
2018-2019



CHIBA UNIVERSITY 2018-20192

千葉大学の理念
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品川駅・東京駅から
JR総武線・横須賀線

（快速）
「稲毛」駅で総武線（各駅停車）

に乗換え「西千葉」駅下車、徒歩
2分（キャンパス南門）

秋葉原駅から
JR総武線（各駅停車） 「西千葉」駅下車、徒歩2分（キャ

ンパス南門）

上野駅から
京成本線（特急） 「京成津田沼」駅で京成千葉線に

乗換え「みどり台」駅下車、徒歩
7分（キャンパス正門）

羽田空港から
京浜急行線 「品川」駅でJR総武線・横須賀線

（快速）に乗換え「稲毛」駅で総
武線（各駅停車）に乗換え「西千
葉」駅下車、徒歩2分（キャンパ
ス南門）

東京モノレール JR「浜松町」駅で山手線又は京
浜東北線に乗換え「東京」駅で総
武線（快速）に乗換え「稲毛」駅
で総武線（各駅停車）に乗換え

「西千葉」駅下車、徒歩2分（キャ
ンパス南門）

品川駅・東京駅から
JR総武線・横須賀線

（快速）
「千葉」駅下車、「千葉」駅東口正

面7番のバス乗り場から京成バス
「千葉大学病院」又は「南矢作」行

きを利用（約15分）、「千葉大医学
部入口」で下車、徒歩1分※

上野駅から
京成本線（特急） 「京成津田沼」駅で京成千葉線に乗換

え「京成千葉」駅下車、JR「千葉」
駅東口正面7番のバス乗り場から京
成バス「千葉大学病院」又は「南矢
作」行きを利用（約15分）、「千葉大
医学部入口」で下車、徒歩1分※

羽田空港から
京浜急行線 「品川」駅でJR総武線（快速）に乗

換え「千葉」駅下車、「千葉」駅東
口正面7番のバス乗り場から京成バ
ス「千葉大学病院」又は「南矢作」
行きを利用（約15分）、「千葉大医学
部入口」で下車、徒歩1分※

東京モノレール JR「浜松町」駅で山手線又は京浜東
北線に乗換え「東京」駅で総武線（快
速）に乗換え「千葉」駅下車、JR「千
葉」駅東口正面7番のバス乗り場 か
ら京成バス「千葉大学病院」又は「南
矢作」行きを利用（約15分）、「千葉
大医学部入口」で下車、徒歩1分※

上野駅から
JR常磐線 「松戸」駅下車、東口より徒歩15分

京成津田沼駅から
新京成線 新京成線「松戸」駅下車、東口より徒

歩15分

総武線市川駅から
京成バス 「松戸営業所（矢切駅経由）」行きを利

用（約30分）、「小山」で下車、徒歩5
分

秋葉原駅から
つくば
エクスプレス

「柏の葉キャンパス」駅下車、徒歩5分

柏駅から
東武バス
イースト

「柏」駅西口2番のバス乗り場から、「国
立がん研究センター」行き（柏44系、
西柏01系）を利用（約20分）、「柏の
葉高校前」で下車、徒歩8分

［交通経路］

西千葉キャンパス 亥
い の は な

鼻キャンパス 松戸キャンパス

柏の葉キャンパス

※薬学部は「千葉大薬学部前」下車徒歩2分

アクセス

至三鷹

至久里浜

至ちはら台

至君津 至上総一ノ宮

至銚子

至水戸

至つくば

至大宮

至府中本町
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千葉
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みどり台

秋葉原
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新松戸 柏 我孫子
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ャ
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流
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柏の葉キャンパス
環境健康フィールド科学センター

〒277-0882 柏市柏の葉6-2-1

松戸キャンパス
園芸学部

〒271-8510 松戸市松戸648

西千葉キャンパス
国際教養学部・文学部・法政経学部
教育学部・理学部・工学部

〒263-8522
千葉市稲毛区弥生町1-33

亥
い の は な

鼻キャンパス
医学部・薬学部・看護学部

［医学部］ 〒260-8670
［薬学部］ 〒260-8675
［看護学部］ 〒260-8672

千葉市中央区亥鼻1-8-1

つくばエクスプレス

JR山手線

JR中央・総武各駅停車

JR総武快速線・横須賀線

京成線・新京成線

京成千葉線・京成千原線

JR常磐線・成田線・総武本線

JR武蔵野線

JR京葉線

東京モノレール

京浜急行電鉄

JR内房線・外房線

東部野田線
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千葉大学の理念、千葉大学の目標

学長あいさつ

入学者受入れの方針

機構図／学部・学科

歴史・沿革

学術交流協定〜グローバルキャンパス千葉大学へようこそ!〜

国際交流

Evolutions of CHIBA UNIVERSITY 

千葉大学　学びのシステム

［教育課程編成・実施の方針、学士課程カリキュラム］

国際教養学部

文学部

法政経学部

教育学部

理学部

工学部

園芸学部

医学部

薬学部

看護学部

学部別取得可能免許・資格一覧

亥鼻IPE（専門職連携教育）

先進科学プログラム（飛び入学）

大学院研究科

学生生活

入試実施状況

千葉大学 Data File

キャンパスマップ

附属施設・センター
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千葉大学の目標

私たち役員と教職員は、上記の理念のもと、

自由・自立の精神を堅持して、地球規模的な

視点から常に社会とかかわりあいを持ち、普

遍的な教養（真善美）、専門的な知識・技術・

技能および高い問題解決能力をそなえた人材

の育成、ならびに現代的課題に応える創造的、

独創的研究の展開によって、人類の平和と福

祉ならびに自然との共生に貢献します。

2005 年 10 月 11 日　制定

    私たちは、学生が個々の能力を発

揮して「学ぶ喜び」を見いだし、鋭

い知性と豊かな人間性を育んでいく自律成

長を支援するために、最高の教育プログラ

ムと環境を提供します。千葉大学は、学生

と私たちがともに学ぶ喜びを生きがいと感

じ、ともに成長していく知的共同体です。

    私たちは、学生とともに、社会で生

じるさまざまな問題の本質を、事実

を踏まえて深く考察し、公正かつ誠実な問

題解決に資する成果を速やかに提供して、

社会と文化ならびに科学と技術の発展に貢

献します。

    私たちは、総合大学としての多様性

と学際性を生かし、国内外の地域

社会・民間・行政・教育研究諸機関と連

携して、領域横断的研究と社会貢献を積極

的に推進します。

    私たちは、各人の個性・能力・意

欲および自主性が継続的に最大限

発揮され、意欲ある人材が積極的に登用

される仕組みと環境を構築し、時代の変化

に応じて柔軟に大学を経営します。

1
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学長あいさつ
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　受験生の皆さん、千葉大学は10学部と13大学院の

他、多数の教育・研究センターを有する総合大学として、

「つねに、より高きものをめざして」の理念のもとに、広

い視野をもって何事にも誠実に取り組む人材の育成を

目指しています。特に、「豊かな人格」を育成するための

土台となる教養教育に関して、総合大学としての特色

を生かした多彩な教育科目を準備して、皆さんの幅広

い人格形成に向けた自己研鑽を支援しています。さら

に、グローバル人材の育成にむけて多様な海外留学プ

ログラムを揃えるとともに留学支援体制を整えたり、ア

カデミック・リンクなどの主体的に学べる学修環境とと

もに、170を超える文化系あるいは運動系のサークル活

動、地域・留学生との交流などのための環境を整備して

います。また、学生の健康管理、経済的支援や将来の進

路などに関する相談窓口を設けて、教職員一同が親切

な対応で、皆さんの学生生活をサポートしています。

　本冊子に、千葉大学の各学部や学科の特色とアドミッ

ションポリシーとともに養成する人材像などをまとめま

した。千葉大学で行われている国際交流活動やサーク

ル活動、さらには福利厚生施設などについての情報も

まとめてあります。本冊子を千葉大学の特徴や特質の理

解に役立てていただけたらと思います。受験生の皆さん

は、将来に大いなる可能性を秘めています。学生の人格

形成に向けた支援体制が充実している千葉大学で、あ

なたの夢の実現に向けた土台づくりを行ってみません

か。千葉大学は、皆さんの個性と能力を最大限に伸ばせ

る教育と学修環境を提供することをお約束します。明日

の世界を創る情熱と希望に燃えた皆さんの入学を心よ

りお待ちしています。

国立大学法人千葉大学 学長

徳久 剛史
TOKUHISA Takeshi

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、2016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。

入学者選抜の基本方針

千葉大学は、複数の受験機会を提供し、

多様な入試を実施しています。本学の教

育 理 念・目 標 に 見 合う学 生 を選 抜する

た め、一 般 入 試の他 に特 別 入 試として、

次の試験を実施しています。AO入試、推

薦入試、園芸産業創発学プログラム選抜、

社会人入試、帰国子女入試、私費外国人留

学生入試、3年次編入学、先進科学プログラ

ム（飛び入学）学生選抜。本学の入試では、

大学入試センター試験、個別学力検査、調

査書、面接及び小論文などを組み合わせ

て、志願者の能力や資質を総合的に評価し

ます。

入学までに身に付けて欲しいこと

基礎学力としての十分な知識と共に、他の

人との関わり合いの中でコミュニケーション

能力を身に付けてください。

広く社会に目を向け幅広い知識を養い、豊

かな人間性と社会や学問に対する強い好奇

心を持つとともに、自ら考え、判断し、解決し

たりする力を高めてください。

これらは、本学に入学してから知識・技能を

生かす底力となるでしょう。

千葉大学入学者受入れの方針
千葉大学の求める入学者

千葉大学は、総合大学として多様な研究・

教育組織から構成されており、その知的環

境を十分に利用して、問題解決能力を培い、

創造的能力を育み、自発的な精神を養い、

社会と文化の発展とともに、人類の平和と

地球環境の保全に貢献する人材の育成を

目指しています。

千葉大学は『つねに、より高きものをめざし

て』の理念のもと、次のような向上心あふれ

る人の入学を求めています。

  1.現代社会を生きていく人間として欠くこと

のできない国際的、倫理的、知的な素養を

備え、さらに向上させていこうとする熱意

を持つ人

  2.本学での修学について強い好奇心、関心

を持ち、問題について自発的に探究し、問

題解決の能力を高めていこうとする意欲

を持つ人

  3.本学入学後の修学に必要な基礎学力とし

て十分な知識・実技能力を持つ人
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東京学芸大学大学院
連合学校教育学研究科

