
国立大学法人筑波大学の中期目標新旧対照表

変 更 前 変 更 後 変更理由

中期目標 別表 中期目標 別表

・学群改組のため。

第一学群 人文・文化学群

第二学群 社会・国際学群

学 第三学群 学 人間学群

医学専門学群 生命環境学群

群 体育専門学群 群 理工学群

芸術専門学群 情報学群

図書館情報専門学群 医学群

体育専門学群

芸術専門学群

人文社会科学研究科 人文社会科学研究科 ・環境科学研究科及

ビジネス科学研究科 ビジネス科学研究科 び芸術研究科廃止の

数理物質科学研究科 数理物質科学研究科 ため。

研 システム情報工学研究科 研 システム情報工学研究科

生命環境科学研究科 生命環境科学研究科

人間総合科学研究科 人間総合科学研究科

究 図書館情報メディア研究科 究 図書館情報メディア研究科

地域研究研究科 地域研究研究科

科 教育研究科 科 教育研究科

環境科学研究科

体育研究科 体育研究科

芸術研究科

医療技術短期大学部 ・医療技術短期大学

看護学科 部の廃止のため

衛生技術科
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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 後 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 人文・文化学群 ９６０人 ・学群改組のため

第二学群 １，７８０人 社会・国際学群 ６６０人

第三学群 ２，１４０人 人間学群 ４８０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 生命環境学群 １, ０２０人

体育専門学群 ９６０人 理工学群 ２, １００人

芸術専門学群 ４００人 情報学群 ９８０人

（ ）図書館情報専門学群 ６６０人 医学群 １, ０４９人 うち医師養成に係る分野５９５人

体育専門学群 ９６０人

平 平 芸術専門学群 ４００人

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）

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

後期課程 ６９人 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

19 数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人 19 数理物質科学研究科 ７８５人 うち５年一貫課程 ９７人

前期課程 ４８０人 前期課程 ４８０人

後期課程 ２０８人 後期課程 ２０８人

年 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 年 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

後期課程 ３１８人 後期課程 ３１８人

生命環境科学研究科 ８０５人 うち５年一貫課程 １７４人 生命環境科学研究科 １, ０１９人 うち５年一貫課程 １３２人 ・生命環境科学研究

度 前期課程 ３１０人 度 前期課程 ５３５人 科改組のため

後期課程 ３２１人 後期課程 ３５２人

人間総合科学研究科 ８７５人 うち修士課程 １００人 人間総合科学研究科 １, ０２０人 うち修士課程 １１５人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５０１人 ５年一貫課程 ４８１人 科改組のため

医学の課程 ２４８人 医学の課程 ２４８人

後期課程 ２６人 前期課程 １４０人

後期課程 ３６人

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

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 ３６１人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程）

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） ・環境科学研究科廃

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

芸術研究科 １３０人（修士課程） ・芸術研究科廃止の

ため
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変 更 前 変 更 後 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 人文・文化学群 ９６０人 ・学群改組のため

第二学群 １，７８０人 社会・国際学群 ６６０人

第三学群 ２，１４０人 人間学群 ４８０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 生命環境学群 １, ０２０人

体育専門学群 ９６０人 理工学群 ２, １００人

芸術専門学群 ４００人 情報学群 ９８０人

（ ）図書館情報専門学群 ６６０人 医学群 １, ０４９人 うち医師養成に係る分野５９５人

体育専門学群 ９６０人

平 平 芸術専門学群 ４００人

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）

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

後期課程 ６９人 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

20 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 20 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

後期課程 ３０３人 後期課程 ３０３人

システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

年 後期課程 ３１８人 年 後期課程 ３１８人

生命環境科学研究科 ８２３人 うち５年一貫課程 １９２人 生命環境科学研究科 １, ０４７人 うち５年一貫課程 １０８人 ・生命環境科学研究

前期課程 ３１０人 前期課程 ５５６人 科改組のため

度 後期課程 ３２１人 度 後期課程 ３８３人

人間総合科学研究科 ８９５人 うち修士課程 １００人 人間総合科学研究科 １, ０５５人 うち修士課程 １３０人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５０８人 ５年一貫課程 ４６８人 科改組のため

医学の課程 ２４８人 医学の課程 ２４８人

後期課程 ３９人 前期課程 １５０人

後期課程 ５９人

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

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 ３６１人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程）

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） ・環境科学研究科廃

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

芸術研究科 １３０人（修士課程） ・芸術研究科廃止の

ため

筑波大学－2



筑波大学－3

変 更 前 変 更 後 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 人文・文化学群 ９６０人 ・学群改組のため

