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千葉大学の理念
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学長あいさつ
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つねに、より高きものをめざして
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コミュニケーションマーク

このマークは、千葉大学が「世界最高水準の教

育研究機能を有する総合大学」としてさらなる

発展を遂げていくため、平成28年2月に制定し

ました。マークの色は、大学カラーのガーネット

を基調としてデザインしており、形は、本学のビ

ジョン「Global、Research、Innovation、Brand-

ing、Synergy」の原動力となる、学生・教員・職

員のコミュニケーションを表現しています。構

成員一人ひとりが、様々な場面でこのマークを

使用することで、大学の一体感を強めるととも

に、千葉大学ブランド力を高めていきます。

千葉大学入学者受入れの方針
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千葉大学
機構図

学部・学科



千葉県内にあった７つの学校のさまざまな

歴史と伝統を引き継ぎ約60年、その前身を

加えるとおよそ140年の歴史を積み重ねて

きています。2004(平成16)年には法人化さ

れ、現在の姿となりました。法人化後も千葉

大学は更なる成長を続けています。

現在、千葉大学は学生数、約15,000人。教職

員数、約3,000人と国内有数の総合大学です。

千葉大学が発足したのは、1949(昭和24)年。

歴史

CHIBA UNIVERSITY 2016-20178
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学術交流協定
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大学間交流協定校一覧
http://www.chiba-u.jp/global/
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http://www.chiba-u.jp/global/

部局間交流協定校一覧　
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国際交流
GLOBAL
EXCHANGE
SYSTEM
NEWS

前に決められているという意味です。私のロシアの大学の先生たちが、学生達の中で誰が日本へ

留学生として行くか、どの大学に入るかを選択しました。「ダリーナさんは千葉大学へ」と言われ

たこと、それが私の運命だったと信じています。私には一つの夢があります。将来、世界中の皆さ

んに日本のことを伝えるため、文化・経済・政治の面で日露関係の友好に貢献したいという夢で

す。両国がお互いをより理解する事ができるようになって、様々な問題が無くなって友好を深め

ていけると思っています。千葉大学に入った後、先生たちや同級生などの素晴らしい人々と出会

ったことで、いい思い出ができ、面白くて大切な経験になっています。毎日、文化交流し、もっとも

っと深くに日本のことを理解できるようになり、千葉大学で自分の夢がきっと実現できると信じて

います。

皆さんは「人生における全ての出来事は、運命である」という表

現を知っていますか。ロシア人はそのような表現をよく使いま

す。何が起きたかは、実は偶然ではなく、人生において全て事

Ｊ－ＰＡＣ生
ブニコワダリーナ
BUNKOVA, Darina

は言えませんでした。ですので、千葉大学に入学したばかりの頃は知り合いや友人が一人もいな

くて心は不安でいっぱいでした。それだけでなく、大学に関しても山ほどの心配がありました。例

えば、履修登録の方法、単位制度、講義の難易度などです。しかし、入学後には、所属している学

科の先生や事務の方々、同級生がいつも様々な面で助けてくれ、そのおかげで、不安や心配はす

ぐ消えました。今では、サークルや部活に入ったり、大学のイベント・課外活動にも参加するなど、

とても満ち足りた大学生活を送っています。千葉大学では、まだ自分が知らないたくさんのことに

出会えるので、毎日を新鮮な気持ちで過ごしています。

私は千葉大学に入学する前の2012年に来日して、東京で1年

間にわたって一から日本語を習得しました。しかし、わずか1年

間の短期間では日本の文化や礼儀などを完全に身に付けたと

学部生
シャルマモヒト
SHARMA, Mohit
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政治学、その中でも移民・難民問題に興味があると気付いたものの、学部にその分野の講義が

無いと分かり、悩んでいた。その頃知ったのがこの派遣留学プログラムだった。移民大国である

アメリカ、その中でも人種のサラダボウルと呼ばれるニューヨークシティに近いストーニーブルッ

クは講義だけでなく、そこで暮らす中で移民問題の理解を深めるのに最適の環境なのではない

か。この考えからストーニーブルック大学への派遣留学に挑戦することにした。留学生活への期

待を膨らませ、渡米した私を待っていたのは厳しくも充実した日々であった。積極的に発言してい

く授業スタイル、課題の多さ、そして初めての一人暮らし。日本と180度違う環境にストレスが溜

まることもあったが、そこで出会った親切な友人や先生のおかげで次第に毎日が楽しくなってい

った。留学を終えた今、国際機関で働くという目標ができた。その実現に向け、ストーニーブルッ

クで１年間やり切ったという自信を胸に頑張りたい。

と思います。全く異なる考え方や激しい意見の対立に、苦しみながらも確かな感触をもって直接

向き合うことができたこと、そして、その中でも喜びや驚きを共有できたことは特に印象的です。ド

イツの古き良き街並みを残しつつ、世界中の学生や旅人で賑わうハイデルベルクの街での経験

は、今の自分の重要な一部分となりました。振り返ると、ドイツ人学生を始め、様々な年代・文化

背景・職業を持つ人々が一緒に活動してくれたり、支えていてくれていたということを一番に思い

出します。千葉大学では留学する学生を支援するためのより良い環境があり、自分から声を上げ

れば千葉大学・派遣先大学も含めて多くの人のサポートを受けながら学ぶことができます。これ

からも興味ある世界にまず自分から一歩踏み出す気持ちを忘れず、そして一歩踏み出す人たち

の力になれるように更に成長していきたいと思います。

ニューヨーク州ロングアイランド郊外にある街

ストーニーブルック。ここで過ごした1年を私

は忘れることができないだろう。入学してから

気になったら調べる、人と意見を交わす、行っ

てみる、やってみる…。そうしたことの繰り返し

で、自分の世界を広げるような経験ができた

中原 英彦
NAKAHARA Hidehiko

山田 真紀
YAMADA Maki
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Evolutions of
CHIBA
UNIVERSITY

学問を探求する勇気と知性
千葉大学には学びの進化系がある

Evolution

01
６ターム制という新しい学事暦の導入
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Evolution

02
世界に通じる人材を育成するための

『グローバル人材育成プログラム』
596

Action 02

Knowledge
stockS Action 01

Skip&skip

Action03

International
supportI

K
Action 04

Professional
experience P
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Evolution

03
「アカデミック・リンク」は、きみの学びを変える
「空間」「コンテンツ」「人的サポート」の機能を備えた
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PLACE

CONTENT SUPPORT

LEARNING

INVESTIGATION

NETWORKING

KNOWLEDGE
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Evolution

04

Evolution

05

先進科学プログラム

医、薬、看護の３学部合同の 亥鼻 IPE

（飛び入学）
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Evolution

06 大学初！ 環境エネルギー ISO 取得

Evolution

07
環境健康フィールド科学センター『植物工場』
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千葉大学では国際的にも評価される専門教育を提供し、

世界で活躍する卒業生たちを数多く輩出してきました。

しかし、それは必ずしも専門教育に特化しているからではありません。

学士課程では、幅広い視野、批判的精神、

豊かな教養と人間性を培うために「普遍教育」が提供されています。

学生たちは普遍教育を通じて、

受験勉強の「知識を覚える学び」から、

生涯を通じて獲得すべき「学問を追求する姿勢」へと

学びの質を変化させていくのです。

普遍教育によって培われた学びの姿勢は、

専門分野での学びをより一層高きものにしてくれることでしょう。

CHIBA UNIVERSITY 2016-201722
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専門教育科目

普遍教育科目 1

2

3

CHIBA UNIVERSITY 2016-201724
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College of Liberal Arts and Sciences

