパス共同利用機器センター

こころの相談室

キャンパスミュージアム

高柳記念未来技術創造館

附属図書館

保健センター

イノベーション社会連携推進機構

情報基盤機構

事務局

国立大学法人

静岡大学

学生支援センター

教育研究評議会

役員会

経営協議会

本部
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組織図

静岡キャンパス

浜松キャンパス
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学部

学部
本学の1学年の学生定員は1,970名で、国立大学の中で屈指の規模の総合大学です。

前身のひとつである静岡師範学校から数えると130年余の歴史を持ち、専門性の高い講義内容と少人数教育によって、

産業界に、行政に、多くの人材を輩出し、日本と地域の発展を支えてきました。

静岡キャンパスには、人文社会科、教育、理、農の4学部が、浜松キャンパスには、情報と工の2学部があり、

それぞれのキャンパスで4年間の学生生活を送ります。

人文社会科学部

工学部

情報学部

教育学部

農学部

理学部

Faculty of Humanities
and Social Sciences

Faculty of Engineering

Faculty of Informatics

Faculty of Education

Faculty of Agriculture

Faculty of Science

人間社会の営みに関する学問を網羅する、全国でも最大規模

の人文、社会科学の総合学部。キャンパスワークとフィールドワー

クを連携させ、実社会に即した「生きた専門知識と能力」を身

につけます。

学校教育教員養成課程では、実践的な学びを重視。子どもたち

と直接向き合う経験を数多く提供しています。生涯教育課程、総

合科学教育課程、芸術文化課程では、社会の中でより広く活躍

できる人材を育成します。

国立大学で初めて誕生した、「文工融合型」の情報学部。

「情報工学系」の情報科学科と「情報社会・文科系」の情

報社会学科が、教育と研究のあらゆる面で連携し、新たな知の

パラダイムを創造します。

自然現象や生物・生命、物質や宇宙、数理などピュアサイエン

スの分野で、自然の真理の探求に取り組んでいます。実験・演

習を重視したカリキュラムで、自ら考えて研究する姿勢を養ってい

きます。

「ものづくり」の実体験を重視し、「未来創造」をめざした教育

研究を展開。「ナノ」「光」「環境・エネルギー」の3つを柱に、

企業や外部の研究機関とも連携を進め国際レベルの研究開発

に取り組んでいます。

人間と自然が共生する循環型社会の構築をめざし、グローバル

社会に適応できる総合力を備えた人材を育成。伝統的な生物

生産学を中心に、フィールド科学を基盤とした教育研究に取り組

んでいます。
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入学後は人間学、社会学、心
理学、文化人類学、歴史文化
の5コースに分かれ、現代社会
をとらえる視野の広さと探究力
を育成します。地域社会との
交流も盛んに行われています。

学科・課程

社会学科

言語文化学科

法学科

経済学科

学校教育教員養成課程

生涯教育課程

総合科学教育課程

芸術文化課程

日本・アジア言語文化、欧米
言語文化、比較言語文化の
3つのコースで、それぞれの専
門領域を深く掘り下げます。他
コースの授業を横断的に履修
することも可能です。

法律学と政治学の幅広い学
びを通して、現代社会に生じる
さまざまな事象を読み解き、解
決する力を養っていきます。4
年間一貫の少人数教育で段
階的に学びを深めていきます。

現代社会と歴史の双方に目を
向け、日本、アジア、欧米研究な
ど幅広い専門分野から経済の
あり方を探求。課題を発見し
解決する力を育成する4年間
一貫のゼミナールが魅力です。

幅広い教養を養いながら、豊
かな人間性と高度な知識・技
術を育成。毎年、実践的な指
導力を備えた有用な人材を数
多く教育現場に送り出していま
す。

生涯スポーツ専攻と国際理解
教育専攻の2専攻があります。
教員養成で培われた教育と研
究の成果をベースに、実践的
な指導力を備えた指導者を広
く社会に送り出しています。

総合科学専攻と消費生活科
学専攻の2専攻があります。
生活者優先社会に適応し、科
学的成果を的確に伝え、社会
貢献に結びつけることのできる
人材を育成しています。

音楽文化、美術・デザイン、書
文化の3専攻があります。各
分野において創造的能力を
育成。多様な芸術の分野でパ
イオニアとして活躍できる人材
を社会に送り出しています。