大阪大学大学院大阪大学・
金沢大学・浜松医科大学・
千葉大学・福井大学
連合小児発達学研究科

千葉大学 国際教養学部

看護学部 看護学科

文学部

人文学科

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

法政経
学科

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

総合
工学科

建築学コース
都市環境システムコース
デザインコース
機械工学コース
医工学コース
電気電子工学コース
物質科学コース
共生応用化学コース
情報工学コース

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

数学・情報数理学科
物理学科
化学科
生物学科
地球科学科

園芸学科
応用生命化学科
緑地環境学科
食料資源経済学科

薬学科
薬科学科

法政経学部

教育学部

理学部

工学部

園芸学部

医学部 医学科

薬学部

千葉大学
機構図

学部・学科

国際教養学科

教育学研究科

人文公共学府

融合理工学府

園芸学研究科

薬学研究院

看護学研究科

人文科学研究院

社会科学研究院

理学研究院

工学研究院

医学研究院

医学薬学府

専門法務研究科

大学院

文学部

薬学部

教育学部

法政経学部

工学部

理学部

園芸学部

医学部

国際教養学部

学部

看護学部



2016年 国際教養学部
文学部
法政経学部
理学部

教育学部
医学部
薬学部

看護学部
工学部

園芸学部

2017年
教育学研究科

専門法務研究科

園芸学研究科

看護学研究科

融合理工学府

2017年 人文科学研究院

2017年 社会科学研究院

2017年 理学研究院

2017年 工学研究院
医学薬学府

医学研究院

薬学研究院

人文公共学府2017年

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。千葉県内にあった７つの学校の様々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。

千葉大学旗

・千葉大学設置
   新制の国立大学69校のひとつとして発足

・千葉大学開学式を医学部講堂で挙行
・千葉大学記章(バッジ)制定

・千葉大学歌を制定
・千葉大学旗を制定

開学式の様子

稲毛祭(昭和28年頃)

歴史・沿革

CHIBA UNIVERSITY 2018-20198



2016年 国際教養学部
文学部
法政経学部
理学部

教育学部
医学部
薬学部

看護学部
工学部

園芸学部

2017年
教育学研究科

専門法務研究科

園芸学研究科

看護学研究科

融合理工学府

2017年 人文科学研究院

2017年 社会科学研究院

2017年 理学研究院

2017年 工学研究院
医学薬学府

医学研究院

薬学研究院

人文公共学府2017年

9

歴代学長
初代 小池　敬事 昭24.05.31 ~ 昭32.05.31 (事務取扱) 湊　顕 昭44.04.01 ~ 昭44.06.23 第10代 丸山　工作 平06.08.01 ~ 平10.07.31

第2代 小林　政一 昭32.06.01 ~ 昭36.05.31 (事務取扱) 香月　秀雄 昭44.06.24 ~ 昭45.07.31 第11代 磯野　可一 平10.08.01 ~ 平17.03.31
第3代 荒木　直躬 昭36.06.01 ~ 昭37.01.30 第6代 相磯　和嘉 昭45.08.01 ~ 昭51.07.31 第12代 古在　豊樹 平17.04.01 ~ 平20.03.31

(事務取扱) 谷川　久治 昭37.01.30 ~ 昭37.03.01 第7代 香月　秀雄 昭51.08.01 ~ 昭57.07.31 第13代 齋藤　康 平20.04.01 ~ 平26.03.31
第4代 谷川　久治 昭37.03.02 ~ 昭43.03.01 第8代 井出　源四郎 昭57.08.01 ~ 昭63.07.31 第14代 徳久　剛史 平26.04.01 ~
第5代 川喜田　愛郎 昭43.03.02 ~ 昭44.04.01 第9代 吉田　亮 昭63.08.01 ~ 平06.07.31

・千葉大学創立
  30周年記念式典を
  開催

・「やよいの鐘 」の
  除幕式を開催

・国立大学法人
  千葉大学が発足

・ 「千葉大学憲章」
   「千葉大学行動規範」   
   制定
  

・ コミュニケーション
   マーク 制定
  

・ コミュニケーション
   マーク 制定
  

・ 千葉大学創立60周年
   記念事業を開催

創立30周年記念式典 附属図書館屋上に設
置されたやよいの鐘
(創立30周年事業)
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モンテレイ大学・
モンテレイ大学IEC・

モンテレイ工科大学・

・アールト大学科学技術校
・アールト大学芸術デザイン校
・セイナヨキ応用科学大学
・セイナヨキ応用科学大学IEC
・タンペレ工科大学
・東フィンランド大学
・ラップランド大学
・ユヴァスキュラ大学

■

・スイス連邦工科大学
・ベルン応用科学大学

中近東地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

7

2

5

協定

協定

人

オセアニア地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

6

2

2

協定

協定

人

219

270

964

協定

協定

人

合計
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

             千葉大学海外オフィス

・カレッジ・フォー・クリエイティブ・スタディーズ大学

アイルランド国立大学ダブリン校

・ゲッティンゲン大学
・デュッセルドルフ大学
・ハイデルベルク大学
・ライプツィヒ大学
・フンボルト大学
・シャリテベルリン医科大学
・ケルン応用科学大学
・ブラウンシュバイク工科大学
・ローゼンハイム応用科学大学
・ドレスデン応用科学大学
・千葉大学ベルリン オフィス
・ベルリン自由大学歴史・文化学部

■

・リンショーピン大学
・ウプサラ大学

・サンクトペテルブルク工科大学
・モスクワ国立大学
・ロシア国立人文大学
・千葉大学日本センター（ロシア人文大学）
・ロシア国立研究大学高等経済学院

■

中央民族大学・
清華大学・

中国農業大学・
北京印刷学院・
北京郵電大学・
北京林業大学・

千葉大学中国オフィス・■

南開大学・
天津中医薬大学・

烟台大学・
魯東大学・
江蘇大学・

南京信息工程大学・
南京農業大学・
電子科技大学・

西北工業大学・
西安交通大学・・バグダード大学

・ムスタンシリーヤ大学

・エジプト国立
　リモートセンシング
　宇宙科学機関
・カイロ大学

インド情報技術大学・
ジャバルプール校・

ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン・

広州美術大学・

河北医科大学・
済南大学・

・雲林科技大学
・国立交通大学
・国立清華大学
・国立台湾芸術大学
・国立台湾大学
・国立中央大学
・国家実験研究院
・成功大学
・高雄医学大学
・大同大学
・台北医学大学
・台北教育大学
・東海大学
・南台科技大学
・銘傳大学
・文藻外語大学

・アテネオ・デ・マニラ大学
・フィリピン大学ロスバニョス校

■

■

■

湖南大学・
湖南師範大学・

湘潭大学・
中南大学・
貴州大学・

・ハサヌディン大学

・浙江大学
・浙江工業大学
・浙江工商大学
・中国美術学院
・浙江大学IEC■

・上海交通大学
・華東理工大学
・上海交通大学IEC
・復旦大学

■

・サハリン国立総合大学
・ロシア国立沿海地方
　農業アカデミー
・亜洲大学
・仁済大学校
・仁川大学
・蔚山科学技術大学校
・慶煕大学校
・国民大学
・国立公州大学校
・金剛大学
・淑明女子大学
・成均館大学
・国立韓京大学
・ソウル科学技術大学
・ソウル国立大学
・朝鮮大学
・中央大学　
・全北大学
・釜慶大学
・明知大学
・延世大学

・大連理工大学
・大連医科大学
・中国医科大学
・東北師範大
・長春理工大学

イベロアメリカーナ大学・
グアダラハラ大学・

グアナファト大学大学・

アグアスカリエンテス自治大学・
パンアメリカン大学・

ヴェラクルス大学・

・エコール・ノルマル・
　シューペリウール・パリ サクレ
・パリ・デザイン大学
・CNRS・コンピエーニュ工科大学
・レンヌ第一大学
・パリ東大学
・ESIGELECルーアン工学学校
・ナント大西洋デザイン大学
・ニースソフィアアンティポリス大学
・ストレート大学
・ラサール・ボーヴェ工科大学-ESITPA

・工業デザイン大学ローマ校
・ローマ大学ラ・サピエンツァ

・ミラノ工科大学

・ウィーン医科大学

・アリストテレス大学

・デブレツェン大学
・新疆師範大学

・アクデニズ大学

・イスタンブル工科大学
・イリディズ工科大学

・ロンドン大学教育研究所
・グラスゴー美術大学
・ノーザンブリア大学
・ヨークセントジョン大学

・サラマンカ大学
・ハイメ１世大学
・バスク州立大学

・リャザン国立大学

・王立プノンペン
　大学

シドニー大学
マッコーリー大学

安徴医科大学・

モナシュ大学・
RMIT大学・

(ロイヤルメルボルン工科大学)　
    