グローバルな
課題解決に向けた
実践的学びの場

私たちの社会が持続的に発展するため

には、環境問題や人間の安全保障など

の既存の学問分野単独では解決困難な

課題と向き合っていかなければなりま

せん。また、世界最先端の科学技術や独

自の文化を有するわが国の魅力が広い

世界に認知されることは、日本及び世界

の発展貢献に繋がります。国際教養学

部は、「グローバル・日本・ローカル」とい

う複合的観点から国際理解と日本理解

の双方を備えた上で、俯瞰的視野、多元

的な視点で物事を考え、日本独自の視

点から課題を発見・解決し、その解決策

を世界へ発信することができるグロー

バル人材の養成を目指しています。

http://www.las.chiba-u.jp/

1 2
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国際教養学部長

小澤　弘明
Hiroaki Ozawa

“グローバルな課題を発見し、

文理混合の視点で

解決に取り組む。

徹底した少人数教育の新学部。

”国際教養学部は千葉大学で最も新しい

学部であり、国立大学初の国際教養学部

です。この世界で生起している様々な課

題をグローバルな視点から解決すること

を目指します。人文社会科学、自然科学、

生命科学のすべての領域についてその

基礎を学び、課題解決に役立てます。そ

のために必要な、知識・技能・方法を身に

付け、国内外のフィールドで実践的な解

決を模索します。国際教養学部は、広い

視野と好奇心を持ち、地球規模の課題解

決に熱意を有する諸君を歓迎します。自

らの可能性を限定せずに、文系・理系を

問わず、各教科の基礎学力を身に付けて

きて下さい。教職員が皆さんの学びを全

力でサポートします。
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知的好奇心こそが見通す力を養う

Faculty of Letters

1

2 3

文学部の学問では、「人間自身とは何

か?」を問いかけていきます。言葉や文

化、意識、行動、社会など「人間が創り出

すすべて」が学びの対象なのです。学生

たちは、この無限のテーマから自分の関

心を見つけていきます。そして、テーマ

に関する適切な情報を自分で集め、情

報に立脚して論理的に考え、正しい見通

しを導く能力を徹底的に高めていくの

です。4年間で養われるその力は、生涯

を通じて役立つものとなるでしょう。

※文学部は、平成28年4月に、1学科（人文

学科）4コース（行動科学コース、歴史学コ

ース、日本・ユーラシア文化コース、国際言

語文化学コース）体制に改組しました。

http://www.l.chiba-u.ac.jp/
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文学部長

山田 賢
YAMADA Masaru

“面白い学問こそが、

人の役に立つ

言葉の力を磨き、

古典を読んでほしい

”私は「面白い学問」こそが結局は一番役

に立つものだと考えています。知的好奇

心から出発しながら、根拠に基づいて論

理的に考える。そのプロセスをくぐれば、

生きていくうえで役に立つ力が必ず付き

ます。千葉大学文学部では、“学生が好奇

心を持つ学び”と“じっくりと学べる環境”

を整えています。高校時代は基礎的な力

を身に付ける時期です。専門知識や海外

体験は大学に入ってからでも間に合いま

す。まずは、言葉の力を磨きましょう。日本

語をきちんと学び、英語も基礎的学力を

身に付けてください。そして、どの分野で

もよいので「古典」を読んでください。長

い歳月の流れに耐えて読み継がれてき

た「強い言葉」を体験することは、大学で

の学びにもきっと役立つはずです。



CHIBA UNIVERSITY 2016-201730

「人間とは何か」 
この最大の謎に挑む

人間の知識や行為の基礎を明らか

にする哲学。動物の認知や学習、言

語情報処理、認知モデリングなどの

新しい分野を研究する認知情報科

学。知覚、認知、記憶、パーソナリティ

ー、社会行動などを実験的手法を重

視して解明する心理学。現代社会に

おける家族、産業、コミュニケーショ

ン、システムなどを明らかにする社

会学。人類の多様性を手がかりに文

化・社会の比較を通して人間の理解

を目指す文化人類学などがあり、人

間の行動の本質にせまります。

 X 

 X 

9% 

 X 
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 X 

3% 

 X 

さまざまな観点から
歴史を考える

歴史学の成果を尊重しつつ、従来の枠組みを越

えて研究を展開します。歴史を、考古学的資料・

民俗学的資料・美術作品などの「もの」、図像資

料・映像資料などの「イメージ」、そして文献資料

としての「文字」という3つの文化伝達要素にそ

くして考えることが特徴です。多彩な史資料情

報を複合的に活用しつつ、世界史的視野に立っ

て人類の生み出した文化や社会の諸相をより深

く、多面的に考察することを目指します。

 X 
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 X 

6% 

 X 

日本・ユーラシア文化の多様性を学ぶ

日本・ユーラシア文化コースは、日本とユーラシア大陸における諸民族

の多様な言語・文学・文化などを見つめ、考えていくコースです。また、

日本語、日本文化を世界に発信する力も養います。これらの学問を通じ

て、日本とユーラシアの文化の確かな知識を持ち、グローバルな社会

に貢献できる教養ある人間を養成していきます。

 X 
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 X 

21% 

 X 

世界に開かれた広場・
ことばと文化の饗宴

国際化と多様化の時代に対応して、

主に欧米の言語、文学、文化の多様

性・流動性・国際関連性、さらにはそ

の内部構造についての多角的・多元

的な研究・教育が行われます。比較

文化論、ヨーロッパ文化論、英語圏

文化論、言語構造論という4つの専

門分野の中から自由に選択できるよ

うになっています。英語だけではな

い、もうひとつの自分の言語を身に

付けることが出来るコースです。

 X 
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Faculty of 
Law, Politics and Economics

開かれた
専門性で
問題を
読み解く

環境、エネルギー、格差拡大、民族・宗教対立......。いま世界は、ひとつの学問領域だけでは解

決できない課題に直面しています。千葉大学法政経学部は、法学、経済学などの社会諸科学

の柱となる伝統的学問を深く探求するとともに、21世紀の世界の問題を発見し、解決するこ

とで社会に貢献する「問題解決のプロフェッショナル」を育成します。新たな情報ネットワーク

を駆使しながら、課題解決に総合的に取り組み、政策立案・実証実験・結果評価まで一連の

過程を体感できるカリキュラムを提供することによって、皆さんの学びを支援します。

http://www.le.chiba-u.ac.jp/
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1 2 3

法政経学部長

酒井 啓子
SAKAI Keiko

“グローバル社会の根幹を担う人

になろう：目標は、時代を正確に

読み解き問題解決能力を持って、

世界に羽ばたくこと

”現代社会は、グローバル化し、無数の情

報に満ち溢れています。千葉大学で唯一

の社会科学系学部である千葉大学法政

経学部は、日本や世界がどのような仕組

みで動いているのか、そのメカニズムを

理解し、どのように関わっていくのかを学

びたい学生にとって最適の学び場です。

法学、経済学、経営・会計系、政治学・政

策学コースがあり、それぞれの専門を深

めるとともに、コース間を横断的に学ぶこ

とで幅広い知識を身に付けることができ

ます。そこでは、学んだ知識をいかに応用

して積極的な社会貢献、国際貢献に発展

させるか、考えることができるようになり

ます。法政経学部で学ぶことによって様

々な視点、視角を養い、将来社会に羽ば

たくため応用力を身に付け、豊かな未来

への想像力を膨らませてください。
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現代社会の公共的な基盤を形成する政治の

役割に関心を持ち、国内外の社会が抱える

諸問題に対して具体的な政策を考え実施し

ようとする積極性を持つ人

 X 

X

X

5% 
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法政経学部について

千葉大学法政経学部は、「社会科学分野の横断的

履修」と「高い専門性の獲得」を2本の柱とし、４コ

ース制(法学コース、経済学コース、経営・会計系コ

ース、政治学・政策学コース)のカリキュラムに基づ

く教育を実施しています。本学部の学生は、1年次

では特定のコースに所属せず、2年次進級時に自身

の関心にあったコースを選択します。(なお、各コー

スに定員はありません。)

本学部ではまず、少人数教育の一環として、１年次

に全学生が基礎ゼミナールに所属し、大学で主体

的に学ぶ手法を身に付けます。また、同時に入門法

学、入門基礎政治学、入門基礎経営・会計学などの

導入科目の受講を通し、社会科学の基本を学びま

す。そして、２年次に進級する際、1年次の学修を踏

まえて、４つのコースから１つを選択することとな

ります。学生は、コース所属後の３年間で様々な講

義科目・演習科目を履修し高度な専門知識を習得

します。同時に、所属コース以外で開講される科目

も履修することにより社会科学の横断的・総合的理

解を図ります。例えば、経済学コース所属学生の多

くは、財政学、金融論などの専門科目と並行して、法

律系科目や政治学系科目を履修しています。

なお、本学部は、通常の教育課程に加え、２つの早

期卒業プログラム(法学特進プログラム・経済学特

進プログラム)を設置しております。当該プログラム

は、法学、経済学への関心が高い学生に対し、専門

教育を集中的に実施し、3年間での卒業を可能に

する制度です。(法学特進プログラム受講者は、法政

経学部入学後、1年次に面接等により決定します。ま

た、経済学特進プログラムは、独自入試により受講

者を選抜します。)