人文社会科学部 教育学部
Faculty of Humanities and Social Sciences Faculty of Education

現代社会が抱えるさまざまな問題を見つめ、
人間の社会や文化を自由な視点で探求します。

言語や文学の枠を超え、学際的な領域から
言語文化の新たな側面を探求します。

法律学と政治学の幅広い知識をベースに、
社会のさまざまな問題の解決策を探ります。

経済の仕組みや構造を多様な視点で解明し、
「真の豊かさ」への答えを導き出します。

豊かな人間性と高度な専門性を追求し、
新たな時代を担う教員を養成します。

■ 教科教育学専攻
国語教育専修  社会科教育専修  数学教育専修  理科教育専修

音楽教育専修  美術教育専修  保健体育教育専修  技術教育専修

家庭科教育専修  英語教育専修

■ 発達教育学専攻
教育実践学専修  教育心理学専修  幼児教育専修

■ 特別支援専攻

生涯学習社会の多様な要請に対応し、
社会が求める実践的な指導者を育成します。

科学技術の成果を社会に還元できる、
高い専門性を備えた人材を育成します。

創造的な能力を備えた教育者を養成し、
芸術の新たな意義と役割を追求します。

入学定員75人 入学定員300人

入学定員75人

入学定員120人 入学定員35人

入学定員30人入学定員200人

入学定員35人
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情報科学科

情報社会学科

数学科

物理学科

化学科

生物科学科

地球科学科

工学系の視点から「情報」に
アプローチ。情報技術に関す
る専門性を活かし、先端的な
知識と技術を追究。人 の々暮ら
しや社会と調和する情報システ
ムの構築に取り組んでいます。

文科系の視点から「情報」に
アプローチ。人文科学的な知
識をベースに、高度情報化がも
たらす社会への影響を解明。
新たな情報社会のあり方を探
求します。

自由な発想と緻密な思考力を
養うとともに、数学的能力と論
理的思考能力を育成。現代
の数学教育に新しい視点・視
野をもって貢献できる教育者を
養成します。

数学・基礎科学の講義を中心
に、幅広い演習科目で物理学
や数学的手法を身につけます。
将来は、情報系・電子技術系
の企業や教職員など幅広い分
野で活躍することが可能です。

有機化学、無機化学および分
析化学、生化学、構造物理化
学、反応物理化学など幅広い
分野の教員を配置。実験を
重視したカリキュラムで、生きた
知識を身につけていきます。

生命現象の原理、生物の多様
性や環境適応を中心に、総合
的な視点で生物学を学びます。
遺伝子から個体群まで体系的
に学び、広い視野と専門性を
兼ね備えた人材を育成します。

地震や火山活動、マグマ、地
殻変動、変成作用、プレート運
動などさまざまな地学現象を探
求します。野外に出て、調査や
試料の採取を行う機会も多く
設けられています。

情報学部 理学部
Faculty of Informatics Faculty of Science

工学系の視点から「情報」にアプローチし、
新たな知のパラダイムを創出します。

人文社会学系の切り口で研究・教育を進め、
新たな情報学のあり方を探求します。

数学を通して豊かな発想力と思考力を養い、
教育者、研究者としての活躍の場を広げます。

物理を通して自然界の基本法則を探求し、
最先端分野で活躍できる力を身につけます。

ひとつの原子から遺伝子、結晶まで、
多様な物質の構造と性質を追究します。

確かな基礎の上に総合的な視点で生物学を学び、
「生命の謎」を解き明かしていきます。

地球上のさまざまな地学現象に目を向け、
地球環境が直面する課題にアプローチします。

学科

入学定員100人

入学定員100人

入学定員35人

入学定員45人

入学定員45人

入学定員45人

入学定員45人

情報学部では学生の多様な興味や資質に対応するため、2つの
学科の枠を超えて履修できる「2学科3プログラム制」を採用してい
ます。これによって可能になるのが、情報技術から情報社会のあり方
までを広くとらえることができる人材の育成です。「情報学」という知
のパラダイムに基づいた文工融合型情報教育は、全国の大学のモ
デルケースとして高く評価されています。

2学科3プログラム制

計算機科学プログラム
パソコンやインターネットなどに関連した最先端の情報技
術をテーマに、国際水準の技術を備えた人材を育成す
る教育プログラムです。

CS

情報システムプログラム
組織を構成するひとつの要素としてコンピュータを位置
づけ、情報システムの設計、開発、運用を通じて組織活
動の合理化を進める能力を養います。

IS

情報社会デザインプログラム
情報社会のあるべき姿をデザインし、提言できるよう、人
文社会系の基礎知識とあわせ、プログラミングやモデリ
ングなど情報技術系の技能を習得します。