オーストラリア国立大学・

ペルー国立工科大学・
州立カンピ－ナス大学・

カリフォルニア大学ロスアンゼルス校・
アリゾナ大学・

レジャイナ大学・ レイクヘッド大学

アルバータ大学・

・ニューヨーク州立大学
・ストーニーブルック校
・ニュースクール大学

・シンシナティ大学
・シンシナティ大学IEC
・アラバマ大学タスカルーサ校

・マギル大学

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校・
イリノイ大学シカゴ校・

パデュー大学ノースウェスト校・

・マッセイ大学

・モンゴル生命科学大学

・ビジュアルアート・デザイン・マーケティング大学(IADE)

アフリカ地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

0

2

15

協定

協定

人

欧州地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

56

51

40

協定

協定

人 アジア地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

121

179

872

協定

協定

人

北米・中南米地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

29

34

30

協定

協定

人

サラワク大学

パナマ工科大学・
パナマ大学・

■

■

・プリンスエドワードアイランド大学
・セントメアリーズ大学

アジア工科大学・
カセサート大学・

キングモンクット工科大学トンブリ校・
コンケン大学・
サイアム大学・

シルパコーン大学・
秦日工業大学・

チェンマイ大学・
チュラポーン大学院大学・

チュラロンコーン大学・
プリンスオブソンクラ大学・

マヒドン大学IEC・
マヒドン大学・

メコン機構・
メーファールアン大学・

ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校・
ランシット大学・

ノンラム大学・
インターナショナル大学・
ホーチミン技術師範大学・

ホンバン国際大学・
千葉大学ベトナム・ホーチミン事務所(筑波大学共同利用)・

テナガナショナル大学・
プトラ・マレーシア大学・

マラヤ大学・
マルチメディア大学・

南洋理工大学・
シンガポール工科デザイン大学(SUTD)・ インドネシア大学・

インドネシア大学IEC・
インドネシア気象・気候・地球物理庁・

ウダヤナ大学・
ガジャマダ大学・
シャクアラ大学・

セプルフノペンベル工科大学(スラバヤ工科大学)・
セベラスマレット大学・

ディポネゴロ大学・
パジャジャラン大学・

バンドン工科大学・
ボゴール農科大学・

リアウ・イスラム大学・

ライス大学・

ウラル連邦大学

華僑大学・

アルバータ大学 (カナダ) ゲッティンゲン大学 (ドイツ) イリノイ大学シカゴ校 (アメリカ)ウィスコンシン大学ミルウォーキー
校 (アメリカ)

グローバル
キャンパス

千葉大学へ
ようこそ!

学術交流協定

10 CHIBA UNIVERSITY 2018-2019
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モンテレイ大学・
モンテレイ大学IEC・

モンテレイ工科大学・

・アールト大学科学技術校
・アールト大学芸術デザイン校
・セイナヨキ応用科学大学
・セイナヨキ応用科学大学IEC
・タンペレ工科大学
・東フィンランド大学
・ラップランド大学
・ユヴァスキュラ大学

■

・スイス連邦工科大学
・ベルン応用科学大学

中近東地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

7

2

5

協定

協定

人

オセアニア地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

6

2

2

協定

協定

人

219

270

964

協定

協定

人

合計
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

             千葉大学海外オフィス

・カレッジ・フォー・クリエイティブ・スタディーズ大学

アイルランド国立大学ダブリン校

・ゲッティンゲン大学
・デュッセルドルフ大学
・ハイデルベルク大学
・ライプツィヒ大学
・フンボルト大学
・シャリテベルリン医科大学
・ケルン応用科学大学
・ブラウンシュバイク工科大学
・ローゼンハイム応用科学大学
・ドレスデン応用科学大学
・千葉大学ベルリン オフィス
・ベルリン自由大学歴史・文化学部

■

・リンショーピン大学
・ウプサラ大学

・サンクトペテルブルク工科大学
・モスクワ国立大学
・ロシア国立人文大学
・千葉大学日本センター（ロシア人文大学）
・ロシア国立研究大学高等経済学院

■

中央民族大学・
清華大学・

中国農業大学・
北京印刷学院・
北京郵電大学・
北京林業大学・

千葉大学中国オフィス・■

南開大学・
天津中医薬大学・

烟台大学・
魯東大学・
江蘇大学・

南京信息工程大学・
南京農業大学・
電子科技大学・

西北工業大学・
西安交通大学・・バグダード大学

・ムスタンシリーヤ大学

・エジプト国立
　リモートセンシング
　宇宙科学機関
・カイロ大学

インド情報技術大学・
ジャバルプール校・

ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン・

広州美術大学・

河北医科大学・
済南大学・

・雲林科技大学
・国立交通大学
・国立清華大学
・国立台湾芸術大学
・国立台湾大学
・国立中央大学
・国家実験研究院
・成功大学
・高雄医学大学
・大同大学
・台北医学大学
・台北教育大学
・東海大学
・南台科技大学
・銘傳大学
・文藻外語大学

・アテネオ・デ・マニラ大学
・フィリピン大学ロスバニョス校

■

■

■

湖南大学・
湖南師範大学・

湘潭大学・
中南大学・
貴州大学・

・ハサヌディン大学

・浙江大学
・浙江工業大学
・浙江工商大学
・中国美術学院
・浙江大学IEC■

・上海交通大学
・華東理工大学
・上海交通大学IEC
・復旦大学

■

・サハリン国立総合大学
・ロシア国立沿海地方
　農業アカデミー
・亜洲大学
・仁済大学校
・仁川大学
・蔚山科学技術大学校
・慶煕大学校
・国民大学
・国立公州大学校
・金剛大学
・淑明女子大学
・成均館大学
・国立韓京大学
・ソウル科学技術大学
・ソウル国立大学
・朝鮮大学
・中央大学　
・全北大学
・釜慶大学
・明知大学
・延世大学

・大連理工大学
・大連医科大学
・中国医科大学
・東北師範大
・長春理工大学

イベロアメリカーナ大学・
グアダラハラ大学・

グアナファト大学大学・

アグアスカリエンテス自治大学・
パンアメリカン大学・

ヴェラクルス大学・

・エコール・ノルマル・
　シューペリウール・パリ サクレ
・パリ・デザイン大学
・CNRS・コンピエーニュ工科大学
・レンヌ第一大学
・パリ東大学
・ESIGELECルーアン工学学校
・ナント大西洋デザイン大学
・ニースソフィアアンティポリス大学
・ストレート大学
・ラサール・ボーヴェ工科大学-ESITPA

・工業デザイン大学ローマ校
・ローマ大学ラ・サピエンツァ

・ミラノ工科大学

・ウィーン医科大学

・アリストテレス大学

・デブレツェン大学
・新疆師範大学

・アクデニズ大学

・イスタンブル工科大学
・イリディズ工科大学

・ロンドン大学教育研究所
・グラスゴー美術大学
・ノーザンブリア大学
・ヨークセントジョン大学

・サラマンカ大学
・ハイメ１世大学
・バスク州立大学

・リャザン国立大学

・王立プノンペン
　大学

シドニー大学
マッコーリー大学

安徴医科大学・

モナシュ大学・
RMIT大学・

(ロイヤルメルボルン工科大学)　
    

オーストラリア国立大学・

ペルー国立工科大学・
州立カンピ－ナス大学・

カリフォルニア大学ロスアンゼルス校・
アリゾナ大学・

レジャイナ大学・ レイクヘッド大学

アルバータ大学・

・ニューヨーク州立大学
・ストーニーブルック校
・ニュースクール大学

・シンシナティ大学
・シンシナティ大学IEC
・アラバマ大学タスカルーサ校

・マギル大学

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校・
イリノイ大学シカゴ校・

パデュー大学ノースウェスト校・

・マッセイ大学

・モンゴル生命科学大学

・ビジュアルアート・デザイン・マーケティング大学(IADE)

アフリカ地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

0

2

15

協定

協定

人

欧州地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

56

51

40

協定

協定

人 アジア地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

121

179

872

協定

協定

人

北米・中南米地域
大学間交流協定

部局間交流協定

留学生

29

34

30

協定

協定

人

サラワク大学

パナマ工科大学・
パナマ大学・

■

■

・プリンスエドワードアイランド大学
・セントメアリーズ大学

アジア工科大学・
カセサート大学・

キングモンクット工科大学トンブリ校・
コンケン大学・
サイアム大学・

シルパコーン大学・
秦日工業大学・

チェンマイ大学・
チュラポーン大学院大学・

チュラロンコーン大学・
プリンスオブソンクラ大学・

マヒドン大学IEC・
マヒドン大学・

メコン機構・
メーファールアン大学・

ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校・
ランシット大学・

ノンラム大学・
インターナショナル大学・
ホーチミン技術師範大学・

ホンバン国際大学・
千葉大学ベトナム・ホーチミン事務所(筑波大学共同利用)・

テナガナショナル大学・
プトラ・マレーシア大学・

マラヤ大学・
マルチメディア大学・

南洋理工大学・
シンガポール工科デザイン大学(SUTD)・ インドネシア大学・

インドネシア大学IEC・
インドネシア気象・気候・地球物理庁・

ウダヤナ大学・
ガジャマダ大学・
シャクアラ大学・

セプルフノペンベル工科大学(スラバヤ工科大学)・
セベラスマレット大学・

ディポネゴロ大学・
パジャジャラン大学・

バンドン工科大学・
ボゴール農科大学・

リアウ・イスラム大学・

ライス大学・

ウラル連邦大学

華僑大学・

東フィンランド大学 (フィンランド) モンテレイ大学 (メキシコ  ) 湖南大学 (中国)ライプツィヒ大学 (ドイツ)

