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東京から 2 時間 10 分



盛岡 ‒ Good Place
• 中型都市 (⼈⼝：300,000 ⼈)
• 親切な⼈々、少ない犯罪
• 低い⽣活費
• 美味しい⾷べ物
• 中⼼街まで⼤学から歩いて15 分



岩手大学を選んだ理由：

岩手の雰囲気はモンゴルに似ていて、心が暖か
く感じました。また、キャンパスが自然的で私がず
っと勉強したかったところだったので第一希望に
岩手大学を選びました。これだけでなく、岩手大
学と決心した理由がたくさんあります。

後輩へのメッセージ：モンゴル人の先輩たちがた
くさんいるということもあるが、盛岡の人々が優し
いで、自然もきれいで、冬の岩手は美しいのでぜ
ひうちの大学に来ていただきたいと思います。皆
様が来る日を待っております。

モンゴル⼈留学⽣の紹介
名前：ツェレンサンブーマンドハイ
所属学部・課程：人文社会科学部・人間文化課程
研究内容：行動科学



学生数5,397人,
⽇本で2番⽬に⼤きい都道府県

⼈⽂社会科学部 905

教育学部 690

理⼯学部 1927

農学部 1060

⼤学院（修⼠/ 博⼠） 815

岩⼿⼤学

敷地⾯積

14,719,739 ㎡



学部 学科・課程 ⼤学院

⼈⽂社会科学部
⼈間⽂化課程 総合科学研究科

（修⼠課程）地域政策課程

教育学部 学校教育教員養成課程
(※ 留学⽣の募集は無し)

教育学研究科（専⾨職学位課程）
(※ 留学⽣の募集は無し)