ID

CS

IS

ID

計算機科学プログラム

情報システムプログラム

情報社会デザインプログラム

情 報 科 学 科

情報社会学科
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機械工学科

電気電子工学科

物質工学科

システム工学科

共生バイオサイエンス学科

応用生物化学科

環境森林科学科

3年次から機械宇宙コースと
機械知能コースの2つのコー
スに分かれます。語学力や表
現力の養成にも力を注ぎ、新た
な時代に求められる機械技術
者を育てていきます。

2年次後期から、情報通信
コース、デバイス・光コース、エ
ネルギー・制御コースの3つの
コースに分かれます。電子技
術立国・日本を支える最先端
の技術を身につけます。

電子・機械・情報など幅広い
分野の先端技術の実用化を支
える「材料」の世界を学びます。
環境への貢献をテーマに掲げ、
リサイクル物質の生産やバイオ
技術の開発も推進します。

システム工学とは、大規模化・
複雑化したシステムをより快適
で安全なものにするための工
学です。グループ学習と参加
型講義・実習を積極的に取り
入れた授業が魅力です。

植物生産のためのバイオテクノ
ロジーの研究開発に取り組み、
「細胞から個体」レベルでの
研究を推進。農業はもとより、
化学、食品、環境など、幅広い
知識を身につけます。

生物の持つさまざまな制御機
能を「遺伝子・分子・細胞」
レベルで明らかにしていきます。
バイオ技術を用いて生物の新
しい機能を開発し、有用物質
の開発や生産を図ります。

森林が果たしている多様な役
割に目を向け、さまざまな角度か
ら研究を推進します。建築業
界や製品加工関連企業、環
境コンサルタントなど幅広い分
野での活躍が可能です。

工学部 農学部
Faculty of Engineering Faculty of Agriculture

機械工学の専門性と幅広い視野を養い、
最先端分野で活躍できる技術者を養成します。

地域の最先端プロジェクトに力を注ぎ、
エレクトロニクス分野を効果的に学びます。

先端技術を支える「材料」の世界を学び、
環境に貢献できる技術者を養成する。

コンピュータを用いたシステム設計の手法を追求し、
技術融合型のエンジニアを養成します。

食糧生産と環境を融合した教育・研究で、
現代の幅広い課題の解決に寄与できる人物を育てます。

生物の持つさまざまな制御機能を研究し、
生物の新しい機能開発にも力を注ぎます。

「森林」が果たす多様な役割に目を向け、
次の時代を見据えた研究を展開しています。

学科

入学定員150人

入学定員150人

入学定員145人

入学定員90人

入学定員60人

入学定員50人

入学定員40人
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入学定員4人 入学定員20人入学定員52人教育学研究科 修士課程／博士課程（後期3年）／専門職学位課程 専攻

入学定員36人

入学定員60人

入学定員70人

入学定員262人

入学定員87人

大学院

人文社会科学研究科 修士課程 専攻

国際性と地域性を追求する新しいタイプの文科系総合大学院です。専門性と学際性

を兼ね備えた高度職業人の養成を目的に設置されました。全国でも屈指の規模を誇る

本研究科では、人文社会科学部の4学科を主体とする約90名のスタッフが学びと研究

をサポート。幅広い領域で先端的な成果を生み出しています。

臨床人間科学専攻
比較地域文化専攻
経済専攻

学校教育研究専攻では、学部教育で養われた一般的・専門的教養をベースに、幅広

い視野での学びを追求。高度な専門性を備えた教員の養成をめざして研究に取り組ん

でいます。教育実践高度化専攻では学部卒業者を対象に、新たな学校づくりの担い手

を養成するための教育を実施。さらに現職教員を対象に、実践的な指導力を備えたス

クールリーダーを養成するための教育にも取り組んでいます。

学校教育研究専攻（修士課程）
・発達教育学専修  ・国語教育専修  ・社会科教育専修
・数学教育専修  ・理科教育専修  ・音楽教育専修
・美術教育専修  ・保健体育教育専修
・技術教育専修  ・家政教育専修  ・英語教育専修