11
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大学間交流協定校一覧

○は学生交流協力校  |  2018年5月現在　219協定　50音順

アイルランド アイルランド国立大学ダブリン校
アメリカ ○アラバマ大学タスカルーサ校

アリゾナ大学
○イリノイ大学シカゴ校
○ウィスコンシン大学ミルウォーキー校
○カリフォルニア大学ロスアンゼルス校
○カレッジ・フォー・クリエイティブ・スタディーズ大学
○シンシナティ大学
○ニュースクール大学
○ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校
○パデュー大学ノースウェスト校
ライス大学

イギリス ○グラスゴー美術大学
○ノーザンブリア大学
○ヨークセントジョン大学
ロンドン大学教育研究所

イタリア ○工業デザイン大学ローマ校
○ミラノ工科大学
ローマ大学ラ・サピエンツァ

イラク バグダード大学
ムスタンシリーヤ大学

インド ○インド情報技術大学ジャバルプール校
○ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン

インドネシア ○インドネシア大学
○インドネシア気象・気候・地球物理庁
○ウダヤナ大学
○ガジャマダ大学
○シャクアラ大学
○セプルフノペンベル工科大学（スラバヤ工科大学）
○セベラスマレット大学
○ディポネゴロ大学
○ハサヌディン大学
○パジャジャラン大学
○バンドン工科大学
○ボゴール農科大学
○リアウ・イスラム大学

エジプト エジプト国立リモートセンシング宇宙科学機関
○カイロ大学

オーストラリア ○RMIT大学（ロイヤルメルボルン工科大学）
○オーストラリア国立大学
シドニー大学
○マッコーリー大学 
○モナシュ大学

オーストリア ウィーン医科大学
カナダ ○アルバータ大学

○セントメアリーズ大学
○プリンスエドワードアイランド大学
マギル大学
○レイクヘッド大学
○レジャイナ大学

韓国 ○亜洲大学校
○仁済大学校
○仁川大学
○蔚山科学技術大学校
○慶熙大学校
○国民大学
○国立公州大学校
○金剛大学
○淑明女子大学
○成均館大学

○国立韓京（ハンギョン）大学
○ソウル科学技術大学
○ソウル国立大学
○朝鮮大学校
○中央大学
○全北大学
○釜慶大学校
○明知大学
○延世大学

カンボジア ○王立プノンペン大学
ギリシャ ○アリストテレス大学
シンガポール ○シンガポール工科デザイン大学（SUTD）

南洋理工大学
スイス ○スイス連邦工科大学

○ベルン応用科学大学
スウェーデン ウプサラ大学

○リンショーピン大学
スペイン ○サラマンカ大学

○ハイメ1世大学
○バスク州立大学

タイ ○アジア工科大学
○カセサート大学
○キングモット工科大学トンブリ校
○コンケン大学
○サイアム大学
シルパコーン大学 
○泰日工業大学
○チェンマイ大学
チュラポーン大学院大学 
○チュラロンコーン大学
○プリンス オブ ソンクラ大学 
○マヒドン大学
メコン機構
○メーファールアン大学
○ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校
○ランシット大学

台湾 雲林科技大学 
○国立交通大学
○国立清華大学
○国立台湾芸術大学
国立台湾大学
国立中央大学
国家実験研究院
○成功大学

高雄医学大学
○大同大学
○台北医学大学
○台北教育大学
○東海大学
○南台科技大学
銘傳大学
○文藻外語大学

中国 ○安徽医科大学
○華僑大学
○華東理工大学
河北医科大学
○貴州大学
○広州美術大学
江蘇大学
○湖南大学
○湖南師範大学
○済南大学
○西安交通大学
湘潭大学
○新疆師範大学
○上海交通大学
○清華大学
○西北工業大学
○浙江工業大学
○浙江工商大学
○浙江大学
大連医科大学

○大連理工大学
○中央民族大学
中国医科大学
○中国農業大学
○中国美術学院
○中南大学
○長春理工大学
○天津中医薬大学
○電子科技大学
東北師範大学 
南開大学 
○南京信息工程大学
○南京農業大学
○復旦大学
○北京印刷学院
○北京郵電大学
○北京林業大学
○烟台大学
○魯東大学

ドイツ ○ゲッティンゲン大学
○ケルン応用科学大学
シャリテ・ベルリン医科大学 
○デュッセルドルフ大学
○ドレスデン応用科学大学
○ハイデルベルク大学
ブラウンシュバイク工科大学 
フンボルト大学 
○ベルリン自由大学歴史・文化学部
○ライプツィヒ大学
○ローゼンハイム応用科学大学

トルコ ○アクデニズ大学
○イスタンブル工科大学
○イリディズ工科大学

ニュージーランド ○マッセイ大学
ハンガリー ○デブレツェン大学
パナマ ○パナマ工科大学

○パナマ大学
フィリピン ○アテネオ・デ・マニラ大学

○フィリピン大学ロスバニョス校
フィンランド ○アールト大学科学技術校

○アールト大学芸術デザイン校
○セイナヨキ大応用科学大学
○タンペレ工科大学

○東フィンランド大学
○ラップランド大学
○ユヴァスキュラ大学

ブラジル 州立カンピーナス大学
フランス ○CNRS・コンピエーニュ工科大学

○ESIGELECルーアン工学学校
エコール・ノルマル・シューペリウール・パリ サクレ
○ストレート大学
○ナント大西洋デザイン大学
ニースソフィアアンティポリス大学
○パリ・デザイン大学
○パリ東大学
○ラサール・ボーヴェ工科大学−ESITPA
○レンヌ第一大学

ベトナム ○インターナショナル大学
○ノンラム大学
○ホーチミン技術師範大学
○ホンバン国際大学

ペルー ペルー国立工科大学
ポルトガル ○ビジュアルアート・デザイン・マーケティング大学（IADE）
マレーシア ○サラワク大学

○テナガナショナル大学
○プトラ・マレーシア大学

○マラヤ大学
○マルチメディア大学

メキシコ ○アグアスカリエンテス自治大学
○イベロアメリカーナ大学
○ヴェラクルス大学
○グアダラハラ大学
グアナファト大学
○パンアメリカン大学
○モンテレイ大学
○モンテレイ工科大学

モンゴル ○モンゴル生命科学大学
ロシア ○ウラル連邦大学

○サハリン国立総合大学
○サンクトペテルブルク工科大学
○モスクワ国立大学
○ロシア国立沿海地方農業アカデミー
○ロシア国立人文大学
○ロシア国立研究大学高等経済学院
○リャザン国立大学

詳細は大学ホームページへ
http://www.chiba-u.jp/global/
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アメリカ アラバマ大学バーミングハム校看護学部，イリノイ大学シカゴ校医学
部 ，ウィスコンシン大学マディソン校物理学科，カリフォルニア大
学サンディエゴ校医療科学部門，コンコーディア大学ウィスコンシン
校教育学部，サンディエゴ大学看護学部，ジョージア大学農業環境科
学部，戦争捕虜・行方不明者共同捜索指令（JPAC）中央識別研究所，
チャップマン大学地球システムモデリング観測センター，トーマス
ジェファーソン大学医学部，ニューヨーク州立大学バッファロー校工
学及び応用科学部，ハーバード大学公衆衛生大学院，ハワイ大学数学
科，ヒューストン大学経商学部，ペンシルバニア州立大学農学部，ミ
シガン大学看護学部，南カルフォルニア大学医学部ケック校，ミネソ
タ大学公衆衛生大学院，メモリアルスローンケタリングがんセンター，
ライス大学土学部，ワシントン大学環境学部，ワシントン大学建築・
都市計画学部

アラブ首長国連邦 アジュマン大学工学部
アルジェリア フエリ・ブメディエン科学技術大学
イギリス ウォリック大学文芸学部，シェフィールド大学社会学部ランドスケー

プ学科，ブリストル大学理学部地理学科，ボーンマス美術大学，リー
ズベケット大学（リーズメトロポリタン大学）　健康・社会科学学部，
レスター大学医学部

イタリア イタリア学術会議一大気科学気候研究所、（日本）国立環境研究所，
ヴェネツィア建築大学，トレント大学土木・環境・機械工学部，ナポ
リ大学　電気工学・情報技術学科，トレント大学心理認知科学学部，
バジリカータ大学工学部，フィレンツェ大学文学・哲学学部，ボロー
ニャ大学農獣医学部

インド SRM大学理工学部，インド農業科学大学農学部バンガロール校，ジャ
ワハルラールネルー農業大学，タミールナドウ農業大学 

インドネシア インドネシア科学院化学研究センター，インドネシア科学院地質工学
研究開発センター，インドネシア気象・気候・地球物理庁，インドネ
シア国技術評価応用庁，インドネシア大学工学部、理学部，ウダヤナ
大学，ウダヤナ大学大学院プログラム，ガジャマダ大学地理学部，ガ
ジャマダ大学理学部，シアク県，セプルフノペンベル工科大学（スラ
バヤ工科大学）理学部，西ジャワ州教育局，ハサヌディン大学環境研
究センター、理学部，パジャジャラン大学理学部、農学部、農業工学
部、環境学部，バンドン工科大学デザイン学部、地球工学部、生命工
学部，パダン州立大学数学・自然科学部，ブディルフール大学環境研
究センター，ボゴール農科大学農学部，マカッサール国立大学大学院，
ムハマディアゴロンタロ大学，ムラワルマン大学数学・自然科学部，
ランブンマンクラット大学農学部コラボレーションセンター

オーストラリア マッコーリー大学・WiMed研究センター
オランダ アイントホーフェン工科大学工業デザイン学部
ガーナ ガーナ大学農学部　カデ農業研究センター
カナダ アルバータ大学薬学部，ウォータールー大学レニソンユニバーシティ

