
三ポリシー 機械⼯学科 ナノサイエンス学科 建築学科 宇宙航空システム⼯学科 情報学科 応⽤微⽣物⼯学科 応⽤⽣命科学科 美術学科 デザイン学科 薬学科
"ディプロマ･ポリシー 
（全学共通教養科⽬）" 

「⼈間関係形成・社会形成能⼒」「⾃⼰理解・⾃⼰管理能⼒」「課題対応能⼒」「キャリアデザイン能⼒」等の基礎的・汎⽤的能⼒を⾝につけ、それらを実践できるもの 

"ディプロマ･ポリシー 
（学位授与の⽅針）" 

"本学科は、本学の教育理念であ
る 「いのちとくらし」に関する⾼
度な専⾨性を有する⼈材育成に沿
ったカリキュラムを実践し、厳格
な成績評価により卒業要件を満⾜
した次の能⼒を有するものに学⼠
（⼯学）の学位を授与します。 
 

"本学科は、本学の教育理念に沿
ったカリキュラムを実践し、厳格
な成績評価を通過した次の能⼒を
有するものに学⼠ （⼯学）の学位
を授与します。 

"本学科は、教育理念に沿ったカ
リキュラムを実践し、厳格な成績
評価により卒業要件を満⾜した次
の能⼒を有するものに学⼠ （⼯学）
を授与します。 

"本学科は、所定のカリキュラム
を実践し、厳格な単位認定により
卒業要件を満⾜した次の能⼒を有
するものに学⼠ （⼯学）の学位を
授与します。 

"本学科は、本学の教育理念に沿
ったカリキュラムを実践し、厳格
な成績評価を通過した次の能⼒を
有するものに学⼠ （⼯学）の学位
を授与します。 

"本学科は、本学科のカリキュラ
ムポリシーに沿った教育プログラ
ムの授業科⽬を履修し、所定の単
位を修得し、次の能⼒を有するも
のに学⼠ （⼯学）の学位を授与し
ます。 

"本学科は、本学の教育理念に沿
ったカリキュラムを実践し、厳格
な成績評価により卒業要件を満た
した次の能⼒を有するものに学⼠
（⼯学）の学位を授与します。 

"本学科は、本学の教育理念に沿
ったカリキュラムを実践し厳格な
成績評価を通過した次の能⼒を有
するものに学⼠ （芸術）の学位を
授与します。 

"本学科は、本学の教育理念に沿
ったカリキュラムを実践し、厳格
な成績評価を通過した次の能⼒を
有するものに学⼠ （芸術）の学位
を授与します。 

"本学科は、本学の教育理念お
よび学部の教育研究上の⽬的
に沿ったカリキュラムを実践
し、厳格な成績評価により卒業
要件を満たした次の能⼒を有す
るものに学⼠(薬学)の学位を授
与します。 

【知識･理解】 
優れた実践⼒を有する機械エンジ
ニアになるために、広い視野と社
会⼈基礎⼒、機械⼯学に関する基
本的な専⾨知識を⾝につけたも
の。 

【知識･理解】 
 ・社会の多種多様な問題を解決す
るために必要な課題発⾒ ・問題解
決能⼒を⾝につけたもの。 

【知識･理解】 
 ・建築が有する普遍的課題に対す
る基礎的知識と技術体系及びそれ
に基づく思考⼒を⾝につけたも
の。 

【知識･理解】 
社会⼈として相応しい豊かな⼈間
性と倫理観を⾝につけたもの。

【知識･理解】
・情報学科に所定の期間在学し、カリ
キュラムの履修を通して、基礎的な学
習能⼒とともに、次のいずれかの専⾨
分野の知識と能⼒を⾝につけたもの。
(1)情報処理技術やネットワーク技術、
ソフトウェア技術やメディア情報処理
技術の基礎知識を修得し、情報システ
ムの設計開発、メディア情報の⽣成・
加⼯・流通等を通して社会に貢献でき
る能⼒ 
(2)電気 ・電⼦分野の技術や情報通信技
術、クリーンエネルギー技術や計測・
制御技術の基礎知識を修得し、電気電
⼦通信システムやロボティクスシステ
ムの設計開発を通して社会に貢献でき
る能⼒ 

