
国立大学法人筑波大学の中期計画新旧対照表

変 更 前 変 更 後 変更理由

附属病院におけるⅧ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

○重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 ○重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 施設の整備のため

・該当なし ・附属病院における施設の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学の附属病院の敷

地及び建物について担保に供する。
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国立大学法人筑波大学の中期計画新旧対照表

変 更 前 変 更 案 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 ９２９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 ９２９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３６１人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３６１人（博士課程）

ビジネス科学研究科 １８５人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ２５５人 うち前期課程 １２０人 ・ビジネス科学研究

成 後期課程 ６５人 成 後期課程 ６５人 科に専門職学位課

。専門職学位課程 ７０人 程を設置したため

数理物質科学研究科 ７６３人 うち５年一貫課程 ２７１人 数理物質科学研究科 ７６３人 うち５年一貫課程 ２７１人

17 前期課程 ４８０人 17 前期課程 ４８０人 ・システム情報工学

後期課程 １２人 後期課程 １２人 研究科の改組再編

システム情報工学研究科 ４５０人（博士課程） システム情報工学研究科 ８７９人 うち５年一貫課程 ２６２人 のため。

年 年 前期課程 ５１１人

後期課程 １０６人 ・生命環境科学研究

生命環境科学研究科 ５３５人（博士課程） 生命環境科学研究科 ７１６人 うち５年一貫課程 ３９４人 科の改組再編のた

度 度 前期課程 ２１５人 め。

後期課程 １０７人

人間総合科学研究科 ６９８人（博士課程） 人間総合科学研究科 ７０５人（博士課程） ・人間総合科学研究

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 科の入学定員改訂

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人 のため。

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程） ・経営・政策科学研

。教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３４２人（修士課程） 究科の廃止のため

経営・政策科学研究科 １００人（修士課程）

理工学研究科 ２２２人（修士課程） ・理工学研究科の廃

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 止のため。

バイオシステム研究科 １２０人（修士課程）

医科学研究科 ６０人（修士課程） 医科学研究科 ６０人（修士課程） ・バイオシステム研

。体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） 究科の廃止のため

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程）
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変 更 前 変 更 案 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３６９人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３６９人（博士課程）

ビジネス科学研究科 １８９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３２９人 うち前期課程 １２０人 ・ビジネス科学研究

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人 科に専門職学位課

。専門職学位課程 １４０人 程を設置したため

数理物質科学研究科 ７７７人 うち５年一貫課程 １８４人 数理物質科学研究科 ７７７人 うち５年一貫課程 １８４人

18 前期課程 ４８０人 18 前期課程 ４８０人 ・システム情報工学

後期課程 １１３人 後期課程 １１３人 研究科の改組再編

システム情報工学研究科 ４６０人（博士課程） システム情報工学研究科 １，０１８人 うち５年一貫課程 ８４人 のため。

年 年 前期課程 ７２２人

後期課程 ２１２人 ・生命環境科学研究

生命環境科学研究科 ５４５人（博士課程） 生命環境科学研究科 ７６５人 うち５年一貫課程 ２４１人 科の改組再編のた

度 度 前期課程 ３１０人 め。

後期課程 ２１４人

人間総合科学研究科 ７１３人（博士課程） 人間総合科学研究科 ７２７人（博士課程） ・人間総合科学研究

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 科の入学定員改訂

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人 のため。

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程） ・経営・政策科学研

。教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３４２人（修士課程） 究科の廃止のため

経営・政策科学研究科 １００人（修士課程）

理工学研究科 ２２２人（修士課程） ・理工学研究科の廃

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 止のため。

バイオシステム研究科 １２０人（修士課程）

医科学研究科 ６０人（修士課程） 医科学研究科 ６０人（修士課程） ・バイオシステム研

。体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） 究科の廃止のため

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程）
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変 更 前 変 更 案 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３７７人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３７７人（博士課程）

ビジネス科学研究科 １８９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ・ビジネス科学研究

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人 科に専門職学位課

。専門職学位課程 １８０人 程を設置したため

数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人 数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人

19 前期課程 ４８０人 19 前期課程 ４８０人 ・システム情報工学

後期課程 ２０８人 後期課程 ２０８人 研究科の改組再編

システム情報工学研究科 ４７０人（博士課程） システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 のため。