カレッジ，ブリティッシュ・コロンビア大学 植物園・植物研究セン
ター，マギル大学アランエドワードペインセンター

韓国 蔚山科学技術大学校デザイン及び人間工学部，延世大学校工科大学，
高麗大学工学系大学院電気工学研究科，金剛大学校通商行政学部，仁
荷大学校経済・国際通商学部，仁済大学医学部，仁済大学環境産業医
学教室・環境産業医学研究所，全南大学校農業生命科学大学，ソウル
国立大学グリーンバイオ研究センター，ソウル国立大学看護学部，済
州大学校・工科学部，理工系大学院，ソウル国立大学農業生命科学部，
ソウル国立大学美術学部，ソウル国立大学薬学部，忠南大学校農業生
命科学大学

シンガポール シンガポール国立大学建築学部，シンガポール国立大学理学部，南洋
理工大学機械航空工学部，南洋理工大学リーユンチェン医学部，ニー
アン・ポリテクニック工学部

スイス ベルン応用科学大学建築・木材・建設学部，ベルン大学ARTORG医用
生体工学研究センター

スウェーデン スウェーデン農業科学大学ランドスケープ計画・園芸・農業科学部，
ミッドスウェーデン大学 技術メディア学部

スペイン カタロニア国際大学　建築学部・研究科，マドリード自治大学マドリー
ド高度ナノサイエンス研究所

タイ キングモンクット工科大学トンブリ校生物資源工学研究科，キングモ
ンクット工科大学ノースバンコク校 シリントーン国際タイ-ドイツ工
学研究科，コンケン大学看護学部，シーナカリンウィロート大学，シ
ルパコーン大学薬学部，タイ国立科学技術開発公社・国立遺伝子工学・
生物工学センター，タマサート大学シリントーン国際工学部，チェン
マイ大学薬学部，チュラロンコーン大学薬学部，マハサラカム大学技
術学部，マヒドン大学薬学部，マヒドン大学理学部・大学院，メー
ファールアン大学農工学部，ランシット大学・建築学部

台湾 雲林科技大学デザイン学院，国立清華大学理学部物理学科，国立交通
大学人文社会学院，国立交通大学理学院，国立台湾師範大学教育学院，
国立台湾大学生物資源農学院，実践大学観光管理学科・レクリエーショ
ン産業管理学科，成功大学計画デザイン学部，台北医科大学医学部，
台湾国立中央大学地球科学学院，中国医薬大学薬学部，長庚大学生体
医工学研究センター，南華大学非営利事業管理学研究所，銘伝大学デ
ザイン学部

詳細は大学ホームページへ
http://www.chiba-u.jp/global/

中国 内モンゴル師範大学リモートセンシング・GIS重要実験室，内モンゴル大
学モンゴル学学院，内モンゴル大学民俗学・社会学学院及び外国語学院，
燕山大学外国語学院，華僑大学工業設計研究院，華東理工大学外国語学
院，華南農業大学農学部，吉林大学基礎医学学院，貴州医科大学，杭州
師範大学理学院，江蘇大学農業工程研究学部，江南大学設計学院，湖南
師範大学，湖南大学研究生院，山東大学物理学部，山東農業大学，湘潭
大学信息工程学院，上海交通大学医学院附属上海市精神衛生センター，
上海交通大学研究生院船舶海洋建築工学院），上海交通大学デジタルメ
ディシン工学研究センター，上海交通大学農業生物学院，上海交通大学
附属上海市第一人民病院，上海交通大学メディア ・デザイン学院，新疆
医科大学第一病院皮膚科および真菌医学研究センター，瀋陽農業大学，
瀋陽薬科大学，西安交通大学医学院第一付属病院，西安理工大学，西安
理工大学機械・精密機械工学部、機械・精密工学研究科，西安理工大学・
印刷包装与数字媒体学院，西北農林科技大学園芸学部，清華大学建築学
院，西華大学材料与工程学院，清華大学浙江清華長三角研究院，浙江工
商大学日本語言文化学院，浙江工商大学日本文化研究所，浙江大学光華
法学院，浙江大学国際デザイン学院，浙江大学コンピューター学院，浙
江大学コンピュータサイエンス学院，蘇州大学機能性ナノ・軟質材料研
究所，大連医科大学看護学部，中国科学院亜熱帯農業生態研究所，中国
科学院寒区旱区環境与工程研究所天山氷河観測試験所，中国科学院合肥
物質科学研究院，中国科学院声学研究所，中国科学院大気物理研究所，
中国科学院地理科学・資源研究所，中国礦業大学理学院・（北京）理学院，
中国社会科学院民族文学研究所，中国地質大学　自動化学院，中国電子
科技大学 電子工学部、中国農業科学院・農業資源与農業区画研究所，中
国薬科大学薬学院，中南大学精神衛生研究所，青島理工大学　建築学院，
鄭州大学情報工学部・デジタル医用画像技術研究センター，天津医科大
学看護学院，同済大学設計創意学院，南開大学社会史研究センター，南
開大学日本研究院，南京芸術学院工業デザイン学院，南京農業大学，武
漢大学医学研究科，武漢大学日本研究中心，復旦大学看護学院，北京科
技大学自動化学院，北京大学看護学院，北京大学国立薬物依存研究所，
北京大学地球及び空間科学学院，北京大学法学院，北京徳稲アカデミー
機構，北京理工大学デザイン・芸術学院，北京林業大学園林学院，香港
科技大学生命医工学プログラム，香港バプチスト大学中国医薬学部，烟
台大学　人文学院，魯東大学文学院

チリ キリスト教人文主義アカデミア大学
デンマーク オーフス大学医学部
ドイツ アウグズブルク大学数学・自然科学部，エルランゲン‐ニュルンベル

グ大学工学部，カールスルーエ工科大学物理学系，ケルン応用科学大
学・文化科学研究科，ドイツリウマチ研究所，ドレスデン応用科学大学，
ドレスデン工科大学建築環境学部，バイロイト大学理工学部，ビュルツ
ブルグ大学物理・天文研究科，フンボルト大学 第一数学・自然科学部・
融合科学研究所 ，ライプニッツ大学ハノーファー建築・ランドスケー
プ学部，ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン化学・薬学部

トルコ イズミール経済大学美術デザイン学部
ニュージーランド オークランド大学モーリスウィルキンスセンター
ネパール トリブバン大学パタンマルチプル・キャンパス
ノルウェー ノルウェー科学技術大学（エービク大学）情報メディア研究科
パキスタン ペシャワール農業大学
パナマ パナマ大学
ハンガリー セントイシュトヴァーン大学テシュディックシャムエル大学センター

水環境管理学部
フィリピン 国際稲研究所，サント・トマス大学理学部・大学院・自然科学研究セン

ター，パンガシナン州立大学
フィンランド タンペレ大学教育学部
ブラジル サンパウロ州立大学医学部，サンパウロ州立大学薬学部，リオグラン

デドスール連邦大学医学部
フランス IFPスクール，クロード・ベルナール・リヨン第一大学　理工学部　

ポリテックリヨンエンジニア専門学校，国立パリ建築大学ラ・ヴィ
レット校，セルジーポントワーズ大学・理工学部，ニース・ソフィア・
アンティポリス大学医学部，フランス国立保健医学研究機構・IAB/
INSERM−CNRS−グルノーブルアルプス大学(U1209）共同研究セン
ター，フランス原子力・代替エネルギー庁グルノーブル・グルノーブ
ル工科大学，ブルゴーニュ大学・フランス語教育国際センター

ベトナム ハノイ師範大学，ハノイ農業大学，ベトナム国家大学ハノイ校教育大
学，ベトナム国家大学ホーチミン市校科学大学生物学部，ベトナム国
立熱帯生物研究所，ベトナム森林大学，ベトナムホーチミンシティー
医学薬学大学，ホーチミン工科大学・化学工学部，ホーチミン市バイ
オテクノロジーセンター

ペルー ペルー国立工科大学
ベルギー ルーヴァンカソリック大学生物工学部，集合物質ナノサイエンス研究所
ポーランド ヴロツワフ工科大学工学基盤問題学部数学・計算科学研究所，ヤゲウ

オ大学言語学部・哲学部・歴史学部
マレーシア テーラーズ大学バイオサイエンス学部，プトラ・マレーシア大学農学

部，マラヤ大学理学部，マレーシア国立大学健康科学部、薬学部、科
学技術部，マレーシア国立大学　工学・建築環境学部

ミャンマー イエジン農業大学，マンダレー工科大学，ヤンゴン第一医科大学
メキシコ メキシコ国立自治大学建築学部
モンゴル モンゴル科学技術大学応用物質科学部
ラオス ラオス国立大学
ロシア A.Iゲルツェン記念ロシア国立教育大学附属北方民族大学，ロシア科学

アカデミー極東支部イリチェフ太平洋海洋研究所，ロシア人文大学

部局間交流協定校一覧
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『イングリッシュ・ハウス』に来れば英語によ
るコミュニケーション力がアップ