【知識･理解】
バイオテクノロジーに関する専⾨
知識と技術を有し、それを総合的
に応⽤する能⼒を有するもの。

【知識・理解】
 ・優れた実践⼒をもつ⽣命科学の
専⾨家となりうる、⽣命科学に関
する基本的な専⾨知識を⾝につけ
たもの。 

【知識･理解】 
造形活動や芸術⽂化研究における
専⾨家として、基礎的技術や専⾨
的知識を総合的に⾝に付けたも
の。 

【知識・理解】
優れた実践⼒を有するデザインの
専⾨家になるため、デザインに関
する基本的な専⾨知識を⾝につけ
たもの。 

【知識･理解】
 ・薬剤師としての⾼度な知識を
修得したもの。 

【汎⽤的技能】 
国内外の様々な社会問題に対し、
⼯学的素養と機械⼯学の専⾨知
識ならびに機械製図やCADなどの
技術開発･設計に必要な汎⽤的技
能を活かし、積極的に課題発⾒し、
論理的に課題解決する能⼒を⾝に
つけたもの。 
 

【汎⽤的技能】 
 ・ナノサイエンス分野において応
⽤⼒を有する専⾨家になるため、
汎⽤的基礎⼒と専⾨能⼒を⾝に
つけたもの。 

【汎⽤的技能】 
 ・今後の社会で求められる建築的
課題に対する専⾨的知識と技術体
系及びそれに基づく分析 ・判断⼒
及び応⽤⼒を⾝につけたもの。 

【汎⽤的技能】 
航空宇宙分野と広範な関連分野
を⽀える専⾨家になるため、汎⽤
的基礎⼒、基本的な専⾨知識、さ
らに総合⼯学的視点を⾝につけた
もの。 

【汎⽤的技能】
 ・電気 ・電⼦ ・通信 ・情報分野に
おいて、課題解決能⼒やコミュニ
ケーション能⼒、デザイン能⼒な
どの汎⽤的な能⼒を⾝につけたも
の。 

【汎⽤的技能】
国際的な視野とコミュニケーショ
ン能⼒を有するもの。 

【汎⽤的技能】
 ・持続可能な⼈類社会の構築に貢
献できる社会⼈として相応しい豊
かな⼈間性と汎⽤的基礎⼒、論理
的思考能⼒、さらに国際的な視点
を⾝につけたもの。 

【汎⽤的技能】 
造形活動や芸術⽂化研究を通し
て培った汎⽤的造形⼒や論理的思
考⼒、国際的視点、さらに豊かな
感性や⾼い倫理観を有し、⼈間社
会の構築や発展に持続的に貢献で
きるもの。 

【汎⽤的技能】
社会の様々な問題を解決するた
め、汎⽤的基礎⼒・課題発⾒⼒・
問題解決能⼒を⾝につけたもの。

【汎⽤的技能】
 ・科学的思考にもとづく問題発
⾒・解決能⼒を有するもの。

【態度･志向性】 
社会の持続的発展に貢献できるエ
ンジニアになるために必要な豊か
な⼈間性と⾼い倫理観を⾝につけ
たもの。" 

【態度･志向性】 
 ・社会⼈として相応しい豊かな⼈
間性と責任感、倫理観を⾝につけ
たもの。" 

【態度･志向性】 
 ・建築を志す者の責務として、社
会に対する責任を⾃覚した倫理観
と豊かな⼈間性を⾝につけたも
の。" 

【態度･志向性】 
社会の様々な問題を⼯学的に解明
するため、課題発⾒ ・実践的問題
解決能⼒を⾝につけたもの。" 

【態度･志向性】
 ・技術者としての⾼い倫理観と⾃
⼰管理⼒を持ち、チームワーク⼒
と実践⼒を⾝につけたもの。" 