共同教科開発学専攻（共同大学院）（博士課程）
教育実践高度化専攻（教職大学院）（専門職学位課程）

情報学研究科 修士課程 専攻

急速な勢いで高度情報化が進む社会の現状をふまえ、日本および国際社会が直面す

るさまざまな課題を情報科学技術と情報社会学を融合した立場から解決するのが、本

研究科の取り組みです。本研究科では情報学の学問的高度化を推進するとともに、高

度情報化社会が求める専門的な職業人を養成しています。

情報学専攻

理学研究科 修士課程 専攻

数学、物理学、化学、生物科学、地球科学の５つの基礎科学に対応した専攻を設置。

理学的発想力の追求により、宇宙、生命、物質、数理をはじめとする自然界の普遍的真

理を解明し、研究成果を応用科学研究や産業活動などに還元できる高度な研究者を

育成します。

数学専攻
物理学専攻
化学専攻
生物科学専攻
地球科学専攻

工学研究科 修士課程 専攻

本研究科では、自然と科学技術の共生により人類の豊かな繁栄をめざすことを基本理

念として、最先端の科学技術に精通した高度な研究者および科学技術者を養成してい

ます。静岡県はベンチャー企業や独自性豊かな企業が多い地域です。その環境を活か

してさまざまな分野の産学連携研究にも取り組んでいます。

機械工学専攻
電気電子工学専攻
物質工学専攻
システム工学専攻　
事業開発マネジメント専攻

農学研究科 修士課程 専攻

農学研究科では環境問題を21世紀の農学分野が担うべき重要な柱と位置づけ、教

育研究のさらなる充実をめざしています。静岡キャンパス内には、大学共同施設である

遺伝子実験施設や機器分析センターが設置され、最先端の研究機材が導入されてい

ます。農学を研究するための最適な環境で、最先端の研究に取り組んでいます。

共生バイオサイエンス専攻
応用生物化学専攻
環境森林科学専攻

修士課程 博士課程 専門職学位課程
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大学院

法科大学院　専門職学位課程

創造科学技術大学院
自然科学系教育部（教育組織）  博士課程 創造科学技術研究部（研究組織）

法学系以外のさまざまな学問を学んだ人や豊富な経験を積んだ社会人など多様な人材を積極的に受け入れるため、

法学を初めて学ぶ人を前提とした3年課程のカリキュラムを用意しています。なお、2年課程にあっては、修学年限が2年間に短縮されます。

専任教員は20人。この人的パワーを活かし、全員が履修する必修科目は30人以下、

総合演習科目では1クラス10人前後という徹底的な少人数制により、高い教育力を確保しています。

本研究科では、静岡県の地域特性と現代的ニーズをふまえた高等

教育を実施。深い専門知識と幅広い教養、豊かな国際性を備えた

研究者や技術者を養成しています。修士課程の情報学研究科、理

学研究科、工学研究科、農学研究科のそれぞれの専門分野と関連

が深い5つの専攻を設置。教育組織と研究組織を分離させた体制

で、独自性の高い教育研究活動を行っています。

創造科学技術研究部は、創造科学技術大学院において研究面を

専門的に担う組織です。静岡研究院と浜松研究院の2つの研究院

によって構成されています。それぞれの研究院は研究の成果を自然

科学系教育部に所属する教員にフィードバック。静岡大学における

教育研究活動の活性化にさまざまな形で貢献しています。

法科大学院棟 法廷教室

浜
松
研
究
院

ナノビジョンサイエンス部門

オプトロニクスサイエンス部門

インフォマティクス部門

ナノマテリアル部門

エネルギーシステム部門

静
岡
研
究
院

統合バイオサイエンス部門

環境サイエンス部門

ナノビジョン工学専攻
● 画像関連ナノデバイス・システム
● 光子・電子のナノ領域物理とデバイス応用
● 高分子・誘導体ナノ領域光物性
● 光エレクトロニクス

光・ナノ物質機能専攻

● 光通信・光センシング
● 光導波路・光回路
● 超高密度光メモリ・光情報処理
● 量子物性・磁気科学
● 光関連物質・機能性新物質

情報科学専攻

● インフォマティクス基礎
● コンピュータネットワーク
● ソフトウェアエンジニアリング
● 知的メディア処理
● ヒューマンインターフェイス

環境・エネルギーシステム専攻

● 地球環境生態学
● 地球環境変動予測
● 物質循環システム
● エネルギー環境論
● 生産システム論

バイオサイエンス専攻

● ゲノミクス、プロテオミクス
● 分子細胞形態学、発生生物学
● ケミカルバイオロジー
● バイオ・ケモインフォーマティクス
● バイオ工学