西千葉キャンパスの総合学生支援センター内

にある『イングリッシュ・ハウス』はリラックスし

ながら英語を身近に感じ、気軽に楽しく学べる

場所です。１階のイングリッシュ・ラウンジでは、

ランチチャットや様々なイベントを通じて、国

籍や学年、学部を越えた多くの人と英語による

コミュニケーションを楽しめます。２階のイング

リッシュ・サポート・センターでは、ネイティブス

ピーカーの教員による個別レッスンや、普遍教

育科目の正課授業（IELTS、TOEFLiBT、TOEIC

対策など）を実施しています。その他英語学習

に役立つ図書や新聞、DVD等を利用することも

できます。

くつろぎながら、英語を学ぶ

伝統芸能の発表会や留学生向けの体験企
画などを実施

千葉大学では年間を通じて、様々な国際交流

イベントが実施されています。毎年6月と12

月にはユニバーサルフェスティバルが開催さ

れ、2017年12月で52回を迎えました。これは、

毎年、世界の国々の歴史や伝統芸能を紹介す

るイベントです。留学生が中心となって趣向を

こらした発表が行われています。発表終了後に

は、各国の料理も振る舞われます。また、留学

生が日本の文化や伝統を知るイベントも実施。

地域の人々の協力を得た茶道体験、七夕飾り

の体験、工場見学や名所旧跡をめぐる日帰り

旅行などが企画されています。

日本を知り、異国を知る

留学生メッセージ

（上）留学生によるユニバーサルフェスティバル、（左下）留学

生の浴衣体験、（右下）留学生の茶道体験

世界から千葉大学へ

学部生
郭　美怡
Irene Mei-Yi Kwok
薬学部薬学科　6年次

香港出身

千葉大学に入る前、私の大きな志望動機は日本語を上達さ

せることでした。しかし、大学の近代的なキャンパスやEnglish 

Houseで利用できるプログラムなどを通して、日本語を上達さ

せられただけでなく、日本人や様々な国から来た留学生とお互いに意見が交換できたり、他国

の文化について知識を得られたり、自分のことに責任を持つことで成長できる可能性もあること

に気がつきました。千葉大学での研究や生活で問題が起きた時には、いつも担当の先生や友

達が手助けしてくれて、心細く感じることは全くありません。また、千葉市は立地が良く、校外で

活動できる機会がたくさんあります。私は、日本に着いてから今まで、退屈に過ごした日は一日

もありませんでした。将来、私は日本で働くことを考えていますので、私にとって千葉大学で勉強

することがとても大切な経験になっていると思っています。 

皆さん、学問的な勉強だけでなく、国際交流やにぎやかな環境で生活することに興味をお持ち

の方は、ぜひ千葉大学に入学してください。

異文化が混ざった地域である香港出身の自分は、他の国の文

化をわりと知っていると思っていました。しかし、日本に来て他

国の友達と接するうちに、身振りや同じ意味の言葉でもニュア

ンスが違うことに気付きました。それからは、他国の人と交流するときは先入観を無くし、自分の

中の常識が通用しない可能性を頭に入れて交流する必要があると分かりました。そして、何が

自分の母国に特有なのか知るきっかけにもなり、母国の文化の理解も深めることができました。

一年生の頃にリフォーム中だった西千葉キャンパスはどんどん新しくなり、今ではとても綺麗な

キャンパスになりました。薬学部生は、西千葉の図書館やイングリッシュハウスを使う機会は少

ないですが、行くたびに素晴らしい場所だと感じます。千葉大学には様々な国の留学生がいて、

たくさんの交流の機会があります。この環境を活用して、ぜひ色々な国の人と話してみてくださ

い。きっと新しい留学生の友達ができると思いますよ。

J-PAC生
エリック・ベットガー
Eric Boettger
国際教養学部　特別聴講学生

ドイツ　デュッセルドルフ大学　出身
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海外の大学で正規の授業を受けられる交換
留学プログラム「千葉大学海外派遣留学プ
ログラム」

「千葉大学海外派遣留学プログラム」は、12か

月以内の協定校への交換留学で、休学をする

ことなく留学が可能で、現地で取得した単位は

千葉大学でも認められます。応募機会は、年2

〜3回。応募する学生は、留学のための情報収

集や語学資格の取得など、事前に準備をする

必要があります。プログラムの情報は、「千葉大

学留学ガイダンス」や、「海外派遣留学ガイダン

ス」で入手できます。海外派遣留学生自身が参

加する「派遣留学報告会＆相談会」もあります。

また、国際教育センター内にある「海外留学支

援室」で、個別の留学相談を随時受けることが

できます。

世界中の協定校に交換留学し異文化を実体験しよう !

アクティブ・ラーニングでグローバル人材を育成

楽しく学び賢くなる「スキップワイズ・プログ
ラム」

日本のグローバル化を推進する拠点大学に選

ばれた千葉大学では、柔軟な学びによって国際

感覚を身につける「スキップワイズ・プログラム」

を展開しています。このプログラムでは、早期の

入学や卒業といった制度を活用し、多様な修業

年数に対応した、多様な留学プログラムを実施

しています。また、日本文化や異文化への理解

を深め、将来、グローバル人材として各方面で

活躍するために必要となる知識や技能、経験を

バランスよく身に付けることができる教育プログ

ラム「国際日本学」を設置しています。コミュニケ

ーション英語の科目も充実させ、英語を使って

協定校の学生と協働学習を行うプログラムや、

国際的なインターンシップやボランティアに参

加できるプログラムも用意しています。

派遣学生メッセージ千葉大学から世界のキャンパスへ

千葉大学でデザインを学んでいて留学を意識するようになったのは、「良いデザインって、結局先進国の人たちに

向けたものばかりだな」とふと感じたときです。新興国や発展途上国と呼ばれるところでも、これから良いデザイン

を増やしていくにはどうすればいいのだろうと考えたときに、やはりそこで暮らしてみて、辛いことも楽しいことも

体験してみたいと思うようになりました。実際に留学中は想像もしないようなこともありましたが、現地の友人たち

に助けられながら、たくさんのことを学ぶことができました。ほぼゼロからインドネシア語を学んで少し会話できる

ようになったり、田舎の村でインドネシアの人たちと泊まってみたり、一人でジャワ島を陸路で旅してみたり、留学

後振り返ってみると、昔だと考えられないくらいに活動的になることができたのかなと思います。留学に行くことで

いわゆる大学生生活を踏み外してしまうと感じるかもしれませんが、社会に出てみれば大した差ではないし、それ

以上に得られるものがあります。ぜひたくさんの学生に留学に挑戦してみてほしいなと思います。

中西 菜穂子
NAKANISHI Naoko
工学研究科 デザイン科学専攻

派遣先 ： インドネシア

 バンドン工科大学

派遣期間 ： 2015年8月〜2016年5月　

ギリシャ大学との協働学習（グローバル・スタディ・プ
ログラム）

協定校カナダ・アルバータ大学キャンパス海外留学支援室

千葉大学留学ガイダンス（図書館プレゼン
テーションスペース）

（左）日系小売企業のマレーシア店舗での顧客調査
（グローバルインターンシップ）（右）スリランカでの

井戸堀りワークキャンプ（グローバルボランティア）

冬のハイキングの際のひとこま
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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

都心から電車で約１時間。都会の喧噪から少し離れた千葉

大学にはどこかのんびりとした印象があるかもしれません。

でも、ちょっとだけ知ってほしいことがあります。この大学

はいつも進化し続け、かつてない教育システムを実現しな

がら、その視野は常に世界に向けられていることを。より

高きものを目指す千葉大学の７つの進化系を紹介します。

ターム制導入の目的

教育の質的改善を図る
多様な科目設定が可能となり、教育の質的

改善を図ります。

千葉大学全体のグローバル化を促進

ギャップタームを創出し、留学、インターン

シップ、ボランティアなど多様な海外体験

の機会を確保
①柔軟な学事暦で学生が主体的に社会体験

を立案できます。また、海外体験が容易にな

ると同時に、留学から帰る場合もスムースな

復帰が可能となります。

②ターム単位、2ターム単位など柔軟な海外

体験期間が設定可能となります。

教育効果

６ターム制によって、短期集中型の授業形

態の導入を促進し、教育効果を高めること

につながります。また、個々の学生が、留学

を含めた柔軟な活動計画を主体的に立案

することに適した学事暦となっています。

授業時間とその利用法、授業外の学修時

間の利用法を再検討し、反転授業やアク

ティブ・ラーニング等の導入を促進します。

諸外国の協定校等におけるサマースクー

ル、サマープログラム等の日程を勘案し、

それらへの参加を容易にします。

グローバル・地域双方のインターンシッ

プ、ボランティアを含めた課題解決型学習

PBL（Project -Based Learning）を積極

的に展開します。

本学におけるサマースクール、サマープロ

グラムに対する諸外国からの参加の機会

を拡大し、留学生の積極的な受入を促進

します。

・

・
・

・

・

・

・

・

Evolution

1
６ターム制という新しい学事暦
千葉大学は、2016年４月より、従来の前期（４〜９月）・後期（１０〜３月）のセメスター制の

学事暦を変更し、ターム制（６ターム）を全学的に導入しました。

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム 第５ターム 第６ターム

( 4 〜 5 月 ) ( 6 〜 7 月 ) ( 8 〜 9 月 )
 集中講義、

サマースクール

( 10 〜 11 月 ) ( 12 〜 1 月 ) ( 2 〜 3 月 ) 
集中講義、

スプリングスクール
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Evolution

2
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』

国 立 大 学

留学者数

JASSO
2016 年度調べ

飛び入学や早期卒業を駆使した多様な修業
年数に対応した、多様な留学プログラムの
実施 アクティブ・ラーニングを活用し、日本文化や異文化への

理解を深める教育プログラム「国際日本学」の設置

イングリッシュ・ハウスの活用、コミュニケーション
英語科目の実施、海外留学情報の提供等の支援

国際的なインターンシップやボランティア活動
への参加支援

世界に輝く未来志向型の総合大学へ！～ RISING ～
千葉大学は、世界的に魅力的なトップレベルの教育研究を行う大学や、日本の国際化を牽引する「スーパー

グローバル大学」として文部科学省から選定されました。徹底した大学改革と国際化を断行し、千葉大学

は新生（RISING）します。

スキップするように軽快に国際日本人になろう！～ skipwise ～
様々な分野でグローバル人材が求められています。「スキップワイズ ･ プログラム」は、高度で豊かな語学力