【態度･志向性】
地球環境と⽣命を尊重できる豊かな
⼈間性と倫理性を有するもの。 
社会の要求する課題を柔軟に解決す
るために、チームワークに必要な協
調性と主体性を有するもの。" 
 

【態度・志向性】
・⼈類社会の様々な問題に対し、
⾼い倫理観と⽣命科学の専⾨知
識を活かして、⾃ら課題を⾒出し、
解決できる能⼒を⾝につけたも
の。" 

【態度･志向性】 
⼈間社会のさまざまな問題や課題
を、⾝に付けた専⾨的技術や知識、
⾼い倫理観を活かして解決するこ
とで、未来の⽂化形成に寄与でき
るもの。" 

【態度・志向性】
社会⼈として相応しい豊かな⼈間
性と倫理観を⾝につけたもの。"

【態度･志向性】
 ・医療⼈としての豊かな⼈間性
と⾼い倫理観を⾝につけたも
の。 
 ・地域の⼈々の健康増進、公衆
衛⽣の向上に貢献できるもの。
"

カリキュラム･ポリシー 

（教育課程編成・実施の⽅針） 

"本学科は、ディプロマポリシー
に掲げる幅広い教養と機械⼯学の
専⾨知識を⾝につけて実社会で活
躍できるように、次の実施⽅針で
カリキュラムを編成します。 

"本学科は、幅広く深い教養とナ
ノサイエンスの専⾨知識を⾝につ
けて社会に活かせるように、次の
実施⽅針でカリキュラムを編成し
ます。 

"本学科は、幅広い教養と建築の
専⾨知識を⾝につけて実社会で活
躍できるように、次の実施⽅針で
カリキュラムを編成します。 

"本学科は、多くの⼈の⼒を結集
してより軽くより速い物をつくり、
これを安全に維持 ・運⽤すること
のできる⼈材育成のために、次の
ような⽅針でカリキュラムを編成
します。 
 

"本学科は、本学の教育理念に沿
って、次の実施⽅針でカリキュラ
ムを編成します。 

"本学科は、⼈々の「いのちとく
らし」を⽀えるバイオテクノロジ
ー分野で活躍できるスペシャリス
トを養成するため、次のようにカ
リキュラムを展開します。 

"本学科は、幅広い教養、⽣命科
学の専⾨知識、および基礎的研究
能⼒を⾝につけ実社会で活躍でき
る⼈材の育成を⽬指します。その
ため、次の実施⽅針でカリキュラ
ムを編成します。 

"本学科は、本学の教育理念に沿
って、次の実施⽅針でカリキュラ
ムを編成します。 

"本学科は、幅広い教養とデザイ
ンの専⾨知識を⾝につけて実社会
で活躍できるように次の実施⽅針
でカリキュラムを編成します。

"本学科は、本学の教育理念お
よび学部の教育研究上の⽬的
に沿って、次の実施⽅針でカリ
キュラムを編成します。 

・機械エンジニアとして相応しい⼈間
性と倫理観を養うため、動機付けを含
む導⼊教育、教養および倫理教育、キ
ャリア教育を体系的に継続して⾏いま
す。 
 
・様々な⼯学分野の課題に挑戦できる
幅広い能⼒を涵養するため、専⾨科⽬
とともに専⾨基礎科⽬を充実させ、基
礎から応⽤へとつながる効果的な教育
を展開します。また、初年次教育を充
実させ、社会における機械技術者の役
割および必要性についてのグループ学
習を通して、専⾨科⽬および専⾨科⽬
修得に必要となる専⾨基礎科⽬への修
学意欲が⾃然と向上するような動機付
け教育を展開します。 
 
 ・課題の発⾒･解決ができる実践型のエ
ンジニアを養成するために、専⾨科⽬
の中でCADや製図教育および⼯作実習
など実践⼒を⾝につける科⽬を充実さ
せるとともに、PBL型教育や卒業実習
および卒業研究などの⾃学⾃習を通し
て⾃得の教育を推進します。" 
 

 ・技術者 ・研究者として相応しい
⼈間性と倫理観を養うため、初年
次導⼊教育、教養教育および研究
倫理教育を、専⾨科⽬教育および
キャリア教育と連動して⾏いま
す。 
 