本学部は、このような特徴あるカリキュラムを通し

て、問題解決のプロフェッショナルたりうる高度専門

職業人を養成します。法政経学部の前身である法

経学部の卒業生は、著名な民間企業に多く就職し

ているほか、国家・地方公務員試験、司法試験及び

法科大学院入学試験、公認会計士試験、税理士試

験などにおいて優れた合格実績を上げてきました。

また、近年ではより高い専門性やグローバルな視

野の獲得、あるいは国際機関への就職などを目指

して国内・海外の大学院に進学する卒業生も増加

しています。

法的な考え方を修得し、社会的問題に取り組む

本コースは、法現象の基本構造を学習し、新たな問題に対処し得る柔軟な

思考力を養成することを目的としています。そこで、国家及び国家間の生活

領域に関する規律、さらにはその本質をより深く洞察する教育体制を充実

させ、急速に変貌する現代社会の教育需要に応えることに努めています。本

コースで得られる知識や知恵は、自分の可能性を様々な形で発見していく

ことにつながります。
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社会・経済の
流動化・国際化に
正面から対応

本コースの目標は、現代経

済の問題の本質を理解して

分析し、より望ましい社会の

実現のための処方箋を提

示することにあります。経済

学は経済の動きとそれに関

連する社会の構造と動態を

認識し、社会状況を総合的

にとらえようとする学問で

す。少人数教育でコミュニケ

ーションを通して全人格的

な成長を期待することが本

コースの基本方針です。経

済学を身に付けることは、自

らの可能性を開花させる大

きな力になるはずです。

最新の情報から
解決策を考える

経営学とは、いかにして企業が従業員を動

機づけ、消費者やユーザーのニーズに合っ

た製品・サービスを開発、生産、販売し、利潤

を従業員に配分していくかを、論理的に説

明する学問です。一方会計学とは、その企業

行動から生じた富の存在と変動、損益に関

する計数的情報の作成と伝達の行為を研

究する学問です。本コースの目的はこれらの

学問を通して、時代の変化と共に生じる企

業の経営課題を多面的に理解し、解決する

ための考え方を養うことです。



39

現代社会の政治の
仕組みを理解し、 
政策構想・提言を行う

本コースは、現代社会の公共的な基盤を形成する政治の仕組みを政治学

という視点から、また現代社会の構造変容から生じる諸課題を政策学とい

う視点から、教育・研究することを目的とします。法学と経済学の複合学部

であるメリットを活かし幅広い社会科学諸分野の教養の上に、政治学的思

考と政策学的思考に基づき、現代社会の諸問題を発見・解決しより良い社

会を構想する能力のある人間を養成します。本コースでは現代社会の変化

に伴う国内外の諸課題に具体的に取り組みます。
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変化に対応できる
教師になる

千葉大学教育学部では、時代の変化に対応

できる指導的立場に立つ教師の育成に努め

ています。小学校教員養成課程、中学校教

員養成課程、特別支援教育教員養成課程、

幼稚園教員養成課程、養護教諭養成課程の

5つの課程があります。異なる専門課程があ

る環境で学生たちは互いに刺激し合いなが

ら学んでおり、総合大学の強みを生かし多

彩な分野の教員が指導に当たっています。

本学部を卒業した学生は、教員採用試験に

おいても安定した合格率を維持しています。

http://www.education.chiba-u.jp/

1

2

3

教育学部長

高橋 浩之
TAKAHASHI Hiroyuki

“教育の世界に飛び込む

覚悟があれば大きな可能性と

実り多き人生が待っている

”ニュースなどを見ていると教師や教育に対して厳し

い意見が出されている場面が多く，大変だなと感じ

るかもしれません。しかし，教師や教育が大切でな

ければ，誰が意見なんて言うでしょう。皆，教育こそ

が人を育て，日本や世界を変えるものだとわかって

いるからこそ真剣に考えるのです。同じ人生を送る

のなら，専門的な知識や技術を得て，多くの人が関

心を寄せる世界で働いてみたいと思いませんか？

教師は，人生を通して自分自身を成長させながら人

を育てていくという職業であり，そこには大きな可

能性があります。千葉大学教育学部は，教師になり

たいという熱い気持ちを持った人を待っています。
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小学校教員としての深い
見識と能力を身に付ける

千葉大学教育学部小学校教員養

成課程は、全国でも有数の小学校

の教員を養成する専門機関です。

小学校にある9つの教科に加え、教

育界の動向をふまえて設けられた

12の選修のいずれかに所属して学

びます。教科の指導に自信が持て

る「教科専門科目」、子どもの理解

と指導の方法を学ぶ「教職科目」、

現代的な課題に挑む「小学校課程

に関する科目」を柱に学びます。教

育研究・教育実習を重視して、附属

小学校が学内にあるという地理的

好条件を生かし、1年次から教育現

場に近い学びができるように準備

されています。

 X 

 X 

 X 

7% 
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 X 

 X 

教育現場や社会の変化に対応できる人材を養成

中学校教員養成課程は10の教科教育の専門分野から構成されています。本課程に所属すると、時々刻々と変化す

る教育現場や社会環境に即応できるように、教職に関する基礎、現代的な教育的課題や生徒指導法等について学

びを進めます。さらに、10分野のいずれかに所属して、中学校教育の現場で指導的な立場に立てる人材を目指し

て、各教科に関する基礎的ならびに専門的学習や指導法を勉強し、中学校教諭の一種免許を取得することができ

ます。加えて、本課程では専門とする教科の他にもう一つの別の教科の免許を取得することができます。

 X 

11% 
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特別支援教育の
専門教員を養成

本課程は、特別支援学校教諭(知的障

害・肢体不自由・病弱)免許状の取得を

軸に、特別支援学校、幼稚園、小学校、

中学校および高等学校における特別支

援教育に携わる専門教員の養成を行っ

ています。このため最低でも8週間以上

の教育実習への参加が必修となってい

るほか、指導に必要な様々な心理検査

の実践的習得を図る授業科目の設定、

現職教員の大学院や長期研修生として

の受け入れ、教職経験の豊富な学外非

常勤講師による集中講義など、実践的

な力量養成を重視した教育の機会を提

供しています。

 X 

 X 

 X 

17% 
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発達の理論と実践を
調和させた学習・研究を行う

幼稚園教員養成課程がある大学は、国立

大学の中にわずか2校しかありません。本

課程では、幼児教育学、幼児心理学、保育

内容学に加え、幼稚園と小学校の連携やミ

ュージカルの創作実演など、理論と実践を

調和させた授業を通し、幼児の発達を支援

する高度な専門性を持つ幼稚園教員を養

成します。3・4年次に附属幼稚園での充実

した2度の実習を行い、実践力を磨きます。

幼稚園教諭一種免許状に加え、多くの人が

小学校教諭免許を取得し、さらに保育士資

格も取得できます。本課程の出身者には文

部科学省幼児教育教科調査官、国公立幼

稚園長会会長、幼児教育の教員養成に関

わる大学教員等、日本の幼児教育のリーダ

ーとなる人たちがいます。
Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ Ⅰ・Ⅱ
Ⅰ・Ⅱ

 X 

 X 

 X 
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子どもの心や体の健康を支援する

子どもの心や体の健康を支援するという、専門的な役割を果たす養護教諭

を育成する課程です。本課程では養護実践学や学校保健のみならず、基礎

医学や臨床医学、看護学、栄養学、公衆衛生学など、関連する諸分野に関す

る科目も段階的に学び、さらに専門性を高めます。近年ますます重要度を増

している子どもの心の問題への対応についても、健康相談活動や精神保健

学などで具体的に学習していきます。3年次には附属病院で臨床実習を行

い、4年次には小学校と中学校それぞれで養護実習を行うなど、多くの実習

を経験することで実践力を育成します。

 X  X  X 

5% 
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1 2 3 4

4年間にわたる系統的な教育実習学びの段階に応じた
実習で教師としての力を身に付ける
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理学部が対象とする基礎科学は、私たちの世

