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専門性を深める３学部 開設予定 

平成 31 年４月、国際教養学部、国際商学部、理学部へ。 
 

横浜市立大学(学長：窪田吉信)は、国際総合科学部を再編し、平成 31 年４月より国際教養学部、国際

商学部、理学部を開設することについて、本日、文部科学省に設置届出を行いました。 

平成 17 年の法人化とともに誕生した国際総合科学部では、文理融合型の教養教育をいち早く取り入

れ、総合的な視点で課題解決力を養うことに注力してきました。その一方で、ますます複雑化、高度化

する社会課題を解決するためには専門知識の深掘りが必要とされ、この傾向は今後も加速度的に増して

いくと推測されます。学部再編の目的は、本学の強みである教養教育を土台にしながら、社会環境の変

化に対峙できる専門性を深化させることです。 

本学は、医学部と平成 30 年４月に新設したデータサイエンス学部に加え、国際総合科学部を国際教

養学部、国際商学部、理学部の３学部に再編することにより、５学部を備えた総合大学として時代の要

請に応える教育体制を構築します。 
 

【再編のポイント】 

◇教養教育を土台とした専門性の深化 

◇国際社会に対応するためのグローバル教育の強化 

◇学部から大学院につながる体系的な学びの可視化 
 

【育成する人材像】 

◇国際教養学部 

深い思考、柔軟な発想、理論に裏打ちされた実践力でグローバル化時代の未来を切り開く国際人 

◇国際商学部 

実社会に変革をもたらすグローバルリーダー 

◇理学部 

多角的アプローチで生命現象を理学的に解明する人材 
 

【再編前】            【再編後】 
学部（900名）           学部（900名）            大学院  ※カッコ内は募集人員 
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お問い合わせ先 

教育推進課長 田澤 紫乃  Tel 045-787-2422 

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 記 者 発 表 資 料 

平 成 3 0 年 ４ 月 2 4 日 
教 育 推 進 課 

国際総合科学部（650 名） 

■国際教養学系（140 名） 

人間科学コース 

社会関係論コース 

国際文化コース 

■国際都市学系（120 名） 

まちづくりコース 

地域政策コース 

グローバル協力コース 

■経営科学系（250 名） 

経営学コース 

会計学コース 

経済学コース 

■理学系（140 名） 

物質科学コース 

生命環境コース 

生命医科学コース 

国際教養学部（270 名） 

国際教養学科 

教養学系・都市学系 

国際商学部（260 名） 

国際商学科 

理学部（120 名） 

理学科 

 

データサイエンス学部（60 名） 
データサイエンス学科 

 
医学部（190 名） 

医学科（90 名）・看護学科（100 名） 

都市社会文化研究科 

■都市社会文化専攻 

国際マネジメント研究科 

■国際マネジメント専攻 

生命ナノシステム科学研究科 

■物質システム科学専攻 

■生命環境システム科学専攻 

 

医学研究科 

■医科学専攻 ■看護学専攻 

生命医科学研究科 

■生命医科学専攻 

 

裏面あり 



 

□各学部概要 

 

【国際教養学部】 

確かな専門性に裏打ちされた論理的思考力を身に付ける「教養学系」と世界と日本の都市や地域の課題に

実践的に取り組む「都市学系」という２つの学系での学びを通して、多角的で深い思考力と高い言語能力

を備え、主体的に社会に貢献できる人材を育成します。 

◇主な特徴 

・教養学系、都市学系の２つの学系と少人数教育で養う国際教養力 

・専門性の深さと教養の幅を広げる４つの科目群（国際社会、国際文化、人間科学、都市政策・まちづくり） 

・外国語運用能力を高め、海外・国内実習で国際力と実践力を身に付ける 

◇定  員  270 名      ・収容定員 1,080 名 

◇学部名称  国際教養学部  

School of International Liberal Arts  

◇学科名称    国際教養学科  

Department of International Liberal Arts  

◇学  位  学士（学術） Bachelor of Liberal Arts 

◇所 在 地    横浜市立大学 金沢八景キャンパス  

〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22-２ 

 

 

 

 

【国際商学部】 

グローバル企業に必要な経営管理能力、新事業を創造する企画立案力、マネジメントの高度な実学能力を

養います。ビジネスの国際的な共通言語である経営学・経済学を学び、ビジネスの現場で役立つ確かな英

語力を持ち、実業界や公的機関で幅広く活躍する職業人を養成します。 

◇主な特徴 

 ・英語で学ぶ専門科目で、ビジネスに強い英語力を強化 

 ・海外で実践力を養う、海外インターンシップの充実 

 ・データ分析、起業、医療経営など多様な専門性を育成 

◇定  員  260 名      ・収容定員 1,040 名 

◇学部名称  国際商学部   

School of Economics and Business Administration  

◇学科名称    国際商学科    

Department of Economics and Business Administration 

◇学  位  学士（経営学）Bachelor of Business Administration 

学士（経済学）Bachelor of Economics 

◇所 在 地    横浜市立大学 金沢八景キャンパス  

〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22-２ 

 

 

 

 

 

 



 

【理 学 部】 

物理・化学・生物といった自然科学の基礎全般を学ぶことで、物質科学的概念を持ちながら、細胞・個体

スケールの生命現象をとらえることができる人材、生命現象を原子・分子スケールで起こる物理・化学現

象としてとらえることができる人材、そして、医学・農学・工学などとの連携研究にも積極的に挑戦でき

る人材を育成します。 

◇主な特徴 

・物質科学や生命科学、およびこれらの融合領域の専門知識を学修する 

・グローバルな研究マインドと実力を身に付ける「国際リトリートプログラム」 

・1 年次から研究活動を行う「理数マスター育成プログラム」 

◇定  員  120 名      ・収容定員 480 名 

◇学部名称  理学部 School of Science  

◇学科名称    理学科  Department of Science 

◇学  位  学士（理学）Bachelor of Science 

◇所 在 地    横浜市立大学 金沢八景キャンパス  

〒236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸 22-２ 

横浜市立大学 鶴見キャンパス 

〒230-0045 神奈川県鶴見区末広町１-７-29 

横浜市立大学 舞岡キャンパス 

〒244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 641-12 

 

 

 

□入学者選抜  ※３学部共通 

一般選抜(前期)、指定校推薦入試、公募推薦入試、AO 入試、その他(海外帰国生・国際バカロレア・科学

オリンピック※・外国人留学生・社会人) ※国際教養学部除く 

 

 

【参考】横浜市立大学の強み   

・文理融合型教育を実践してきた国際総合科学部(国際教養学系、国際都市学系、経営科学系、理学系)の実績  

・県内唯一の公立大学医学部を有し、附属 2 病院を中心に広範囲にわたり高度な医療を提供 

・平成 30 年４月、首都圏初のデータサイエンス学部を設立 

・全学部生に共通した教養教育 

  教養ゼミ：“徹底的に「考える力」を体得する”をコンセプトとした科目。少人数制教育のもと、専門の異

なる教員各１名と学部の異なる学生でクラスを形成し、さまざまな分野の議論を自由活発に交

わすことで、学問分野間の壁を越えた価値の創造をめざす。 

Practical English：大学における知的活動を英語によって行えるレベルのコミュニケーション能力を身に

つけ、それぞれの専門分野を学んでいくためのスターティングポイントに立つことを目的とす

る。授業は４つの基本的なスキル（読む・書く・話す・聞く）を使いながらすべて英語で進め

られ、「英語を使うこと」、「英語で考えること」、「英語で学ぶこと」を修得する。 

【TOEFL-ITP500 点相当以上を進級要件とする】 

 

 