 ・⾼度なナノサイエンス分野の課
題に挑戦できる能⼒を涵養するた
め、各分野の専⾨科⽬カリキュラ
ムを基礎から応⽤まで段階的 ・系
統的に編成します。 
 
 ・新時代の技術者 ・研究者として
必要な課題発⾒ ・問題解決能⼒を
養うため、アクティブ・ラーニン
グを活⽤した授業、演習、実験、
体験型実習、卒業研究を通じてコ
ミュニケーション⼒、リーダーシ
ップなどのソフトスキルの向上を
⽬指す教育を⾏います。" 

 ・建築学の普遍的な基礎的知識と
それに基づく思考⼒を養うため、
専⾨基礎科⽬とともに各専⾨科⽬
を充実させ、⼀級建築⼠を取得す
るために必要な基礎的な教育を⾏
います。 
 
 ・建築学の⾼度な専⾨的知識とそ
れに基づく実践⼒を養うため、計
画から設計までのプロセスを理解
し、各専⾨分野の⽴場から企画、
計画及び検証、設計を展開し、そ
れをプレゼンテーションする横断
的デザイン教育を⾏います。 
 
 ・⾃然科学の教養、社会に対する
責任を⾃覚した倫理観及び社会で
通⽤するコミュニケーション能⼒
を養うため、⾃然科学教育、社会
科学及び倫理教育、語学教育、キ
ャリア教育を体系的に⾏います。
" 

 ・⾼い倫理観、協調性、そして国
際的コミュニケーション能⼒を養
うために、教養教育とキャリア教
育を実施します。 
 
 ・総合的専⾨基礎教育、安全性を
担保する実験実習教育と国家資
格取得教育、グループ討論学習に
よる想像⼒養成を実施します。
 
 ・空への憧れを形にしていく空港
キャンパス講義 ・実験実習、段階
的なアクティブ・ラーニング、課
題発⾒ ・問題解決能⼒を養う卒業
研究を推進します。" 

・⾼い⼈間性と倫理観を持つ技術
者を育成するために、教養および
倫理教育を導⼊します。 
 
 ・電気 ・電⼦ ・通信 ・情報分野に
関する⾼度な専⾨分野に対応でき
る能⼒を養成するため、専⾨分野
に応じたコースを定め、基礎科⽬、
コース専⾨科⽬の⼆段階でカリキ
ュラムを編成します。 
 
 ・電気 ・電⼦ ・通信 ・情報分野に
関する課題発⾒ ・問題解決能⼒を
養うため、アクティブ・ラーニン
グ、実験、実習、卒業研究等の実
際の体験を通した教育を推進しま
す。" 

・⼯学系と⽣物系のハイブリッド分野
の教育を⾏います。その教育プログラ
ムの学習・教育到達⽬標は、以下のと
おりです。 
(ⅰ)常に世界的な視野に⽴って幅広く
⼈類の精神⽂化を理解し、コミュニケ
ーション⼿段としての外国語と情報処
理能⼒を⾝につける。 
(ⅱ)地球の環境と⼈間の健康を守り、
⽣命を尊重する倫理と技術の融合をめ
ざす。 
(ⅲ)数学、⾃然科学の基礎知識を応⽤
し、微⽣物現象を定量的に説明できる
⼯学的センスを養う。 
(ⅳ)⽣物⼯学の専⾨知識に習熟し、バ
イオテクノロジーを総合的に応⽤して
問題を解決できる⼒を磨く。 
(ⅴ)社会の要求する課題を計画的に解
決できる能⼒を養い、チームワークの
中で協調性と主体性をもつ。 
(ⅵ)⾃学⾃習の態度を培い、論理的な
記述⼒と発表能⼒を⾝につける。 
（本学科の教育プログラムは「⽣物⼯
学分野」でJABEEの認定を受けていま
す。）  
・初年次の基礎科⽬から始まり、徐々
に専⾨科⽬や実験実習の⽐重が⼤きく
なる“系統的くさび型のカリキュラム”
を展開します。各科において上記の該
当する⽬標を設定し、その到達度を厳
正に評価します。 
 