ベ
ー
シ
ッ
ク
部
門

入学定員20人

入学定員50人
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研究所

電子工学研究所

画像デバイスを革新する研究・開発を効率的に行うために、研究所各研究室

で管理している汎用性の高い作製、加工、評価装置などを集約・管理し、効率

的に運用するとともに、共同研究等を通じ広く学内外に開放するため、電子工学

研究所の組織として、平成19年4月1日、「ナノデバイス作製・評価センター」

が開設されました。これにより、「画像ナノエレクトロニクス」に関する研究所の

研究機能が一層強化され、 産官学への開放、連携強化が可能となりました。

静岡大学の前身のひとつである浜松高等工業学校（1922年創設）において、

高柳健次郎教授が行った電子式テレビジョンの研究が原点となっており、1950年、工学部附属電子工学研究施設として設置された後、

1965年、新制大学で唯一の理工系附置研究所として設置されました。

2004年には、21世紀COEプログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」を獲得することができ、研究面における中心的な役割を担っています。

また、「浜松地域知的クラスター（オプトロニクスクラスター）事業」においても重要な役割を担っています。

国際ナノビジョン研究推進センター
イメージングデバイス分野
ナノデバイス分野

フォトニックデバイス分野
アクティブディスプレイ分野
極限ナノマシーニング分野

ビジョン・インテグレーション分野
ビジョン情報処理分野

ナノデバイス材料部門
ナノ材料創成分野

ナノデバイスプロセス分野

ナノ構造解析応用分野

新領域創成部門
生体医療計測分野

光制御デバイス分野

ナノシステム集積化分野

ナノデバイス作製・ 評価センター

研究所の目標

本研究所は「ナノビジョンサイエンス」の拠点として光・電子工学分野の更なる発展に寄与し、

成果を世界に向け発信、国際研究機関との共同研究により国際交流を発展させます。

また、地場産業への協力、知的生産物（研究成果）を社会に公開・公表して社会的貢献を目指します。

ナノデバイス作製・ 評価センター
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国際交流

国際交流
静岡大学では、ネブラスカ大学オマハ校（アメリカ）、アルバータ大学（カナダ）、浙江大学（中国）などの協定校との間で、

学生の派遣や留学生の受け入れや教員の学術交流など活発な国際交流を進めています。

また、多くの外国人留学生が在籍していることも、本学の特徴です。

海外留学やキャンパス内での留学生との触れ合いを通じて、グローバル社会に求められる豊かな国際感覚を養うことができます。

毎年、多くの学生が、静岡大学に在学したまま、交換留学制度を利用して海外に留学しています。
海外への学生派遣

アメリカ・カナダアメリカ・カナダアメリカ・カナダ

◎1 ／アルバータ大学（カナダ）
●1 ／ビクトリア大学工学部（カナダ）
 ［工学部］
◎1 ／ネブラスカ大学オマハ校
 （アメリカ）
●2 ／カリフォルニア工科大学工学及び応用科学技術部

（アメリカ）
 ［工学部］ 
ほか

【協定の種類】
◎…大学間協定
●…学部間・部局間協定

【交流内容】
1…教職員及び学生の交流、
 学術情報の交換
2…教職員の交流、
 学術情報の交換
3…学生の交流

国際交流に関するさまざまな取り組みを担う組織として2006年に設

置されたのが、国際交流センターです。本学の理念と方針に沿っ

た国際交流事業への貢献を目的に、教育・研究両面で幅広い活

動に取り組んでいます。センター内には学術交流部門と学生交流

部門が設置されています。

国際化推進の基本計画を策定し、国際的なプロジェクトの
推進など学術交流に関する業務を行っています。

外国人留学生に対する日本語教育のほかに、留学生の受
け入れや派遣に関するサポートを行っています。

学術交流部門

学生交流部門

ヨーロッパ・ロシア

◎1 ／ロレーヌ大学（旧ナンシー第2大学：フランス）
●1 ／イエーテボリ大学経済商法学部（スウェーデン）
 ［人文社会科学部・人文社会科学研究科］
◎1 ／ワルシャワ工科大学（ポーランド）
◎1 ／コメニウス大学（スロバキア）
◎1 ／アレクサンドル・アイオアン・クザ大学（ルーマニア）
◎1 ／ブダペスト工科経済大学（ハンガリー）
◎1 ／ブッパータール大学（ドイツ）
◎1 ／マサリク大学（チェコ）