年 年 後期課程 ３１８人

生命環境科学研究科 ５５５人（博士課程） 生命環境科学研究科 ８０５人 うち５年一貫課程 １７４人 ・生命環境科学研究

前期課程 ３１０人 科の改組再編のた

度 度 後期課程 ３２１人 め。

人間総合科学研究科 ７２８人（博士課程） 人間総合科学研究科 ７４９人（博士課程）

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 ・人間総合科学研究

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人 科の入学定員改訂

のため。

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程）

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３４２人（修士課程） ・経営・政策科学研

。経営・政策科学研究科 １００人（修士課程） 究科の廃止のため

理工学研究科 ２２２人（修士課程）

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程） ・理工学研究科の廃

バイオシステム研究科 １２０人（修士課程） 止のため。

医科学研究科 ６０人（修士課程） 医科学研究科 ６０人（修士課程）

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程） ・バイオシステム研

。芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） 究科の廃止のため
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変 更 前 変 更 案 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程）

ビジネス科学研究科 １８９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ・ビジネス科学研究

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人 科に専門職学位課

。専門職学位課程 １８０人 程を設置したため

数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

20 後期課程 ３０３人 20 後期課程 ３０３人 ・システム情報工学

システム情報工学研究科 ４７０人（博士課程） システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 研究科の改組再編

後期課程 ３１８人 のため。

年 生命環境科学研究科 ５５５人（博士課程） 年 生命環境科学研究科 ８２３人 うち５年一貫課程 １９２人

前期課程 ３１０人 ・生命環境科学研究

後期課程 ３２１人 科の改組再編のた

度 人間総合科学研究科 ７２８人（博士課程） 度 人間総合科学研究科 ７５６人（博士課程） め。

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人 ・人間総合科学研究

科の入学定員改訂

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程） のため。

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３４２人（修士課程）

経営・政策科学研究科 １００人（修士課程） ・経営・政策科学研

。理工学研究科 ２２２人（修士課程） 究科の廃止のため

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程）

バイオシステム研究科 １２０人（修士課程） ・理工学研究科の廃

医科学研究科 ６０人（修士課程） 医科学研究科 ６０人（修士課程） 止のため。

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程）

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） ・バイオシステム研

。究科の廃止のため
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変 更 前 変 更 案 変更理由

中期計画 別表（収容定員） 中期計画 別表（収容定員）

第一学群 １，６２０人 第一学群 １，６２０人

第二学群 １，７８０人 第二学群 １，７８０人

第三学群 ２，１４０人 第三学群 ２，１４０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人）

体育専門学群 ９６０人 体育専門学群 ９６０人

芸術専門学群 ４００人 芸術専門学群 ４００人

図書館情報専門学群 ６６０人 図書館情報専門学群 ６６０人

平 平

人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程） 人文社会科学研究科 ３８５人（博士課程）

ビジネス科学研究科 １８９人 うち前期課程 １２０人 ビジネス科学研究科 ３６９人 うち前期課程 １２０人 ・ビジネス科学研究

成 後期課程 ６９人 成 後期課程 ６９人 科に専門職学位課

。専門職学位課程 １８０人 程を設置したため

数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

21 後期課程 ３０３人 21 後期課程 ３０３人 ・システム情報工学

システム情報工学研究科 ４７０人（博士課程） システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 研究科の改組再編

後期課程 ３１８人 のため。

年 生命環境科学研究科 ５５５人（博士課程） 年 生命環境科学研究科 ８４１人 うち５年一貫課程 ２１０人

前期課程 ３１０人 ・生命環境科学研究

後期課程 ３２１人 科の改組再編のた

度 人間総合科学研究科 ７２８人（博士課程） 度 人間総合科学研究科 ７６３人（博士課程） め。

図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人 図書館情報メディア研究科 １３７人 うち前期課程 ７４人

後期課程 ６３人 後期課程 ６３人 ・人間総合科学研究

科の入学定員改訂

地域研究研究科 １００人（修士課程） 地域研究研究科 １００人（修士課程） のため。

教育研究科 ３４２人（修士課程） 教育研究科 ３４２人（修士課程）

経営・政策科学研究科 １００人（修士課程） ・経営・政策科学研

。理工学研究科 ２２２人（修士課程） 究科の廃止のため

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） 環境科学研究科 ２０４人（修士課程）

バイオシステム研究科 １２０人（修士課程） ・理工学研究科の廃

医科学研究科 ６０人（修士課程） 医科学研究科 ６０人（修士課程） 止のため。

体育研究科 ２８８人（修士課程） 体育研究科 ２８８人（修士課程）

芸術研究科 １３０人（修士課程） 芸術研究科 １３０人（修士課程） ・バイオシステム研

。究科の廃止のため