・特に実験実習を重視し、さらに卒業
研究等の体験を通して、実践的バイオ
テクノロジー技術者および研究者に必
要な課題解決⼒や、新たな課題を⾃ら
⽴案できる能⼒を持った⼈を養成しま
す。" 

・「いのちとくらし」を⽀える社
会⼈、技術者、研究者としての⼈
間性と倫理観を養うために、導⼊
教育、教養および倫理教育、キャ
リア教育、外国語教育を体系的に
⾏います。 
 
 ・幅広い学際的能⼒をもつ⼈を育
成するために、専⾨科⽬に加えて
専⾨基礎科⽬を充実させ、基礎か
ら応⽤へとつながる系統的で効果
的な教育を展開します。 
 
 ・⾃ら課題を発⾒し、解決できる
実践⼒を備えた⼈材を育成するた
めに、学⽣実験や卒業研究等の体
験型学習を充実させるとともに、
学⽣の能動的な学習を促す教育を
推進します。" 

 ・幅広い視野と豊かな⼈間性を養
うために、芸術 ・⽂化における多
様な基本的知識と教養を⾝に付け
る教育を実践します。 
 
 ・芸術における⾼度な専⾨家を養
成するために、専⾨分野に関する
深い理解と表現⼒を獲得するため
の科⽬を充実させます。 
 
 ・芸術や⽂化の発展のために、制
作や研究の授業を通して課題を発
⾒し、解決する能⼒を養う教育を
推進します。" 

 ・世の中のあらゆる情報を再構築
し、暮らしをより豊かにする可能
性を追究する学問としてのデザイ
ンを習得し、⾼い倫理観と豊かな
⼈間⼒を⾝につけた⼈材を育成し
ます。 
 
 ・社会の様々な問題を発⾒し解決
するデザイン⼒を育成するために
必要な、コミュニケーション能⼒、
情報分析能⼒、プレゼンテーショ
ン能⼒の向上を⽬指します。 
 
 ・専⾨実習や地域のコンテンツを
基軸にしたプロジェクト授業、卒
業研究等を通して、世界に通⽤す
るデザインプロセスや技術を⾝に
つける教育を展開します。" 

・⼈間性・倫理観を養うために、
教養 ・倫理教育を継続的に実施
します。 
 
 ・⾼度な医療と健康増進、公衆
衛⽣の向上に対応できる能⼒を
養うために、医療系科⽬を充実
させます。 
 
 ・問題発⾒ ・解決能⼒を養うた
め に 、 PBL(Problem Based 
Learning)学習、実習および卒
業研究を充実させます。 
 
・ 学 習 成 果 基 盤 型 教 育
(Outcome Based Education)
に基づいて、効果的な学習がで
きるように科⽬を編成します。
" 

アドミッション･ポリシー 

（⼊学者受け⼊れの⽅針） 

"本学科は、機械⼯学の専⾨性を活
かし、「いのちとくらし」を⽀える
⼈材の養成を⽬指し、次のような⼈
を受け⼊れます。 
 
 ・将来、⼯学的センスと技術者とし
ての倫理観を⾝につけた機械エンジ
ニアになりたいと思い努⼒する⼈。
ものづくりや機械⼯学に強い関⼼を
持ち、その学習に必要な基礎学⼒を
有する⼈。特に数学、物理などの基
本的知識を⾼校卒業までに⾝に付け
ていることが望まれます。 
 
 ・知的探求⼼があり、⾃ら考え、⾃
ら⾏動し、難問にもチャレンジする
⼈。将来、⼯学的な視点から課題を
解決できる実践型のエンジニアにな
りたいと思い努⼒する⼈。 
 
 ・⾃然との共⽣を考え、⼈々の幸福
と安全なくらしに貢献する熱意をも
つ⼈。将来、グローバル社会で通⽤
する機械エンジニアになりたいと思
い努⼒する⼈。" 
 

