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岐阜大学の憲章
平成18年6月制定

平成28年6月改定

令和2年4月改定

学生憲章：岐阜大学は学生に何を期待しているか。

学生の皆さん。岐阜大学で学ぶ数年間は，皆さんの人生において最も輝いている，それ故に最も大事な

時間なのです。岐阜大学における学生生活は，将来の生き方を決める上でとても重要です。自ら進んで

学問の基礎と高度な専門知識を学ぶと同時に，人間，自然，社会に対する豊かな感性と洞察力を磨いて

ください。大学の教職員は皆さんの期待に添うよう最善を尽くします。皆さんも努力してください。

 ・本をたくさん読み，学んでいく上での土壌を作ろう。

 ・文学と芸術を愛し，人間と自然への理解を深めよう。

 ・専門職業人として，高度な専門知識を身につけよう。

 ・自分の考えを論理的な文章にまとめ，発表できるようにしよう。

 ・国際語である英語をマスターし，十分に意思疎通できる実力をつけよう。

 ・ＩCＴの活用により，正しい情報の受信と発信ができるようにしよう。

 ・長い人生を生きるための体力をつけ，健康を守ろう。

このリーフレットの掲載内容以外にも
たくさんの情報及び最新ニュースが
岐阜大学Webサイトでご覧いただけます。

〈発行年月〉令和5年3月
〈 編  集  〉東海国立大学機構経営企画部経営企画課　
〈所在地〉 〒501-1193  岐阜県岐阜市柳戸１番１
〈U R L 〉 https://www.gifu-u.ac.jp/
〈デザイン〉山本政幸（教育学部美術教育講座デザイン研究室） 0 25 50 75 100m

◆学生生活に関する情報Webサイト

　岐阜大学　学生生活　　

https://www.gifu-u.ac.jp/campus_life/
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自然豊かなキャンパスには，5学部，
1学環，8研究科あわせて7,241
人の学生が学んでいます。  

約800人の教員と事務・技術・
医療職員を含めて3,000人ほど
が働く大企業。教員1人が担当する

学生数は10人と手厚い教育を行っ
ています。

1 「岐大で学ぶ学生は何人？」

悩みを相談するために，245人
の学生が，サポートルームを利用し

ています（学生１００人当たり3人）。
　 　　　　　　 （2021年度実績）

サポートルームでは，医師・臨床心理士・各学

部の教員が，学業はもちろん，人間関係や

心の相談に応じています。

11「悩んだら相談を」

・ ※を付した他大学とは，重点支援①（各国立大学の運営費交付金予算の重点支援の枠組みのうち

　「地域貢献タイプ」）を選択した55大学のうち単科大学を除いた34大学です。

・ データは特別な記載がない場合，2022年5月1日現在のものです。

岐阜大学の学生のみなさんに知って欲しいデータを掲載しました。
大学生活を身近に感じるリーフレットとして活用いただければ幸いです。

学部入学者のうち，37％が岐阜県
出身者，46％が愛知県出身者と
学生の多くが地元出身者です。岐大

は，地元で育ち地元をよく知る学生

の多い大学です。

「地元を愛する岐大生」3

2「岐大で働く教職員は何人？」

岐大は世界32か国の大学・機関
と113の協定を締結しています。

2022年5月1日現在

大学間協定：

　19か国50大学・機関（50協定）

部局間協定：

　27か国63大学・機関（63協定）

「世界とつながろう」

岐阜大学が生まれたのは７4年前
の昭和２４年で，これまでに6万
人を超える学部卒業生を輩出して

います。なお，そのルーツは150年前
の明治6年にできた師範研習学校

（教育学部前身）までさかのぼります。

「岐大は歴史のある大学です」14

就職した学部生のうち，35%が岐阜
県内に，38%が愛知県内に就職
し地元で活躍しています。

（2021年度実績）

岐大では，地域について学び，地域との交流

等を通じて，社会に出てから役立つ力を修得

する教育プログラムを充実させています。

13「地元で活躍する岐大生」

中国，インドネシア，マレーシア

などアジア諸国を中心に，世界の

31の国から255人（学生の
3.5%）の外国人が岐大へ学びに
来ています。

「世界中から岐大に」10

岐大には111もの課外活動をする
団体があり，学生の53%が参加して
活動しています。めざましい成績をおさめ

た個人・団体を表彰する制度もあります。

課外活動には，文化系サークル（33団体），体育

系サークル（３4団体），同好会（41団体）の他，

岐大祭等の全学行事団体があります。

6 「サークル活動も頑張る」

毎年，他の学生の模範となる25
人の学生には月額3万円（博士
課程においては5万円）が支給

される岐阜大学独自の給付型奨学

金制度があります。

7「模範的な学生になると」

8

岐大図書館の蔵書数は約92万
冊（学生1人当たり127冊），
ただし学部生1人が1年間に借りる

のは6冊であり，他大学※と同じくら

いです。

「岐大生よ，本をもっと読もう」5

247人の学生が教育や研究のた
めに世界へ飛び立ちました（2019

年度実績）。なお，2021年度はコロ

ナウイルスの影響により11人となり
ました。　　　　　　 

9 「世界へ飛び立とう」

図書館，共通教育棟，情報館には，

学生が自由に，そして主体的に学べ

るスペースが設置されています。その

中でも図書館1階にあるアカデミック

コアは年間6万回の出入りがあり
ます。ここには学生スタッフがいて，

学修上の相談が気軽に受けられま

す。

「自習スペースで自由に学ぼう」4

卒業する学部生の54％は就職
しますが，42％は大学院に進学し
て更に学問を究めます。ちなみに就

職希望者の96.1％が就職して
います。

  （2021年度実績）

「就職か進学，あなたならどっち？」12
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