●3 ／ボン大学文学部（ドイツ）
 ［人文社会科学部・人文社会科学研究科］
◎1 ／ブラウンシュバイク工科大学（ドイツ）
●2 ／マックス・プランク固体研究所（ドイツ）
 ［電子工学研究所］
●1 ／イルクーツク大学物理学部（ロシア）
 ［工学部］
◎1 ／イエナ応用科学大学（ドイツ）
ほか

アジア・オセアニア

◎1 ／南京大学（中国）
◎2 ／復旦大学（中国）
◎1 ／西安電子科技大学（中国）
◎1 ／浙江大学（中国）
◎1 ／華中科技大学（中国）
●2 ／中国科学院・上海技術物理
 研究所・紅外物理国家重点
 実験室［電子工学研究所］
●2 ／成均館大学校先端材料・
 プロセス研究センター（韓国）
 ［工学部］

●2 ／新疆農業大学（中国）［農学部］
●2 ／中国地震局
 ［地震予測研究所］
◎1 ／慶北大学校（韓国）
◎1 ／釜山大学校（韓国）
◎1 ／朝鮮大学校（韓国）
◎1 ／嶺南大学校（韓国）
◎1 ／カセサート大学（タイ）
◎1 ／アンナ大学（インド）
◎1 ／タマサート大学（タイ）
◎1 ／フエ大学（ベトナム）

◎1 ／ガジャマダ大学（インドネシア）
●3 ／シドニー大学
 （オーストラリア）
 ［情報学部・情報学研究科］
●2 ／延世大学校情報ストレージ
 センター（韓国）
 ［工学部］
ほか