やコミュニケーション能力、異文化体験を通じた寛容性と日本人としてのアイデンティティ、リーダーシップ

を持って国際社会に積極的に関与・貢献できる主体性を身に付けられるプログラムです。学生の皆さんが将

来グローバル人材として活躍できるよう、全学を挙げて応援します。

ツイン型学生派遣プログラム（TWINCLE）
教育学（部）研究科と他学（部）研究科の学生がペアを
組んでＡＳＥＡＮ諸国を訪問し、現地の小中高等学校で
先生となり、本学で行われている先端科学研究や日本
文化についての授業・実験を実施します。グローバルマ
インドを持った人材（教員・研究者）を育成します。

ポスト・アーバン・リビング・イノベーション・
プログラム（PULI）
未来の快適な都市を、メキシコやパナマの学生と創造
するプログラムです。本学の世界展開力強化事業で初
の全学型プログラムです。文系・理系の人材が協働し、
企業と同じプロセスでプログラムを実施します。また、
大学発のコンサルティング会社の起業を目指します。

ASEANで教育体験！

中米と未来の生活を考える！

大陸間デザイン教育プログラム（CODE）
学部3.5年＋修士2.5年の今までにない新たな6年間
の学修年限の中で、１年間米国＋欧州に留学してデザ
インを学びます。各国の特徴あるデザイン教育を受け、
将来の産業を創成するグローバルなデザイナーを育
成します。

植物環境イノベーションプログラム（CAPE）
植物環境に関わる産業は、第６次産業に第４次産業も
加わり進化することが予測できるため、中国・韓国の３
大学と連携し、園芸学（農学）と工学の両方の領域に長
けた、植物環境のイノベーションを企画・提案・実施で
きる人材を育成します。

日米欧でデザインを学ぶ！

農学＋工学のイノベーション人材を育成

植物環境デザイニングプログラム（P-SQUARE）
植物による環境貢献ができる国際的な「環境デザイン
プロフェッショナル」を育成します。日本人と留学生が
チームを組んで問題解決を目指す教育研究を実施。ア
ジア各国の大学と連携し、関連企業でのインターンも
行っていきます。

極東ロシアの未来農業に貢献できる
領域横断型人材育成プログラム（FARM）
未来農業は、生産過程に加えて、流通・消費などを含
めた「次世代６次産業」を体現するものであるため、極
東ロシアにおいて、食料生産から流通・販売ビジネス
まで含めた未来農業を理解でき、日露の共同事業に
貢献できる人材を育成します。

植物で世界を救う！

未来農業のスペシャリストを育成

堂々
第 1位

Action 2

Knowledge
stockS

Action 1

Skip&skip

Action 3

International
supportI

K
Action 4

Professional
experience P



CHIBA UNIVERSITY 2018-201918

「生涯学び続ける基礎的な能力」
「知識活用能力」を持つ学生の育成

ブックツリー

個人閲覧席（N 棟）

Evolution

3
「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

間、紙や電子による教材やコンテンツ、そして
学生の学びへの人的なサポートを提供します。
学生の能動的な学びを創造するアカデミック・
リンクは、千葉大学が開発した画期的な教育
コンセプトです。

「アカデミック・リンク」が目指すのは、“考え
る学生” を創造すること。附属図書館、統合
情報センター、全学教育センターという大学の
教育組織が協力して、新しいコンセプトを実現
しました。アカデミック・リンクでは、静かな
学習空間だけでなく、議論や発表のできる空

目的 : 考える学生の創造
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PLACE
学習空間

CONTENT
コンテンツ

SUPPORT
人的サポート

アカデミック・
リンク

考える学生を
創造するための３つの機能

「アカデミック・リンク」から
生まれた４つの個性を持つ図書館

（附属図書館本館）

ひとりで読書をしたり、思考するための空間で、伝統的な図書
館のよさを残すことにこだわった建物です。ラウンジ、静寂閲
覧室もあります。

研究開発とコンテンツ制作の拠点です。アクティブ・ラーニン
グに適したセミナー室や授業の収録が可能なコンテンツスタジ
オなどを設置しています。

ひとりではなく、複数で学ぶことを中心に考えた空間です。人数
に応じて、キャスター付きの椅子や机、ホワイトボードを自由に
移動できます。ノートPC やタブレット型端末も貸し出しています。

伝統的な書庫としての機能を中心に考えられた建物です。貴重
書室、マイクロ室、巨大な電動集密書架などを備えた、知識
の集積拠点です。

LEARNING 棟 - 黙考する図書館 -

INVESTIGATION 棟 - 研究・発信する図書館 -

NETWORKING 棟 - 対話する図書館 -

KNOWLEDGE 棟 - 知識が眠る図書館 -

授業期間   平日 8:30 〜 22:30　土・日・祝 10:30 〜 18:00
大学の長期休業期間     平日 9:00 〜 16:45　土・日・ 祝休館

※臨時休館・開館時間の変更等、最新の情報は図書館ウェブ サイトで、緊急の場合はアカデミック・リンク／附属図書館の Twitter、Facebook でお知らせします。

その他休館日     年末年始・図書館が定める日開館時間・休館日
（附属図書館本館）

L

I

N

K

アクティブ・ラーニング・スペース

学生が自主的に学習を進めるうえで必要
な資料や情報通信技術、人的サポート（教
員、図書館員、学生スタッフ）を最大限
に活用できる空間です。グループや個人
での学習、そして学習の成果を発表する
のにふさわしい場も提供しています。

グループワークエリア（N 棟）

コンテンツ・ラボ

授業の予習や復習に加え、テーマを深く
掘り下げていくための有益な図書やウェ
ブサイトを紹介する「授業資料ナビ」を
提供しています。ナビで提供される資料
や授業で使う教材は、紙で提供するだけ
でなく、電子化も推進。また、授業その
ものを録画し、ラーニング・マネジメント・
システムを通じて提供しています。

ティーチング・ハブ

教員、図書館員、学生スタッフが学びを
サポートします。大学の教員が、学生の
勉強や生活全般の相談に対応するととも
に、図書館スタッフが文献の探し方やデー
タベースの使い方を指導。また、アカデ
ミック・リンク・スチューデント・アシス
タント（ALSA：アルサ）の大学院生が
学習の支援も行っています。
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2019年春から生物学の分野においても飛び入学生の受け入れを開始します。千葉

大学では1998年に現在の学制で日本初の飛び入学生を受け入れて以来、これまで

に71名の卒業生を輩出しており、現在飛び入学を実施している７大学※の中でも卓

抜した実績を積み重ねてきました。今回受け入れを開始する理学部生物学の分野

も日本初の分野になります。
※千葉大学・名城大学・エリザベト音楽大学・会津大学・日本体育大学・東京藝術大学・京都大学

【入試】創造性豊かな高校生を求めて
生物学の分野における飛び入学の入試は、2019年2月に実施される一般入試（個

別学力検査前期日程）と同時に筆記試験が行われます。様々な生命現象や生物の

多様性に強い興味を持つ創造性豊かな高校２年生を対象としており、国際生物学

オリンピック、JSEC、日本学生科学賞等、生物学分野における各種コンテストで

の上位入賞等の実績は総合判定において高く評価されます。

【教育】“生物学が好き！”の気持ちを大切に
理学部生物学科では、飛び入学生向けに、生物学が好き！という才能を大事にし、

関連分野の研究者を目指せるよう、1年次（17歳）から最新の研究に触れるプログラ

ムを組んでいます。通常、学生が研究室へ配属され、最新研究をおこなうのは4年

次（21歳以上）からですが、飛び入学生は１、２年次に６〜８つの研究室を順番にま

わり、教員の指導のもと幅広い分野の研究の最前線を経験します。そして３、４年

次は１、２年次にまわった研究室の中から1つ選び、担当教員や大学院生の指導を

仰ぎ、議論しながら最新の研究を行います。

Evolution

4 先進科学プログラム

高校 2 年を修了して大学に入学（春入学）
または高校 3 年の９月から入学（秋入学）できる

（飛び入学）

Evolution

5
医、薬、看護、工の 4 学部合同の 亥鼻 IPE
４年間の協働学習で患者中心の専門職実践能力を養う

価値を創造しながら共通の目的を達成する力

を身に付けていきます。

2017 年度からは工学部の学生（一部コース、

3 年次のみ）も参加し、1 年次からの 4 年間、

3（〜 4）学部の学生がともに学ぶことで、相

手の専門を理解しながら、自分の意見を主張

し、そして患者にとって最善の解決策をチー

ムとして導く力を養っていきます。各学部 1 名

ずつの少人数グループで、医療の現場を見学

したり、模擬患者の退院計画を作成するなど

の協働学習を重ねていきます。

保健医療福祉の現場ではチーム医療の必要性

が急速に高まっています。患者を中心とした

医療、そして「安全で質の高い」医療の実現

には、それぞれの医療専門職が連携する能力

が不可欠なのです。千葉大学では欧米でいち

早く取り組まれてきた「専門職連携教育（IPE）」

を 2007 年度から実施。亥鼻キャンパ スにあ

る医学部、薬学部、看護学部の 3 学部が必

修科目として導入した「亥鼻 IPE」では、1 

年次から少人数のグループによる体験型の学

習を行っていきます。異なる専門職の役割機

能を理解し、それぞれの価値を尊重し、同じ

生物学にも分野を拡大
拡大する分野 理学部　生物学科

独自のカリキュラムで国際的に活躍する

研究者・技術者を育成

千葉大学では将来の独創的な研究を担う個性的な人材を

育成するため、特定の分野において優れた能力や資質を持

つ若者に、高校２年修了後または高校３年９月から入学し、

大学で高等教育を受ける機会を与える先進科学プログラム

（飛び入学）を実施しています。卒業生のほとんどは大学

院へ、またその過半数は博士号を目指して博士後期課程へ

進学しています。大学の助教や博士研究員、企業の研究員

として、研究・開発の部門で活躍している卒業生もいます。

先進科学プログラム生には入学料の免除、１カ月の海外研

修、自習室と専用の机といった特典があります。また学科

での講義・演習のほかに、独自の少人数セミナーが用意さ

れています。

先進科学プログラムの学生だけが受けられるセミナーでは、

千葉大学の教授陣が学生と対話しながら講義をしていきま

す。国際レベルの先端研究をする教員とのマンツーマンに

近いコミュニケーションは学生たちの学ぶ心を刺激します。

学内には専用の部屋や机が用意されるとともに、奨学金や

海外研修費など経済的な支援も充実しています。
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千 葉 大 学 は、2005 年 に 環 境マネ ジメント