界を成り立たせている自然の謎を解明してい

くものです。本学部では、「知りたい」という純

粋な欲求を原動力に、過去から脈 と々受け継

がれてきた真理の発見に挑戦していきます。

入学後は、科学の基礎を学んだうえで、幅広

い分野から自分の専門を選び、探求します。

専門と教養のバランスのよい教育課程によっ

て、社会で科学を適切に応用するための倫理

観や価値観、そして問題解決能力も養います。

http://www.s.chiba-u.ac.jp/

自然界の未知なる
真理を探求する

理学部長

柳澤 章
YANAGISAWA Akira

“理科・数学大好き人間は
ぜひ千葉大学理学部に集まれ！

”
千葉大学理学部には自然界の謎に理論と実験によるアプローチで挑む５つ

の学科があります。宇宙、地球、生物、分子、あるいは数字といったスケールの

全く異なる対象を扱う学部は他にありません。さらに本学部はそれぞれの専

門分野において基礎研究のみならず、実社会に役立つ実用的研究も行って

います。選択した専門分野をさらに極めたいという方も数多く、例年６割以上

が大学院に進学しています。また千葉大学は学部間の垣根が低く、工学部や

薬学部といった他の理系学部との研究上の連携も盛んで、これが他大学には

ない本学部の特徴となっています。理科と数学の大好きな方は、ぜひ我が理

学部で共に自然界の謎に挑戦していきましょう。
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1

2

3
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 X 

 X 

数学は科学の中の
女王である

世界3大数学者のひとりガ

ウスは、「数学は科学の中

の女王である」と言ってい

ます。この言葉には、数学が

すべての自然科学に理論

的根拠と探求手段を与える

ものとして君臨しているこ

と、そして数学自体日々進

化を続ける広大な宇宙であ

ること、の2つの意味があり

ます。さらに情報科学と連続

した分野を形成しつつある

点を考慮し、数学コース(約

8割)と情報数理学コース(

約2割)を合わせた複合学科

としています。数学・情報数

理学科、それは未知と真理

に遭遇する場です。分から

なかった数学の問題をとこ

とん考えることが大好きな

人、何日間でも寝ても覚め

ても数学を考えることが大

好きな人、大歓迎です。

 X 

47% 
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 X 

自然の構造を探り、
基本法則を解明する

物理学は、宇宙を構成する

時間・空間と物質に宿る普

遍的な法則を実験事実に

基づいて明らかにしようと

する学問です。その対象は、

素粒子・原子核、固体・液体

などの凝縮系、さらには生

物や宇宙までというように、

ミクロな世界から宇宙その

ものにまで拡がっています。

本学科では、まず物理・数

学の基礎科目の修得から

始め、実験・演習も行いな

がら、物理学の基礎を学び

ます。さらに、自分の興味に

応じて、専門科目や卒業研

究のテーマを選び、学習を

進めます。自然現象に対す

る旺盛な好奇心を持ち、熱

意と忍耐力をもって学習・

研究に取り組む人を歓迎し

ます。

 X  X 

78% 
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 X 

 X 

創造力豊かな
人材を育成

化学は自然界を構成して

いる様々な物質の構造、性

質、変化に関する学問です。

学問領域は、物理学や生物

学に近い境界領域まで拡大

しており、奥深い自然の真

実を一つ一つ明らかにしつ

つあります。化学はエネル

ギー、リサイクル、環境、生

命等の人類が解決しなけ

ればならない諸問題に対し

て、重要な役割を果たすと

期待されます。知的好奇心

に溢れる学生に対し化学諸

分野の教育をバランスよく

施すことにより、多様な物質

の性質を幅広くかつ原子・

分子レベルから理解し、広

い視野で自然の全体像を

把握し、諸問題に応用でき

る力と豊かな創造力を持つ

人材を育成することを目指

しています。

 X 

83% 
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 X 

 X 

生命現象を
様々な視点でとらえる

生物学は分子・細胞・個体さらには集団に至る生命現象を、多様な視点でと

らえようとする科学です。生物学はまた、人類の未来に大きく関係するゲノ

ム・再生医療・環境保全等のテーマの中心となる科学分野です。生命現象に

は種を越えて普遍的なものもあれば、種固有なものもあります。さらに、極微

量の生体分子どうしの反応を調べたり、野外で調査や測定をするなど、研究

の対象や方法も様々です。本学科には「分子細胞生物学」と「多様性生物学」

の2つの教育研究領域があり、また、海洋バイオシステム研究センターと密

接に連携しながら、質の高い幅広い視野に基づいた教育を提供しています。

 X 

82% 
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 X 

 X 

地球の生い立ちから未来まで

地球は46億年の歴史を持ち、今なお活発に活動し続けています。この活動

は、人類に多大な自然の恵みをもたらす反面、大きな災害も引き起こしま

す。一方、人間活動は自然破壊を急速に進行させ、地球温暖化問題が具現

化しています。地球科学は、地球そのものが引き起こすダイナミックな活動

と、人間活動が関係する環境問題の両方を扱っています。地球の過去には

現在の地球で起きている現象、あるいは未来で起こりうる現象を予測し解

決する手がかりが隠されています。本学科では、地球についてもっと知りた

い、何か新しいことを明らかにしたいという意欲に溢れ、地球の神秘や未来

を研究したいと思う活力ある人を歓迎します。

 X 

58% 
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千葉大学サイエンスプロム
ナード多分野の科学を展示
するミニミュージアムで科
学への「ワクワク」を感じ
てもらう

10:00 - 17:30

12:00 - 16:00 

16:30 - 17:30

12:00 - 16:00
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千葉大学工学部では、よりよい社会を構築するために新たな技術を探求して

います。ロボットから画像やプログラムまで、幅広い分野で社会の役に立つ新

しいモノづくりを行っていきます。本学部の教育が目指す理想像は、グローバ

ルに対応できる高度専門職業人。知的な好奇心・探究心を持ち、目の前の流行

を追いかけるのでなく、5年後、10年後に必要とされる技術をあきらめずに拓

け る人材です。近年は女子学生の比率も多くなっています。

※工学部では、平成２９年４月に学部改組を予定しています。この計画は、文部科

学省の審査結果を受けて確定するものであり、変更することもあります。確定した内

容については千葉大学ホームページに平成２８年９月ごろ公表する予定です。

http://www.eng.chiba-u.jp/

工学部長

関 実
SEKI Minoru

“日常のあらゆることが

工学と関係している。

30年後の社会を考えながら、

未来をデザインする

志を持って来てください

”工学は、数学・物理・化学などの自然

科学の基礎の上に、豊かな社会あるい

は人類の幸福をデザインすることを目

指します。専門分野を深く学ぶと同時

に、20-30年後にも役立つ、工学の考え

方の根底にある基礎的なこと、本質的

なことをしっかりと学んで欲しいと思い

ます。もう一つ大切なことは、社会のこ

とを広く知ることです。自分の専門分野

だけでなく、日本や世界のどこかで現

在起こっていること、過去に起こったこ

と、身の周りで日々遭遇する出来事、他

者の発言・考え方等に、関心・好奇心を

持つことは、工学を学ぶために必要な

ことです。本学工学部の卒業生であれ

ば、変革の先頭に立つ人材として様々

な形で社会と関わることができます。活

躍を期待しています。

探究心で
日本を担う
技術を拓く
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芸術と技術の融合した建築物をつくる