アルバータ大学（カナダ）

ネブラスカ大学
オマハ校（アメリカ）

ロレーヌ大学（旧ナンシー第2大学：フランス） ワルシャワ工科大学（ポーランド） コメニウス大学（スロバキア）

朝鮮大学校（韓国） 華中科技大学（中国）慶北大学校（韓国）

国際交流センター
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附属施設・センター

学内共同教育研究施設
大学教育センター 

大学教育体制の企画及び調整 ■ 教員の教授方法改善のための調査・研究 ■ 全学教育科目における授業計画の立案・実施 ■

国際交流センター 
国際化推進の基本計画の策定及び運営 ■

国際学術交流の調査・企画・運営 ■

本学の国際交流事業のさらなる推進に向けての提言 ■

学術、学生交流プログラムの新規開拓及び  ■
既存プログラムの改善への提言

教職員の海外派遣及び外国の大学等からの  ■
研究者受け入れに関わる総合支援

学生の海外派遣及び外国人留学生受け入れの促進 ■

海外留学を希望する学生に対する修学及び  ■
生活上の指導・助言

外国人留学生に対する日本語・日本事情教育 ■

外国人留学生に対する大学院等への入学前日本語予備教育 ■

外国人留学生に対する修学及び生活上の指導・助言 ■

日本語・日本事情教育及び教育効果に関する調査・研究 ■

地域及び産学の連携による国際的な文化・学術交流の  ■
推進に関すること

遺伝子実験施設 
遺伝子実験の交流及び全学的研究の推進 ■

遺伝子組換え実験技術の教育訓練 ■

遺伝子実験材料及び情報の収集・提供・保存 ■

遺伝子組換え実験に係る安全管理 ■

大型機器等の管理運営および共同利用による  ■
有効活用の推進

機器分析センター 
高性能大型機器の効果的な保守・管理運営 ■

機器等の共同利用の促進 ■

分析機器の使用法等についての教育、研修、技術指導 ■

研究用機器の開発、試作及び補修 ■

分析機器及び基礎データに関する情報の収集及び提供 ■

情報基盤センター 
学内基幹ネットワークの管理 ■

遠隔講義システムの管理 ■

研究用高速計算機の管理 ■

教育用サーバ及び端末の管理 ■

情報基盤に係る調査・研究 ■

教育支援、メディア研究に係るシステムの構築 ■

その他教育支援、メディア研究の運用支援に必要な業務 ■

情報システムの開発に係る調査・研究 ■

情報システムの導入及び運用支援 ■

その他情報システムの開発に必要な業務 ■

情報ネットワークに係る調査・研究 ■

学外の情報ネットワークとの連携及び運用 ■

その他情報ネットワークの構築及び運用に必要な業務　 ■

防災総合センター 
防災教育の強化 ■

防災関連研究・開発の促進 ■

災害時の危機管理能力の向上 ■

防災関連知識・情報の集約と地域への発信 ■

防災に関する地域連携の充実強化 ■

浜松キャンパス共同利用機器センター 
機器の保守・管理 ■

学内外からの依頼による分析、測定及び解析 ■

分析・計測技術の研究開発、情報収集 ■

利用者に対する教育、研修及び技術指導 ■

民間機関等からの試験受託及び民間機関等への技術指導 ■

民間機関との共同研究の推進 ■

学生支援センター 
キャリアサポートに係る企画及び立案 ■ 学生相談に係る企画及び立案 ■ 学生生活支援に係る企画及び立案 ■

全学入試センター 
入試方法の改善及び入学者の分析 ■

入試に係る広報計画の企画・立案及び広報活動 ■

入試情報処理及び合否判定資料の作成 ■

入試情報の公開及び開示資料の作成 ■
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附属施設・センター

附属図書館

保健センター
健康面や精神面のサポートを行う施設。ケガや病気のケアはもちろん、

学生生活の悩みなど精神面のサポートも行っています。

保健センター

浜松分館静岡本館

イノベーション社会連携推進機構 
地域社会ニーズの把握などによる社会連携全体の  ■
方針の検討

本学の研究力の分析・把握及び研究戦略並びに  ■
知財戦略の検討

学内外に対する社会連携の理解増進活動 ■

本学の基礎研究及び応用研究の申請支援 ■

知財戦略及び事業化戦略等に基づくシーズの育成 ■

知的財産の管理 ■

企業・自治体等との戦略的な共同研究等の企画・実施 ■

大学発ベンチャー及び起業家教育 ■

技術移転活動の推進 ■

地域諸団体との連携協働 ■

公開講座・大学開放事業の実施 ■

社会教育主事等生涯学習指導者の養成 ■

情報基盤機構 
情報戦略の策定 ■
情報基盤の整備、運用支援及び管理 ■
情報セキュリティ対策 ■

情報基盤の予算及び決算 ■
学外の情報ネットワークとの連携及び利用 ■

静岡大学附属図書館（静岡本館） 静岡大学附属図書館（浜松分館）
平成22年4月にリニューアルオープンした、「海の見える図書館」。
キャンパスのほぼ中央に立つ図書館の蔵書数は約95万冊です。
パソコンを設置したゼミルームやプライベートブースなどを用意しています。
仲間との議論などさまざまな使い方を楽しめる、快適で便利な施設です。

幅広い学びと研究に活用される、浜松キャンパスの知の拠点です。
自然科学や工学系を中心に、約26万冊の書籍を所蔵。
自動貸出装置でスムーズに貸出手続を行うことができます。

現在、本館と分館を合わせて122万冊の本があります。平日は朝9時から夜10時まで。週末や祝日も朝9時から夜7時まで開館しています。

大学院生はもちろん、学部生も最先端の研究や歴史的に重要な論文を読む必要が出てきます。

この論文の多くが電子媒体で供給される仕組みが出来上がっています。

本学では、世界で発行される約5千のジャーナルと、いくつかの重要な専門のデータベースを大学のどこからでも見ることが可能です。
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附属施設・センター

附属学校園

学内共同利用施設

静岡大学東京事務所

静岡大学フエ連絡事務所・タイ海外事務所・インドネシア海外事務所

教育学部には、小学校2校（静岡・浜松）、中学校3校（静岡・浜松・島田）、特別支援学校1校、幼稚園1園があります。

それぞれの学校・園では学部と連携を図りつつ、教育問題について研究・実践を行っています。

また、学校教育教員養成課程の学生を中心にその「教育実習」校として利用されています。

小 学 校 附属静岡小学校　 附属浜松小学校

中 学 校 附属静岡中学校 附属浜松中学校 附属島田中学校

特別支援学校 小学部 中学部 高等部

幼 稚 園 2年保育 3年保育

附属浜松小学校

こころの相談室

附属浜松中学校

キャンパスミュージアム

附属静岡小学校

高柳記念未来技術創造館

附属特別支援学校

首都圏における静岡大学の教育、研究、産学連携、同窓会の活動拠点として活用されています。

2008年4月、ベトナムのフエ市に初の海外拠点事務所を開設し、2009年11月タマサート大学内にタイ海外事務所を、

2010年2月ガジャマダ大学内にインドネシア海外事務所を開設しました。

「こころの相談室」では、本学の教員や臨床心理士を目指す大学院生が、地域住民の皆さまのご相談に応じています。

「キャンパスミュージアム」は、学内のさまざまな場所に残されていた研究資料を整理・保存し、再利活用することを目的として設立されました。

「高柳記念未来技術創造館」は、「高柳健次郎先生の偉業を偲びテレビジョン発祥の地を記念する」ため

1961年に設立された高柳記念館を2007年に衣替えしたものです。
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附属施設・センター