第二学群 １，７８０人 社会・国際学群 ６６０人

第三学群 ２，１４０人 人間学群 ４８０人

医学専門学群 １，０４９人（うち医師養成に係る分野５９５人） 生命環境学群 １, ０２０人

体育専門学群 ９６０人 理工学群 ２, １００人

芸術専門学群 ４００人 情報学群 ９８０人

（ ）図書館情報専門学群 ６６０人 医学群 １, ０４９人 うち医師養成に係る分野５９５人

体育専門学群 ９６０人

平 平 芸術専門学群 ４００人

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）

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

後期課程 ６９人 後期課程 ６９人

専門職学位課程 １８０人 専門職学位課程 １８０人

21 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人 21 数理物質科学研究科 ７８３人 うち前期課程 ４８０人

後期課程 ３０３人 後期課程 ３０３人

システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人 システム情報工学研究科 １，０４０人 うち前期課程 ７２２人

年 後期課程 ３１８人 年 後期課程 ３１８人

生命環境科学研究科 ８４１人 うち５年一貫課程 ２１０人 生命環境科学研究科 １, ０７５人 うち５年一貫課程 １０５人 ・生命環境科学研究

前期課程 ３１０人 前期課程 ５５６人 科改組のため

度 後期課程 ３２１人 度 後期課程 ４１４人

人間総合科学研究科 ９０２人 うち修士課程 １００人 人間総合科学研究科 １, ０６２人 うち修士課程 １３０人 ・人間総合科学研究

５年一貫課程 ５１５人 ５年一貫課程 ４６５人 科改組のため

医学の課程 ２４８人 医学の課程 ２４８人

後期課程 ３９人 前期課程 １５０人

後期課程 ６９人

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

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 ３６１人（修士課程） 教育研究科 ３６１人（修士課程）

環境科学研究科 ２０４人（修士課程） ・環境科学研究科廃

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

芸術研究科 １３０人（修士課程） ・芸術研究科廃止の

ため



筑波大学－4

変 更 前 変 更 後 変更理由

・学校教育法等の一

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 部を改正する法律に

１～２ １～２ 伴う国立大学法人法

（略） （略） 施行規則等の改正に

３ その他の目標を達成するための措置 ３ その他の目標を達成するための措置 よる学校名称等変更

（１）～（２） （１）～（２） のため。

（略） （略）

（３）附属学校等に関する目標を達成するための措置 （３）附属学校等に関する目標を達成するための措置

… …

○理療科教員の養成に関する具体的方策 ○理療科教員の養成に関する具体的方策

盲学校の理療の教科を担当する教員養成のための施設を設置。 特別支援学校（視覚障害領域）の理療の教科を担当する教員養成のための施設を設置。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ （略） １ （略）

２ 教育・研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 ２ 教育・研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

… …

○教育・研究組織の見直しの方向性 ○教育・研究組織の見直しの方向性

（Aー学群）～（Dー教育研究の拠点等） （Aー学群）～（Dー教育研究の拠点等）

（略） （略）

（Eー附属学校） （Eー附属学校）

Eー１～Eー６ Eー１～Eー６

（略） （略）

Eー７ 附属盲学校 Eー７ 附属視覚特別支援学校

・視覚障害教育の専門性を継承・発展。 ・視覚障害教育の専門性を継承・発展。

Eー８ 附属聾学校 Eー８ 附属聴覚特別支援学校

・聴覚障害教育の専門性を継承・発展。 ・聴覚障害教育の専門性を継承・発展。

Eー９ 附属大塚養護学校 Eー９ 附属大塚特別支援学校

・知的障害に関わる特別支援教育の実践及び研究を推進。 ・知的障害に関わる特別支援教育の実践及び研究を推進。

Eー１０ 附属桐が丘養護学校 Eー１０ 附属桐が丘特別支援学校

・肢体不自由及び重度・重複障害教育の実践及び研究を推進。 ・肢体不自由及び重度・重複障害教育の実践及び研究を推進。

Eー１１ 附属久里浜養護学校 Eー１１ 附属久里浜特別支援学校

・自閉症者を対象とする教育の実践及び研究を推進。 ・自閉症者を対象とする教育の実践及び研究を推進。
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変 更 前 変 更 後 変更理由

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 １ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 ・附属病院再開発に

○必要となる施設設備の新たな整備手法に関する具体的措置 ○必要となる施設設備の新たな整備手法に関する具体的措置 ついてＰＦＩ事業

① （略） ① （略） として実施手続き

に着手することに

②リース方式による整備を図る。 ②ＰＦＩを活用した附属病院再開発事業の実施に向け必要な手続き等を着実に行う。 なったため。

③地方自治体等との連携による施設設備の整備を図る。 ③リース方式による整備を図る。

④スペース利用の受益者負担等により確保された資金に基づく整備を図る。 ④地方自治体等との連携による施設設備の整備を図る。

⑤スペース利用の受益者負担等により確保された資金に基づく整備を図る。