人間の暮らしに不可欠な衣・食・住のうち、建築は、人間の住まいを創造す

る仕事です。豊か・美しい・快い・安心できるなど、建築にはこれらの要望を

満たす具体性が求められます。社会基盤を構成する建築分野は、いつの時

代においても不可欠であり、創造と進歩が常に求められる分野です。高等教

育機関の技術者教育プログラムを評価・認定する機関であるJABEE(日本

技術者教育認定機構)の認定を受けているため、本学科の卒業生は技術士

の一次試験が免除されます。

 X 

 X 

 X 

63% 
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 X 

64% 

人と環境が調和する
都市を創る技術を
拓く＋究める

現在、環境に負荷を与えることな

く、豊かで快適な都市生活を実

現するための技術革新の必要性

が認識されています。私たちは

都市環境のあり方を、「場」=「空

間としての都市の性質」、「流れ」=

「都市の成立に欠かせないす

べての動的要素」という概念でと

らえています。私たちが目指すも

のはこれらの調和です。本学科

は、都市環境のあり方を総合的

に教育・研究する、全国でも数少

ない独自性の高い教育を用意し

ています。

 X 

 X 
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 X 

感性と知性とを備えた
デザイナーの養成

私達の生活や生活環境の不具合を取り除

き、安全・安心、生活の質と快適性の向上を

目的とした、高品質で美しいものに創造して

いくデザインは、あらゆる領域で重要視され

ています。本学科では、生活文化と深く関わ

りながら、技術と科学に裏打ちされた芸術

性・人間性豊かなデザインの実現を標榜し

た教育と研究を行っています。また、多様な

ニーズに柔軟に対応でき、デザイン界をリー

ドして国際的に活躍できる人材の養成を目

指しています。

 X 

 X 

59% 
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身の回りから最先端までのあらゆる機械の設計

工業製品の多くは機械工学技術によって製造されています。私

達の身の回りにある日常製品から遠い宇宙空間の製品まで、

大型機械から原子サイズの構造物まで、輸送機械、情報機器、

医療機械などは先端的機械工学を基にした製品です。物理、化

学、生物学的な現象を工学に応用し、新しい学問分野を開拓す

ることも機械工学の重要な使命です。まさに工学の最先端を担

っているのが機械工学なのです。

 X 

 X 

73% 

 X 
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医療・福祉・健康に寄与するエンジニアの養成

過去に経験のない超高齢化社会を迎えた我が国では、医療・福

祉・健康に関する広範な知識と高い実践力を有する工学技術

者が社会から求められています。本学科では、この社会的要請

に応える人材を育成しています。また、工学部の他学科はもとよ

り、フロンティア医工学センター、医学部、看護学部、薬学部、理

学部など他の教育研究組織と連携し、幅広い視野に立つ医療

工学技術者の育成を目指しています。

 X 

 X 

 X 

67% 
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 X 

81% 

電気電子工学の
基礎学問から
先端的応用分野まで

電気電子工学は20世紀後半から

急速な発展を遂げ、電気機器、情

報通信、輸送機器、化学プラント、

医療機器、公共システムなど、あら

ゆる工学分野に深く浸透した最重

要基盤技術として現代社会を支え

ていると言っても過言ではありませ

ん。本学科では、このような実社会

において活躍できるための専門教

育を展開して行くとともに、異なる

バックグラウンドの人と協調して、

他分野にも向かっていける、新しい

技術を創造できる学際的な素養を

持ち、旧来の枠にとらわれない人

材の養成を目指しています。このた

め、本学科では常にカリキュラムを

見直すなど時代にあった教育効果

を高める努力をしており、学生もこ

れに応えて勉学に励んでいます。

 X 

 X 
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10 億分の1 メートルの世界を究める明日の科学

｢原子・分子を自由に操る｣― 物の性質を、その根源から組み上げて意のままに創り出す。近

年のナノテクの発展により、これまで不可能であったことが、今まさに実現しようとしていま

す。私たちは、ナノサイエンス分野に羽ばたく挑戦者を育てたいと考えています。少人数教育

を基本に、教員との密接なコミュニケーションと世界レベルの研究を体験し、専門性、広い

視野、柔軟な価値観、国際的活動力をもつ力強い研究者・技術者の育成を目指します。

 X 

 X 

87% 

 X 
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バイオと環境をキーワードとする
新しい応用化学

21世紀の｢化学｣は単に科学技術を発達させるだけ

でなく、環境を保全しつつ地球資源を有効に活用し

て人類の真の福祉に貢献することが求められてい

ます。そのためには、環境に調和する化学プロセス

の開発や、環境に適合した新物質の創製が不可欠

です。種々の外部刺激（情報）を捕捉・応答する機能

を生体から抽出し、化学的に実用化して、これらを

代替あるいは超越する物質やプロセスを開発する

ことで、人類が環境に調和し、他の生物と共生して

いく｢新しい応用化学｣を担う人材を育成していき

ます。

 X  X 

78% 

 X 
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画像を通じて夢ある未来を実現する

化学・物理はもとより、人間の感性など広範囲にわ

たる総合学問領域です。他大学にはほとんど存在し

ない学際領域のため、社会的にもこの分野で先導

的な役割を果たしてきました。本学科の母体は、長

い伝統を誇る印刷・写真・テレビですが、さまざまな

新型ディスプレイや電子ペーパーの出現、ナノメー

トルサイズの材料を用いた新しい画像素子の提案

などにより画像のマテリアルの分野は大きな変貌

を遂げようとしています。またそうした進歩にともな

い、新しく形作られた画像を評価する感性が重要と

なっています。

 X 

 X 

81% 

 X 
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 X 

 X 

 X 

67% 

情報と画像をコアに未来を拓く

「情報」が現在の私たちの社会の基盤とな

っています。情報流通は、情報を数理的に把

握する基礎的領域のみならず、それらに整

合した知的画像情報処理技術や、それを支

えるハード・ソフトウェア技術、通信技術、そ

して現代社会で大きな課題となっているセ

キュリティ技術や信頼性技術、さらにはリア

ルタイム処理、携帯性などを実現する組込

みシステム技術、電子回路技術の把握など、

幅広い領域が関係しています。本学科では

情報流通に関する数理や技術に加えて、情

報が人間に伝わる仕組み、効果的に伝える

方法についても学びます。
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Faculty of Horticulture

食と緑の国際総合学科

園芸学部長

小林 達明
KOBAYASHI Tatsuaki

“「理論と実践」によって食と緑の

未来を切り拓く「園芸関連科学と

ランドスケープ学の国際拠点」

”

園芸学部・大学院園芸学研究科の学舎は、ゆった

りと流れる江戸川のほとり、富士山を遠望する緑

豊かな丘の上に広がっています。都心から20分

という都市環境にありながら、自然に恵まれ、多

様な動植物で構成されたキャンパスです。本学部

は、100年をこえる、アジアで最も伝統ある、園芸関

連科学とランドスケープの専門学部です。その教

育・研究の対象は、園芸作物の栽培・育種・利用技

術と造園に関わる技術から、生命科学（バイオテク

ノロジー）、環境科学、社会科学へと広がり、人々の

クオリティオブライフをいかに実現するか、地球環

境を持続可能な都市をいかに再設計するかとい

った現代的な課題に対して、学問を深く探究すると

ともに、社会の人々とともに考え実践しながら取り

組んでいます。海外との交流も活発で、留学生の多

い国際的キャンパス。様々な人と交流し、実り多い

学生生活をエンジョイしてほしいと思います。

100年以上の歴史を通じて、緑と人間との関

わりを探求してきた千葉大学園芸学部。国立

大学では唯一の園芸学部の研究は、時代の

要請とともに柔軟に変化してきました。その

領域は今、バイオテクノロジーや資源・エネ

ルギー、環境 保全と再生、ランドスケープの

創造、そして医学と福祉の分野へと広がりを

見せています。本学部では、都市に拠点を置

きながら、社会の課題の解決に寄与し、世界

で通用する技術者や研究者の育成を目指し

ています。

http://www.h.chiba-u.jp
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園芸作物の育種・栽培から
生産環境の管理まで、体系的に学ぶ

園芸学科では、園芸植物の育種から生産過程、生産環境の解

明、および生産への利用技術の開発など、基礎から応用までの

知識と技術を身に付けたエキスパートの育成を目指していま

す。そのために、本学科には「栽培・育種学プログラム」と「生物

生産環境学プログラム」の２つのプログラムを設け、園芸植物

の高度栽培技術、それらと密接に関わる品種改良に関する先

端的技術の教育、生産環境の物理的、生物的、化学的要因の解

明・利用技術に関する教育を行っています。本学科で学ぶこと

により、微生物から地球環境まで幅広い視野と豊かな創造性を

備えて、園芸植物資源に関する諸問題などを解決すべく、社会

で活躍できる人材となることができます。

 X 

 X 

48% 

 X 
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生物機能を生物学・化学的に
解明し諸問題の解決に挑む