学部附属施設

附属教育実践総合センター 

附属放射科学研究施設 

次世代ものづくり人材育成センター

藤枝フィールド

教育学部
附属教育実践総合センター 

地域連携に関すること ■
教育実践（学校経営、学級経営、総合学習、体験学習含む）に関すること ■
情報教育・教育工学に関すること ■
児童・生徒の理解と指導に関すること（外国籍児童・生徒を含む） ■
教育相談に関すること ■
現職教員の研修に関すること ■

創造教育支援部門  ■
ものづくり基礎技術及びチームワーク活動を通した創造性豊かな学生の育成 
ものづくりを通した創造性豊かな児童及び生徒の育成
工作技術部門  ■
ものづくり加工技能を体得する学生の実習及び高度技術者の育成 
委託による装置・器具の製作及び修理
地域連携部門  ■
地域と連携したものづくり人材の育成

理学部
附属放射科学研究施設 

放射線環境影響評価研究部門 ■
放射性同位元素環境負荷低減化研究部門 ■
ラジオバイオジオサイエンス研究部門 ■

【目的】放射科学の基礎及びその応用に関する教育研究を行う。

【目的】教育関連諸機関と連携し、学習活動及び学校外活動を含む生活行動の指導等の教育実践並びに教育相談に関する研究、
教育及び研修に資する。

農学部
附属地域フィールド科学教育研究センター 

【目的】持続型農林業の確立及び森林・水圏環境の保全についてのフィールド科学に関する教育研究を行うとともに、 
地域社会の発展及び国際社会に貢献する。

【目的】独創性に富んだ科学技術を創造する人材養成のための教育、創造的な基盤研究・研究開発、 
社会に開かれた「知」の拠点とした社会地域連携を行う。

持続型農業生態系部門 ■
・藤枝フィールド

森林生態系部門 ■
・天竜フィールド（上阿多古）
・南アルプスフィールド（中川根）

水圏生態系部門 ■
・用宗フィールド

教育学部の附属施設は、現職教員に向けてさまざまなサービスを提供するほか、一般市民に対しての公開講座も開設しています。

理学部の附属施設は、理学部のみならず全学における放射線や放射性核種を利用した研究活動の中心としての役割を果たしています。

農学部の附属施設では、学生たちが1年生からフィールド科学の基礎を学ぶほか、高校生の体験学習会なども行われています。

工学部に置くセンター

次世代ものづくり人材育成センター 



静岡キャンパス
人文社会科学部／教育学部／理学部／農学部
〒422-8529 静岡市駿河区大谷 836

交通機関
JR 静岡駅前しずてつジャストラインバス 8 番のりば（静大行き又
は東大谷行き）に乗車し「静大前」又は「片山」下車（所要時間
約 25 分）

浜松キャンパス
情報学部／〒432-8011 浜松市中区城北 3-5-1
工 学 部 ／〒432-8561 浜松市中区城北 3-5-1

交通機関
遠鉄バスのりば等、JR 浜松駅北口バスターミナル 15・16 番のり
ばから全路線で「静岡大学」下車（所要時間約 20 分）

静岡市役所

スーパーもちづき

南郵便局
三菱電機

済生会病院

県庁

南警察署静岡放送

マクドナルド

テンジンヤ

松坂屋
新静岡駅 国道1号線バイパス

静岡駅バス停

安
倍
川

片山バス停

静大前バス停

JR東海道線・新幹線

二ッ池

南幹線

←名古屋 東京→

東京→

←名古屋

SBS通り

東名高速道路

国道150号線

駿河湾

静岡鉄道

千代田上土IC.

静岡IC.

静岡駅 東静岡駅

静岡大学

静岡大学

市役所

東海調理師専門学校

名鉄ホテル

ザザシティ

出雲殿

アクトシティ

聖隷浜松病院

遠
州
鉄
道

←浜松西インター

JR東海道線・新幹線
←名古屋

浜松インター→

浜松インター→

浜松インター→

東京→

静岡大学

浜松駅

ヤマハ

浜松城

グランドホテル浜松

ホテルコンコルド浜松

三菱東京UFJ銀行

遠鉄百貨店

郵便局

バス
ターミナル

http://www.shizuoka.ac.jp/
携帯電話サイト　http://daigakujc.jp/shizuoka/
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