"本学科は、科学の技術と知識を活⽤し
て「いのちとくらし」を⽀える⼈材の
養成を⽬指し、次のような⼈を受け⼊
れます。 
 
 ・ 「新素材」「環境」「バイオ」の分野に
関して科学的な思考を⽤いて、⾃ら課
題を解決する能⼒を有し、将来⾃⽴し
た研究者・技術者となろうとする強い
意志を有する⼈。このために、数学的・
理科的志向性を持った⼈、特に数学、
化学、⽣物または物理の基礎学⼒を⾝
につけている⼈、またはそれらの科⽬
について⼊学前後に⾃ら不⾜分を補完
しようとする強い熱意のある⼈が望ま
れます。 
 
・⼊学後は研究者・技術者にふさわし
い幅広い教養と専⾨知識および倫理観
を⾝につけようと努⼒し、社会に貢献
しようとする意欲を持つ⼈。 
 
・国際的に活躍する⼈材を育成してい
ますので、英語でコミュニケーション
を取ろうと努⼒を続ける⼈。" 

"本学科は、建築の専⾨性を活かし、「い
のちとくらし」を⽀える⼈材の養成を
⽬指して、次のような⼈を受け⼊れま
す。 
 
・⼈間、都市あるいは地域と深くかか
わり合う建築の世界において⼗分に能
⼒が発揮でき、また、⾃分の建築を語
ることができる⼈材を養成することか
ら、建築技術の習得に必要な基礎学⼒
を⾼校卒業までに⾝につけており、ま
た、⾃主的な学習態度を有する⼈。 
 
・建築を通して、世界的あるいは地域
的視野で物事を思考できる⼈材を養成
することから、建築の創造、建築空間
のデザインや環境、安全への深い関⼼
を持ち、社会に貢献する意欲をもつ⼈。 
 
・建築は社会性をもち、協働のもとで
成り⽴つことから、建築に携わる上で、
倫理観をもち、協調性とコミュニケー
ション能⼒を有する⼈。" 

"本学科は、航空宇宙分野と広範な関連
分野を⽀える⼈材育成のため、次のよ
うな⼈を受け⼊れます。 
 
・国際化する航空宇宙業界で活躍でき
るよう、⾼い倫理観と国際的コミュニ
ケーション能⼒を⾝につけ異⽂化を理
解できる⼈材を育成します。そのため、
思いやりと協調性と意欲のある⼈。
 
・空への純粋な憧れ、⾶ぶことへの感
動、空に関わることへの喜びが今⽇の
航空宇宙分野を築き上げた源でした。
そこで、航空あるいは宇宙にときめく
⼈。 
 
 ・宇宙航空システム⼯学科は、「基礎重
点・実学重視」を基本とする総合⼯学
教育を⾏います。そのため、幅広い知
識とスキルの習得および想像⼒の養成
に必要な基礎的知識を⾼校卒業までに
⾝につけていることが望まれます。ま
た、それらの習得に意欲を持つ⼈。"

"本学科は、本学の教育理念を実践
するため、次のような⼈を受け⼊れ
ます。 
 
・社会の要請に対応しうる⼈材とし
て，⾼い倫理観と豊かな⼈間⼒を持
った技術者を育成します。そのため、
情報収集 ・分析能⼒、コミュニケー
ション能⼒および協調性を備え、⾃
分で考え⾃⽴して⾏動できる⼈。
 
・電気・電⼦・通信・情報分野にお
ける課題解決能⼒を有した「実践
⼒・創造⼒ある技術者」を育成しま
す。そのため、上記分野に関する専
⾨技術の修得に必要な数学、国語な
どの基礎学⼒を⾝につけていること
が望ましく、かつそれらの専⾨技術
の修得に熱意を持つ⼈。 
 
・ 「いのちとくらし」の観点から、
国際社会あるいは地域社会に貢献で
きる⼈材育成を⽬指しています。そ
のため、新しい専⾨領域に対しても
向学意欲があり、困難を乗り越える
気概のある⼈。"