微生物、植物、動物を用いた生物資源の有効活用を目的に、生物の機能、細胞構成物質、代

謝生産物等の性質について総合的に学びます。またそれらの知識に基づいて、生物化学・

分子生物学的手法や、関連する遺伝子、細胞内外の酵素等の機能性タンパク質、機能性糖

質、機能性脂質等の基礎学理と応用技術理論の究明に向けての教育・研究を行っているの

が「応用生命化学プログラム」です。食料・資源・環境問題など現在人類が直面している諸問

題を解決できる人材の育成を目指しています。卒業後に食品衛生監視員または食品衛生管

理者になる資格が得られる食品衛生コースも設けられています。

 X  X 

68% 

 X 
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エコロジカルで快適な環境の保全・創造を目指す

私たちを取り巻く自然環境や日常生活を営む環境について、特に緑地

環境を対象としてその仕組みの解明や保全の技術、さらには快適なラ

ンドスケープを創造または再生していくための調査・計画・施工・管理の

技術、自然環境の管理技術、環境に関する文化論、心身の健康の向上を

目指した緑の利用などに関わる教育・研究を総合的に行っていきます。

本学科は環境造園学、緑地科学、環境健康学の３教育研究プログラム

から構成されています。卒業後は、大学院進学はもとより、技術系の公務

員、緑地環境の調査・計画・設計のコンサルタントや施工管理に係わる

技術者、環境NPOのメンバーなどとしての活躍が期待されます。

 X 

 X 

 X 

30% 
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経済学など社会科学の
視点からフードシステ
ムへアプローチ

「食料資源経済学プログラム」が

育成の目標とする人材とは、①農

学と経済学･経営学を基礎とした

社会科学の視点から、生産・流通・

消費にいたるフードシステム全

体を的確に理解し、評価できる人

材、②環境･農業･地域問題と地域

開発に関する施策やプロジェクト

の評価と、それらの結果を基に効

果的なプロジェクトを立案できる

問題解決能力を持った人材です。

また、栽培、加工などの隣接諸分

野の基礎知識を学んだ上で、食料

および農村･地域社会全体に関わ

る企業や組織の運営に貢献する

マネジメント能力も育みます。

実務に堪能な農業技術者
及び指導的農業経営者を目指す

園芸理論と技術を学び、園芸生産や造園施工の現場で役に立つ実

務に堪能な人材を育成する２年制の課程です。農業技術者、造園技

術者や指導的農業経営者を養成することを目的に、基本的な理論

と技術を身に付けるための講義、実習、研修を行っています。果樹、

蔬菜、花卉、造園・樹木の４専攻があります。園芸別科修了見込み

の者で、学業成績、学習意欲、人物ともに特に優秀と認められるもの

は、園芸別科から推薦を受けて園芸学部社会人入試（緑地環境学

科1年次入学）に出願することができます。

 X 

 X 

 X 

15% 
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千葉大学医学部の歴史は非常に古く、まだ世の中は明治維新改革の最中の1874(明治7)年、近隣の篤志家

の寄付によって設立された「共立病院」が原点であり、地域から愛され、信頼されてきました。地域に貢献する

医療の実践を目指した建学の精神は、今も脈 と々受け継がれています。医学部のある亥鼻キャンパスには薬

学部と看護学部、そして附属病院があり、医療に関する複合的な拠点を形成しています。本学部では、他大

学に先駆けて画期的な教育プログラムを導入しながら、社会の要請に対応できる医療人を育成しています。
 

http://www.m.chiba-u.jp

School of 
Medicine

CHIBA UNIVERSITY 2016-201774



75

1

3

2

人類の健康と福祉の同上に
グローバルに貢献する 

中山 俊憲
NAKAYAMA Toshinorii

“千葉大学医学部がかかげる

「治療学」の研究や臨床実践を

行う優れた研究医や臨床医を

目指そう

”千葉大学医学部は100年以上に及ぶ

長い歴史を有しており、これまでに多く

の優れた研究者や医師を輩出し、社会

に大きく貢献してきました。医学には基

礎医学や臨床医学があります。千葉大

学医学部は、最先端の基礎医学研究の

成果を新しい治療法の開発に結びつ

ける「治療学」の研究に力を入れてお

り、さらに、最新の治療法や病める者の

目線に立って医療を患者さんに届ける

ことのできる優秀な臨床医の育成を目

指しています。医師には、幅広い知識と

最先端の技術のみならず、高い倫理観

や患者さんのことを思いやる心をも持

ち合わせていることが求められていま

す。千葉大学医学部には理想的な教育

環境が整っています。さあ、私たちと一

緒に思う存分勉強し、近い将来優れた

リーダーとなり医学に貢献しましょう。
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医師となるための心、技、知を養う

医学科では、病気と治療を研究者の視点から科学的に考察する「基礎医学」と、様々な病気の原因や症状、診断、治療を講義と

実習で学ぶ「臨床医学」の両方に力を入れています。医療を取り巻く環境を理解し、将来医師を目指すものとしての態度や習慣

を身に付けていきます。カリキュラムでは、1年次から薬学部や看護学部の学生と共に学ぶIPEや少人数によるテュートリアル教

育など実践的かつ、きめ細やかな教育体制を整えています。また、医学研究の基礎を学び、研究に取り組む学生を育成する「研

究医養成プログラム」の他、グローバルに活躍できる英語力を身に付ける「6年一貫医学英語プログラム」も取り入れています。

96.6% 

100% 

96.1% 
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Faculty of 
Pharmaceutical Sciences