理⼯学部
化学・⽣命理⼯学科

総合科学研究科
（修⼠課程）

理⼯学研究科（博⼠課程）物理・材料理⼯学科

システム創成⼯学科

農学部

植物⽣命科学科

連合農学研究科（博⼠課程）

応⽤⽣物化学科

森林科学科

⾷料⽣産環境学科

動物科学科

共同獣医学科 連合獣医学研究科（博⼠課程）

学部・⼤学院紹介



⼈⽂社会科学部

⼈間⽂化課程 地域政策課程

総合的な視野、思考⼒、実践⼒を⾝につけ、域活性化やグローバル化に
対応できる⼈材育成を⽬指します。

学びの
分野

学びの
分野

⼈間の⾏動と⽂化：⾏動科学／スポーツ
科学／現代⽂化／異⽂化理解／歴史／芸
術／アジア・英⽶・ヨーロッパ⽂化

法学・政治学／経済学・経営学／環境学

◆⼼理学基礎実験（２年後期）

◆英⽶⽂化論講義（２年前期）

◆プロジェクト実践演習（発展）
（３年前期・後期）

◆⺠法（総則）Ⅰ・Ⅱ（1年前期・後期）

◆理論経済学Ⅰ・Ⅱ（2年前期・後期）

◆環境政策論Ⅰ・Ⅱ（1年後期・2年前期）

PICK UPカリキュラム PICK UPカリキュラム



理⼯学部

化学・⽣命理⼯学科 物理・材料理⼯学科

理学と⼯学の分野の壁を越え、⾃然科学から実⽤技術までの融合的な教育・研究
を⾏います。

学びの
分野

学びの
分野

物理化学／無機化学／有機化学／⽣命科
学／神経科学／医⼯学

宇宙・素粒⼦原⼦核物理学／固体物理学
／応⽤数学

化学コース

⽣命コース

数理・物理コース

マテリアルコース

無機構造化学、有機化学、物理化学
など

複雑系科学、ナノ理⼯学、超伝導理⼯学
など

分⼦細胞⽣物学、再⽣医療⼯学、⽣
体計測⼯学など

材料組織学Ⅰ、材料物理化学Ⅰ、半
導体デバイス⼯学など



理工学部

システム創⽣⼯学科

学びの
分野 電気電⼦通信⼯学／知能・メディア情報⼯学／機械⼯学／環境・建設・防災⼯学

電気電⼦通信コース

知能・メディア情報コース

機械科学コース

社会基盤・環境コース

⾼電圧プラズマ⼯学、通信システム、
組込ソフトウェア実習など

航空宇宙システム⼯学、燃焼⼯学、
ロボティクス⼯学など

ソフトウェア設計及び演習、コン
ピュータグラフィックス、ロボティ
クスなど

環境⼯学、構造⼒学Ⅰ、都市計画学
など

理学と⼯学の分野の壁を越え、⾃然科学から実⽤技術までの融合的な教育・研究
を⾏います。



農学部

植物⽣命科学科 森林科学科

学びの
分野

学びの
分野

植物⽣命科学：作物学／園芸学／応⽤昆
⾍学／植物育種学／植物病理学／植物⽣
理学／農業経営・経済学 樹⽊⽣態⽣理・造林学／森林政策学／地

域資源管理学／森林動態制御／砂防学／
林業⽣産⼯学／森林管理学／⽊質資源⼯
学／森林資源化学／造園計画学・観光学
／森林・環境教育／保全⽣物学／森林保
全⽣態学

農学概論、応⽤昆⾍学Ⅰ、植物⽣理学な
ど

樹⽊学実習、森林保全⽣態学、砂防学
など

幅広い農林⽔産業分野で、地域だけでなくグローバルに活躍
できる⼈材を育成します。

応⽤⽣物化学科

学びの
分野

⽣物化学／⾷品・栄養化学／応⽤微⽣物
学／植物栄養・⼟壌学／分⼦細胞⽣物学
／環境ストレス⽣化学

植物ストレス応答学、分⼦⽣物学Ⅰ・Ⅱ、
産業微⽣物学など



農学部

⾷料⽣産環境学科

学びの
分野 農業農村⼯学／農業情報環境／⽔産科学

⽔資源論、農地⼯学、農村計画学など

幅広い農林⽔産業分野で、地域だけでなくグローバルに活躍
できる⼈材を育成します。

動物科学科

学びの
分野

動物⽣殖学／動物⾏動学／動物科学実験／
牧場実習

動物発⽣学、愛玩動物栄養学、動物資源
利⽤学Ⅰなど

共同獣医学科

学びの
分野

基礎獣医学／病態獣医学／応⽤獣医学／
伴侶動物・産業動物臨床獣医学

⼈獣共通感染症学、公衆衛⽣実践実習、
総合参加型臨床実習など

農村地域デザイン学コース

⾷産業システム学コース

⽔産システム学コース

農業気象・環境学、農産⾷品プロセス⼯
学、⾷産業マーケティング論など

⽔産科学⼊⾨、⽔族ゲノム⽣物学、漁
業・漁業資源経済学など



総合科学研究科
地域に根ざしグローバルに発信していく⼤学を⽬指し、⼤学院修⼠課程と
博⼠前期課程のすべての研究科を統合。

理⼯学専攻

農学専攻

地域創⽣専攻

修⼠（農学）／修⼠（⽔産学）
修⼠（⼯学）／修⼠（学術）
修⼠（スポーツ健康科学）

総合⽂化学専攻

修⼠（理⼯学）
修⼠（⼯学）
修⼠（芸術⼯学）

修⼠（学術） 修⼠（農学）



博⼠課程

理⼯学研究科 連合農学研究科 獣医学研究科

⾃然・応⽤科学専攻

システム創成
⼯学専攻

デザイン・メディア
⼯学専攻

⽣物⽣産科学専攻

⽣物資源科学専攻

地域環境創⽣学専攻

共同獣医学専攻

共同獣医学専攻では、次の能⼒を
備えた⼈材を養成します。

◆獣医学の基盤を担う動物基礎医
学に関する⾼度な専⾨知識と研究
能⼒を備えた⼈材

◆動物衛⽣及び公衆衛⽣に関する
⾼度な専⾨知識と研究能⼒を備え
た⼈材

◆産業動物及び伴侶動物の獣医療
に関する⾼度な専⾨知識と研究能
⼒を備えた⼈材



学部 学科・課程 ⼤学院

⼈⽂社会科学部
⼈間⽂化課程 総合科学研究科

（修⼠課程）地域政策課程

教育学部 学校教育教員養成課程
(※ 留学⽣の募集は無し)

教育学研究科（専⾨職学位課程）
(※ 留学⽣の募集は無し)

理⼯学部
化学・⽣命理⼯学科

総合科学研究科
（修⼠課程）

理⼯学研究科（博⼠課程）物理・材料理⼯学科

システム創成⼯学科

農学部

植物⽣命科学科

連合農学研究科（博⼠課程）

応⽤⽣物化学科

森林科学科

⾷料⽣産環境学科

動物科学科

共同獣医学科 連合獣医学研究科（博⼠課程）

学部・⼤学院紹介



⼊学料、授業料

入学料: 282,000 円

１年間の授業料: 535,800 円

経済的理由により、授業料の支払いが困難な場合、入学料・授業料

の免除制度があります。

入学料:  84,600 円

１年間の授業料: 178,200 円

学部生・大学院生

研究生



外国⼈留学⽣数 173⼈
出身国・地域 18 ヵ国 1 地域

As of May 2022



国際交流会館 2019年新築・改修
シェアルームタイプ 単⾝室

室数 48室 30室
寄宿料／⽉額

※光熱⽔料込み 33,000円／⽉ 36,000円／⽉

施設使⽤料
（⼊居時のみ） 30,000円



初級から上級まで

5 段階の⽇本語クラス



チューター制度



留学⽣のためのイベント

着物体験



留学⽣のためのイベント

スキー・スノーボードツアー



留学⽣⽀援
グローバルビレッジイベント



岩⼿⼤学国際交流
公式YouTubeチャンネル