"本学科は、⼈々の「いのちとく
らし」を⽀える⼈材の養成を⽬指
して、次のような⼈を受け⼊れま
す。 
 
 ・バイオテクノロジー分野 （⾷品、
医薬品 ・医療、化成品、農業、環
境 ・エネルギーなど）の技術者お
よび研究者を養成します。その素
地となる専⾨知識や技術の習得に
必要な基礎学⼒と熱意をもつ⼈。
 
 ・バイオテクノロジー分野におけ
る実践的な課題解決⼒を養成する
ために、積極性と協調性をもち、
コミュニケーション能⼒の向上に
意欲的な⼈。 
 
 ・⽣命を尊重し、⾼い倫理観と豊
かな⼈間性をそなえた⼈材を養成
するために、専⾨分野以外の⼈間
⼒の向上に役⽴つカリキュラムを
積極的に学習する意欲のある⼈。
" 

"本学科は、⽣命科学の専⾨知識
や技術を活かし、⼈々の 「いのち
とくらし」を⽀える⼈材の育成を
⽬指して、次のような⼈を受け⼊
れます。 
 
 ・⾼い倫理観をもち、論理的思考
⼒、情報収集 ・処理能⼒、コミュ
ニケーション能⼒を備えて問題解
決にあたることができる⼈を育成
します。そのため、主体性と協調
性を備えた⼈。 
 
 ・⽣命現象を総合的に理解するた
めの幅広い学際的専⾨知識や研究
技術を⾝につけるために必要な、
化学、⽣物学、数学などの基本的
知識を⾼校卒業までに⾝につけて
いることが望まれます。また、そ
れらの修得に意欲をもつ⼈。 
 
 ・⽣命科学に関する⾼い学習意欲
と知的探究⼼をもっているだけで
なく、豊かな⼈間⼒と本物の実践
⼒の獲得を⽬指す意欲のある⼈。
"

"本学科は、本学の教育理念を実
践するため、次のような⼈を受け
⼊れます。 
 
 ・⾼い倫理観を持ち、⽂化創造に
対して積極的に貢献する⼈を養成
するため、⾃ら情熱を持って何事
に対しても真摯に向かい合う姿勢
を持つ⼈。 
 
 ・美術分野における幅広い学際的
な専⾨知識や⾼度な表現技術を持
つ専⾨家を養成するため、国語 （漢
詩を除く）や英語などの基本的知
識、また実技系コースの場合は基
礎的なデッサン⼒を有する⼈。 
 
 ・意欲的かつ持続的な制作 ・研究
の出来る⼈を養成するため、描く
ことや造ること、または作品を鑑
賞することや美術書を読むこと、
⽂章を書くことが好きで、基本的
な集中⼒や持久⼒を有する⼈。" 

"本学科は、本学の教育理念であ
る 「いのちとくらし」を⽀える⼈
材の養成を⽬指して、次のような
⼈を受け⼊れます。 
 
・⼈間や社会に対する強い興味、
関⼼を持ち、デザイン技術の習得
に必要な基礎学⼒を持つ⼈。 
 
 ・社会の様々な問題を発⾒し解決
するデザイン⼒を育成するために
必要な、コミュニケーション能⼒、
情報分析能⼒、プレゼンテーショ
ン能⼒の向上に対する意欲を備え
た⼈。 
 
 ・授業を通して世界に通⽤する創
造⼒やデザイン技術を⾝につける
強い意思を持ち、向学意欲の⾼い
⼈。" 

"本学科は、本学薬学部の教育
理念及び教育研究上の⽬的に
基づいて、次のような⼈を受け
⼊れます。 
 
 ・⾼校で修得する化学、数学な
どについて⼗分な基礎学⼒を⾝
につけている⼈。 
 
 ・科学に興味を持ち、新しい分
野にも挑戦できる意欲がある
⼈。 
 
 ・思いやりと協調性をもって⼈
とコミュニケーションをとれる
⼈。 
 
 ・⽣命の不思議、くすりの⼒を
知りたい⼈。 
 
 ・薬の専⾨家として社会に貢献
したい⼈。" 