薬学は生命や健康について研究する総合的

な応用科学です。基礎科学と違うのは、「人類

の健康、福祉に貢献する」という明確な目的

があることです。千葉大学薬学部では、薬剤

師の受験資格が得られる6年制と研究職を

目指す4年制を設けています。亥鼻キャンパ

スで、チーム医療の一員として医薬品を適正

に管理できる薬剤師、医薬品の開発や研究

に携わる研究者、化学物質と人間の関係を

探求する研究者といった志の高い人材を育

てています。

http://www.p.chiba-u.jp/

薬学を通じて
人を健康にする

CHIBA UNIVERSITY 2016-201778



79

1

2

3

薬学部長

齊藤 和季
SAITO Kazuki

“夢を持って前へ

”薬学は自然科学の一分野ですが、理学

などの基礎科学とはやや異なり、薬や

生命、健康について化学および生物学

の両面から教育・研究する総合的な科

学です。

本学部は、これらの教育・研究により得

られた知識や技術などの成果をもっ

て、人類の健康、福祉に貢献することを

大きな目的としています。従って、本学

部で学んだ学生は、薬学職業人として

必要な専門的知識、研究能力とその基

礎となる学識が涵養され、全人的視野

に立つ医療従事者、薬学的知識が豊か

な専門家や研究者となることが期待さ

れます。

千葉大学薬学部は、我が国で最も歴

史のある薬学部で、その歴史は明治23

（1890）年に設置された第一高等中

学校医学部薬学科まで遡ります。現在

は、薬学科（６年制：定員４０名）と薬

科学科（４年制：定員４０名）の２学科

からなり、高度な薬剤師の養成と創薬・

生命科学の研究者・技術者の養成を行

っています。

高校生の皆様、夢を持って前に進んで

ください。皆様の入学をお待ちしてい

ます。
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2年次

生物化学II・III・IV

有機化学III・IV

分析化学II

物理化学II・III

薬剤学I・II

薬理学II・III

推測統計学

有機化学演習II

薬学総合演習

細胞生物学I

生薬学・ 衛生薬学I

微生物学・感染症学

チーム医療II

一般実習

1年次

有機化学I・II

物理化学I

生物化学I

分析化学I

チーム医療I

機能形態学

薬理学I

有機化学演習I

生物化学演習

97.14%

臨床の最前線で
高度医療を支える

６年制の薬学科では、薬剤師免許

を取得して、病院や調剤薬局、ある

いは行政や公衆衛生の分野で、指

導的な立場に立てる薬剤師の育

成、医薬品の開発職や治験協力者

として、医療の発展に貢献できる人

材の育成を目的としています。本学

科に続く、４年制の大学院博士課

程(先端医学薬学専攻)では、臨床

薬学に基礎を置いた少人数の研

究・教育を行うことにより、大学や

研究所で薬学の教育・研究に従事

する人材、企業で医薬品の研究・開

発に従事する人材、高い研究能力

を医療の発展に生かすことのでき

る薬剤師の育成を行います。

 X 

 X 

 X 

6% 
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3年次

有機化学V・ 物理化学IV

薬剤学III・ チーム医療III

薬事法規・薬局方・ 制度行政学

遺伝子応用学・ 分析化学III

製剤工学・ 医薬化学

 分子イメージング薬剤学

天然物化学

医薬品合成化学

機能性分子化学

薬品物理化学

一般実習 他

有機化学V・ 物理化学IV

薬剤学III・ 細胞生物学II

免疫学・ 化学療法学

衛生薬学II・ 医薬品安全性学

臨床薬物動態学

臨床薬理学

疾病学I・II

薬物治療学I・II

チーム医療III

臨床検査・診断薬学

一般実習 他

4年次

衛生薬学III

チーム医療IV

特別実習

漢方治療学

実践薬学

薬剤師と地域医療

薬事法規・薬局方・制度行政学

医療薬学

医療薬学演習I・II・III

事前実務実習

チーム医療IV

特別実習

5年次

病院実習

薬局実習

クリニカル・クラークシップ

特別実習II

6年次

医療薬学特別演習I・II

特別実習III

薬科学科 (4年制) 定員40名

薬学科 (6年制) 定員40名

薬学科5年次に
約5ヶ月間の実務
実習を行います

医薬品開発の
最前線で活躍

4年制の薬科学科では、4年間

の薬学基礎教育に加えて大

学院修士課程2年間の少人数

での薬学研究・教育を経て、

創薬研究や医薬品開発に能

力を発揮できる人材の育成

を目的とします。修士課程に

続く3年間の大学院博士課程

(先端創薬科学専攻)では、薬

学研究教育をさらに積み重ね

て、創薬研究や医薬品開発あ

るいは大学や研究機関での

薬学教育・研究に必要な問題

解決能力や広い視野に立っ

た独創的な発想を身に付け

た人材の育成を行います。ま

た、グローバルに活躍する人

材育成のために学部・大学院

を通し様々な英語能力強化

プログラムを実施しています。

 X 

 X 

98% 
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100.0% 助産師

98.9% 保健師

School of 
Nursing

千葉大学には、国立大学で唯一の「看護学部」があります。1975

（昭和50）年4月に設立された本学部は、看護師や保健師、助

産師の資格を取得するだけでなく、看護職全般に関わる専門知

識を学びます。理論と実践で「看護とは何か」を深く見つめなが

ら、看護の理念と専門知識を身につけ、医療や保健の分野に限

らない幅広い社会で貢献できる人材育成を目指しています。先

進的な研究で各分野の専門性を究める大学院看護学研究科も

設置されています。

http://www.n.chiba-u.jp/

98.8% 看護師
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1 2 3

看護学部長

宮﨑 美砂子
MIYAZAKI Misako

“好奇心を大切にすることが対象

者を深く理解する力を養う

”高校時代はぜひ、社会で起きているこ

とに関心を持ってほしいですね。看護

職の仕事に就き、さまざまな背景の人々

に接すると、自分にどれくらいの「引き出

し」があるかが問われます。他愛のない

世間話からでも相手が大切にしている

ことやこだわっていることを理解し、看

護のコミュニケーションに反映していか

なければならないのです。人間はどこか

で他者とつながっています。他者との関

係の中で育まれ、そして自分自身も他

者に影響を与えているのです。そしてひ

とりひとりがかけがえのない存在なの

です。好奇心を大切にして、他者に関心

を持つことはきっと看護のプロになった

将来も、大きく役立つと思います。



CHIBA UNIVERSITY 2016-201784

[医療・福祉]

千葉大学医学部附属病院(看護師・助産師)、

東京大学医学部附属病院、湘南鎌倉総合病

院、虎の門病院、神奈川県立こども医療セン

ター、国立国際医療研究センター病院、順

天堂大学附属浦安病院、まくはり訪問看護

ステーション、松戸市立病院、がん研有明病

院、健生会立川相互病院、国立成育医療研

究センター、国立病院機構災害医療センタ

ー、聖路加国際病院、東京都健康長寿医療

センター、三井記念病院、川崎市立川崎病

院、虎の門病院分院、みなと赤十字病院、筑

波大学附属病院、群馬大学医学部附属病

院、静岡県立こども病院、静岡県立静岡がん

センター、静岡赤十字病院、富山大学附属

病院、国立病院機構小諸高原病院、佐久総

合病院、医療法人椿森会(保健師)、千葉市

あんしんケアセンター小仲台(保健師)、株式

会社IHI(保健師)、千葉メディカルセンター(助

産師)、葛飾赤十字産院(助産師)

[地方公共団体]

千葉県千葉市(保健師)、東京都葛飾区(保健

師)、東京都江戸川区(保健師)、宮城県大崎市

長野県(保健師)、長野県松本市(保健師)、新

潟県見附市(保健師)、福岡県福岡市(保健師)

[その他]

三菱UFJニコス株式会社、メビックス株式会社

※( )内未記入の場合は看護師として就職

代謝栄養学

薬理学

病態学I(病理学)

病態学II(微生物学・免疫学)

保健学I(環境保健学)

保健学II(疫学・保健統計)

保健情報学

保健医療福祉制度論

看護基本技術I・II

母性看護学概論

成人看護学概論

老人看護学概論

訪問看護学概論

専門職連携科目

形態機能学I(人体構造学)

形態機能学II(人体生理学)

人間学I(ライフサイクルと発達)

人間学II(家族と文化)

人間学III(人間関係)

医療・看護の歴史

看護学原論I・II

専門職連携科目

1年次 2年次

人々の健康生活を支援

我が国の看護教育が4年制大学に移行しつつあ

る現在、高い研究能力と優れた実践能力のある教

育研究者が社会から強く要望されています。本学

科は、それらの期待に応えながら、世界の看護学

の発展に尽力していきます。実習は医学部附属病

院をはじめ保健所や老人病院、精神科病院、保育

園、小学校等の各種施設で行います。そして自身

の関心をより深めるために、自ら選択した看護専

門領域において統合実習を行います。また、海外

の看護大学との学部間協定による留学のプログラ

ムもあります。

 X  X 

 X 

6% 
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看護倫理

看護教育学

看護基本技術Ⅲ・Ⅳ

母性看護方法

成人看護方法

老人看護方法

小児看護学概論・方法

精神看護学概論・方法

地域看護学概論・方法

健康教育論（患者教育・健康教育）

看護管理学概論

卒業研究（看護実践と研究Ⅰ）

専門職連携科目

前期

看護基盤実習(4月)

病院に入院している患者さんをひとり
受け持ち、看護の必要性を理解し、患者
さんへの看護の過程を学びます。

訪問看護実習(7月)

療養者が暮らす場所へ訪問して行う看
護活動を、訪問看護師に同行して体験
学習します。

後期

コア実習(12月~7月)

母性・小児看護コア実習
出産後の母親と赤ちゃん、病気を持ち
入院している子どもへの看護援助を実
践する能力を養います。
成人・老人看護コア実習
手術を受ける患者さんや慢性疾患を持
つ入院患者さん、老人ケア施設に入所
している方への看護援助を実践する能
力を養います。
精神・地域看護コア実習
精神疾患を持つ患者さんを受け持ち、
看護援助を実践する能力を養います。
保健師が行っている家庭訪問等に参
加し、地域で暮らす住民への支援を学
びます。

助産実習

分娩期の母子を受け持ち、助産の実践
能力を養います。

※履修条件と人数制限があります。 
※助産実習の履修には選考があります(履
修人数:若干名)。

注:助産関連科目を選択履修することによ
り助産師の国家試験受験資格も得られま
す。ただし、助産師国家試験受験資格付与
に必要な助産関連科目の一部の履修には
人数制限ならびに履修条件があります。

前期

統合実習(7月)

学生各自が関心のある領域を選び、チ
ームアプローチを含めて総合的な看護
実践能力を養います。

看護学セミナー（統合）

看護行政・政策

看護国際協力論

卒業研究（看護実践と研究Ⅱ）

専門職連携科目

3年次 4年次

注：実習は除
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学部別取得可能免許・資格一覧
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自ら考え、行動し、責任を果たす。
専門職連携の能力を養成。
１～４学年の学生が3学部が合同で学ぶ必修科目。

STEP 04

STEP 03

STEP 02

STEP 01

STEP
04

STEP
03

STEP
02

STEP
01



CHIBA UNIVERSITY 2016-201788

理学部化学科

貝守 南有

Kaimori Miyu
（東京都）

私は、アルツハイマー治療に貢献したいという夢を持っています。高校三年生の一年間を、受験勉強

のための時間に費やすのではなく、純粋に学ぶことを楽しみ、一歩でも早く夢に近づくために、先進

科学プログラムを志望しました。千葉大学入学後の印象は、落ち着いていて、先生方が親切で、とて

も勉強しやすい環境であるということです。特にこのプログラムでは、先生方との距離が近いことが大

きな魅力であると私は感じています。大学は、これまでの中学高校に比べて、普段先生方と積極的に

接するような機会が非常に少ないです。しかしこのプログラムでは、週に数コマ、教授とほぼ一対一

の授業があったり、セミナーがあったりなどして、疑問点を深く掘り下げることが容易な環境にありま

す。一般入学では経験しえない、VIPな待遇といえるのではないでしょうか。

16

16 17 20

18 

先進科学プログラムとは

02
フロンティア

テクノロジー(FT)
コース

04
人間探求

コース

01
物理学
コース

03
物理化学
生命化 学

コース
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活動する機会を1年あるいは半年早く得ることができ

る、そんな場があっていいはずです。先進科学プログ

ラムはそんな皆さんにとって最適な時間と空間を提

供します。このプログラムでは、暗記や公式にとらわれ

ずに本質を見極め、徹底的に疑問を解明したい、自由

な発想で大きな課題に挑戦したいなど、好きな科学に

とことん没頭したい若い才能のある皆さんを歓迎しま

す。皆さんが希望する勉学・研究を行うために必要な

基盤づくりのために、少人数教育や個別指導など、幅

広く丁寧な教育を提供します。ぜひ、このプログラムに

加わり、科学者への道を切り拓いてください。

Why not strike while the iron is hot

（鉄は熱いうちに打たないと）

表題を見て、どんなことを感じますか？　万事におい

て時機というものがあると思います。それは、個人個人

によって異なるはずです。高校の勉強や活動では物足

りず、満足できない人も少なからずいると思います。ま

た、受験勉強の時間をもっと有意義に使いたいと思う

人もいるかもしれません。そういった時間を過ごす代

わりに、より高等な教育機関である大学で学び、研究

16
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11
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5

36
人数

平成 年度

0
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15

20

25

30

35
志願者 合格者

先進科学センター長

加納 博文
KANOH Hirofumi

卒業生
63名

千葉大学
大学院
21名

東京大学大学院
15名京都大学大学院

7名

総合研究大学院大学
3名

その他の大学　5名
（東北大、名古屋大、東工大
筑波大、電通大）

奈良先端科学技術
大学院大学　4名

就職　5名
大学編入　1名
（医科歯科大）

その他　2名

21 22 23

22 24 27 
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大学院研究科

CHIBA UNIVERSITY 2016-201790
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変化する社会に対応した2専攻

教育現場と教育科学との発展

的な循環を目指す

http://www.shd.chiba-u.jp

高度専門職業人の養成と新た

な学問研究の担い手の創出

多様な経歴の学生が互いに研

鑽する豊かな学習環境と、少

人数制によるきめ細かな教育・

指導
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真理探究のさらなる深みへ

http://www.s.chiba-u.ac.jp

http://www.eng.chiba-u.jp

高度な工学研究を通じて、社会

的責任を果たしうる人間性豊か

な人材を育成

自然科学のみならず社会科学・

人文科学を含む文理融合的な

アプローチで、園芸学を深化さ

せる
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http://www.adv.chiba-u.jp

未来に向けて今必要とされてい

る新しい学問分野の創生

全国で初めての医学・薬学融合

型大学院
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5大学の特長を合わせ持ち、学

際的かつ実際的な「子どものこ

ころ」の真のプロフェッショナル

を養成

教科教育学の発展を研究の主

な目標とし、学校教育のより一

層の充実に結びつける

看護学専攻、看護システム管理

学専攻、共同災害看護学専攻の

３専攻を設置し、自立した”ナー

ス・サイエンティスト”を育てる
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T1

4
April

5
May

T2

6
June

7
July

T3

8
August

9
September

T4

10
October

11
November

T5

12
December

1
January

T6

2
February

3
March

学生生活
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入学料 282,000円

授業料 年間 535,800円

半期 267,900円

http://cbucoop.com/
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学生生活

無利子

学部生

自宅通学者

30,000円、

45,000円から選択

自宅外通学者

30,000円、

51,000円から選択

大学院生

修士課程

50,000円、

88,000円から選択

博士課程

80,000円、

122,000円から選択

有利子

年利

3％上限

学部生

30,000円、

50,000円、

80,000円、

100,000円、

120,000円から選択

大学院生

50,000円、

80,000円、

100,000円、

130,000円、

150,000円から選択

http://ss-chiba-u.jp/

CHIBA UNIVERSITY 2016-201798
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学生生活

CHIBA UNIVERSITY 2016-2017100
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学生生活

1年次の講義は一般教養が多く、2年生から専門

分野を学ぶので、今は比較的時間に余裕がありま

す。空き時間には図書館などで課題をしています。

お昼は自分で作ったお弁当を食べたり、時間があ

るときは友だちと大学付近でランチをしたりしま

す。放課後は家の近くの飲食店でアルバイトをし

ています。バイトがない日は、まっすぐ家に帰って

小学生のころ、入院した病院の男性看護師の方に

優しくしてもらい、その人に憧れて看護師を目指

し、千葉大学看護学部へ入学しました。入学して

みると、他学部の学生と交流を持つことができ、色

々な考えを知り視野が広がりました。そのために

も大学生活ではサークル活動や部活動に入ること

をお勧めします。色々な学部の人と知り合うことに

子供のころから昆虫や果物が好きで、千葉大学園

芸学部に入学しました。松戸キャンパスの講義の

中では、植物の病気の予防や対策を学ぶ「植物病

理学」が好きで、柏の葉キャンパスでの実習も楽し

いです。生協学生員会とバスケットボールサークル

「ＪＡＭ」に所属し、西千葉キャンパスで過ごした

1年間ではいろいろな学部の人と友達になれまし

夕食を作ったり、友だちの家に寄って遊んで帰っ

たりしています。私は兄弟3人で住んでいるので、

家事は基本的に分担してやっています。社会人の

姉と、都内の大学に通っている兄は帰りが遅いの

で私が夕飯を作ることが多いです。洗濯や掃除な

どは休日にまとめてしています。仲良し兄弟で、毎

日楽しい生活を送っています。

より、勉強のことや学生生活のことを相談できま

す。入学当初は所属する学部の勉強に凝り固まら

ず、気軽に色々なことに興味を持って、吸収してい

くような心構えでいると良いと思います。

3年生からは実習も増え、実際に患者さんと接する

こともあり、緊張しながらも充実した日々を過ごし

ています。

た。千葉大学はサークル活動も盛んなので、積極

的に参加すればいろいろな人と関わることができ

ます。やりたいと思うことがあるなら、自分で決め

つけたり選択肢を狭めたりしないことが大事です。

多くの人から話を聞いて、幅広い情報を得てとに

かくやってみるとよいと思います。
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2016年度 一般入試実施状況（前期日程試験）
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2016年度 一般入試実施状況（後期日程試験）

2016年度一般入試合格者の新卒・既卒割合
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2016年度一般入試合格者の平均点、最高点、最低点
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105 379 484

２ 37
11 43 54

2016年度特別入試実施状況

39
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千葉大学 Data File
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西千葉キャンパス
JR総武線「西千葉」駅から「稲

毛」駅方面に広がるキャンパスに

は、6つの学部(国際教養学部、文

学部、法政経学部、教育学部、理

学部、工学部)のほか、事務局や学

務部などがある千葉大学の拠点

キャンパスです。
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亥鼻キャンパス
千葉城近くの高台にある亥鼻キ

ャンパスには、医療系3学部と

関連センターが設置されていま

す。2011(平成23)年9月に、薬学

部が西千葉キャンパスから移転

し、医学部、薬学部、看護学部が

同一のキャンパスに集まりまし

た。千葉大学医学部附属病院も

隣接しており、医療系の教育・研

究の拠点となっています。
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松戸キャンパス
JR常磐線・新京成線「松戸」駅近

くにある緑に囲まれたキャンパス

に、 園芸学部と関連する研究施

設が設置されています。 園芸学部

の前身にあたる千葉県立園芸専

門学校の創設時1909(明治42)

年から100年以上の歴史がある

キャンパスです。
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柏の葉キャンパス
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附属施設・センター 2016-2017 
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千葉大学の理念
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