の 国 際 規 格「ISO14001」、2013 年 に 全 国

の大学で初めてエネルギーマネジメントの

「ISO50001」を取得しており、環境に配慮し、

効率的なエネルギー使用に取り組んでいます。

注目すべき特色は、そのマネジメントの運用を

「環境 ISO 学生委員会」という学生団体が主

体的に行っていることです。

環境 ISO 学生委員会には約２００名が所属し、

様々な班に分かれて、幅広い活動を行ってい

ます。例えば、大学の省エネ・ごみ分別の啓

発活動や、緑のカーテンづくり、古本市、落

ち葉の堆肥化など学内の環境改善活動、また、

コミュニティガーデンという庭づくり活動や、

昆虫教室などを通して地域住民や子どもたち

との交流も行っています。

そのほかにも、「千葉大学オリジナルエコバッグ」

を制作・販売したり、附属幼稚園・小中学校

に出向いて環境教育を行ったりしています。

さらに、大学の ISO に関する内部監査員や基

礎研修講師など、マネジメント運用に関わる

実務も経験します。千葉大学の学生主体の取

り組みは全国的にも注目されており、学生自

身がこれらの取り組みを国内外の環境関連の

会議やイベントでプレゼンテーションする機会

もあります。

学生委員会は「環境マネジメントシステム実

習」という科目の履修生で構成され、活動が

授業の単位になるほか、3 年次の 12 月まで

継続すると、「千葉大学環境エネルギーマネジ

メント実務士」という学長認定の資格が授与

され、就職活動でアピールすることができます。

また、NPO 法人としても活動しているので、

環境知識だけではなく様々な実務経験や法人

運営の経験を積むことができます。

Evolution

6

Evolution

7
環境健康フィールド科学センター『植物工場』

高品質・髙収量・計画的生産とその普及促進のために

的な生産を実現しようとするものです。農業用

水の枯渇、食料自給率、土壌汚染、フードマ

イレッジなどの問題解決や健康・医療物質生

産への新たな植物の活用のため、先進的な技

術を有する千葉大学の植物工場は、共同研究、

人材育成、技術移転などの分野で、世界中の

注目を浴びています。

柏の葉キャンパス内の環境健康フィールド科学

センターでは、「植物工場」の実証・展示・研

修事業が展開されています。植物工場とは、

生育環境（光、温度、湿度、CO2 濃度、養水

分等）を制御して、天候や季節などに影響さ

れずに作物を生産できる施設のことで、年間を

通して高品質・髙収量な作物の安定的・計画

環境活動を実践して「資格」を取得

授業を通じて学内外の環境を改善する
千葉大学独自の学生主体の環境マネジメント
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より高き領域へと導く
千葉大学の学び

学びのシステム

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。
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教育課程編成・実施の方針

・学生が自ら設定した目標の達成に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学修を可能とする教育課
程を編成し、提供する。

・専門職業人としての倫理教育を行うとともに、教育課程全般の修学にわたり、社会の規範やルールを尊重する
姿勢を涵養する。

「自由・自立の精神」を堅持するために

・専門領域での必須事項を段階的・体系的に修得できる教育課程を編成し、提供する。
・修得した専門領域での知識、論理的思考や表現の手段を、 学生が主体的に活用できる実践的教育の機会を効果

的に提供する。
・社会に貢献し、社会を牽引するイノベーション創出のための教育環境づくりを進める。

「専門的な知識・技術・技能」を修得するために

・専門教育とも連携したコミュニケーション教育を提供する。
・情報通信技術の活用も含め、必要な情報を適切に収集する方法を修得し、情報を適切に発信することのできる

教育の機会を提供する。
・学生が、グループを単位として、専門領域での問題解決に主体的・能動的に取り組む教育の機会を提供する。
・専門領域での問題に関して、社会の要求を踏まえた問題解決を実践できる教育の機会を提供する。

「高い問題解決能力」を育成するために

・幅広い視野の醸成、批判的精神の涵養、豊かな教養に裏打ちされた全人的な人間性の陶冶を目的とする普遍教
育を提供するとともに、専門導入教育を充実し、それらを基盤として学生が自己の専門領域を修得する意義を
理解できる教育機会を提供する。

・諸課題が地球規模となる時代に対応した教育環境を提供するとともに、地域を支える人材育成に取り組む。

「地球規模的な視点からの社会とのかかわりあい」を持つために

・国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境を深く理解し、人類や社会が直面する課題に取り組む普遍教
育科目を体系的に提供する。

「普遍的な教養」を涵養するために

教育課程編成・実施の方針
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千葉大学の学士課程では、このふたつの科目群の学びを通して、
豊かな教養を身に付けながら高度で専門的な知識やスキルを修得していきます。

「普遍教育科目」と「専門教育科目」

専門教育科目 専門基礎科目

専門科目

普遍教育科目は、千葉大学に入学したすべての

学生が修得すべき学習内容から構成されてお

り、全学協力のもと、全学教育センターが運営

しています。

千葉大学における普遍教育の目的は次の2点に

集約されます。第1は、国際化、高度情報化し

た現代社会に積極的に参画できる人材の育成を

目指して、「幅広い視野の醸成」「批判的精神の

涵養」「豊かな教養に裏打ちされた全人的な人間

性の陶冶」という普遍的資質を養うことです。

第2は、広い視野から学問に対する興味・関心

を喚起し、その関心の深化と拡大を通して、学

生個々が選択した専門分野の学問的・社会的位

置付けを理解する能力を養うことです。

普遍教育の学修が、その後の人格形成と専門分

野の学修に肯定的な影響を及ぼすことを期待し

ています。

各学部・学科では、専攻に応じた専門教育科目

が設定されており、学生はカリキュラムに沿っ

た学びを通じて体系的な知識や技術、技能を

養っていきます。少人数クラスで行われる実習

や演習では、一線で活躍する研究者である教員

から直接指導を受けられます。

普遍教育科目

学士課程カリキュラム

1 英語科目
国際化が進展する社会に生きる学生が学修・研究はもとより、将来、
社会人として必要になる英語力について、その基礎的な運用能力を
修得することを目指します。

2 初修外国語科目
初めて学ぶ英語以外の外国語を対象として実用的な語学力を修得す
るとともに、それらを通して多様な価値観の存在と異文化の尊重に
ついて理解することを目指します。

3 情報リテラシー科目
情報を活用するうえで必要なコンピュータやインターネットなどの
基本的な知識と技術を修得するとともに、情報技術と社会の関わり
や社会的・倫理的な課題についても理解することを目指します。

学びのシステム
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▶ ▶ ▶  各 学 科 ・ 課 程 ・ コ ー ス の ペ ー ジ ま た は 、 千 葉 大 学 H P 、 各 学 部 パ ン フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。

教
育
コ
ア
科
目
6
科
目
群

論理コア（論理・哲学・社会）

生命コア（生命・心理・発達）

文化コア（文化・芸術・歴史）

環境コア（環境・生活・科学）

国際コア（国際社会と日本）

地域コア（地域と暮らし）

教
養
展
開
科
目
7
科
目
群

1 学術研究の現場を知る

2 データを科学する

3 キャリアを育てる

4 千葉大学の環境をつくる

5 ジェンダーを考える

6 コミュニケーションリテラシー能力を高める

7 自然科学を学ぶ

共通専門基礎科目 共通専門基礎科目は、専門科目の学修に必要とされる基礎的な知識・技術を修得するこ
とを目的としています。

学部専門基礎科目 ▶ ▶ ▶  千 葉 大 学 H P ま た は 、 各 学 部 パ ン フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。

4 スポーツ・健康科目 6 教養展開科目

5 教養コア科目

身体的・精神的・社会的により高次な水準の健康を獲得
するために、健康的な生活や人間関係の有り様について
実習を通して理解するとともに、健康に関するセルフ・
ケアの基礎知識の修得を目指します。

教養展開科目は、学修の目的や課題、テーマによって７
つの科目群に分類されており、教養コア科目の履修を通
して喚起された学問への興味・関心を拡大、深化させ、
豊かな教養へと結びつけることを目指します。講義を中
心とする科目群の他に、受講学生数を制限して少人数、
双方向型授業を行う「テーマゼミ」があります。

教養コア科目は、6 つの科目群から構成されており、大
学での学びのきっかけとなる科目であり、学問への興味
と関心を高めることを目的とする必修科目です。

学士課程カリキュラム
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グローバルな
課題解決に向けた
実践的学びの場

国際教養学部
College of Liberal Arts and Sciences

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、日本およ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」という複合的視点から国際理解と日本理解の双方を備えたう

えで、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。

千葉大学国際教養学部

千葉市稲毛区弥生町1-33

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

26 CHIBA UNIVERSITY 2018-2019
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文理混合教育による課題解決型
教育

従来の国際教養教育は人文社会科学が主流

でしたが、現代社会の複雑な課題の解決には

自然科学や生命科学の視点が欠かせません。

そこで千葉大学の国際教養学部では、文理混

合教育を実践します。これは、総合大学である

千葉大学だからこその強みと言えます。また、

課題解決型教育として、従来からの発想を転換

し、最初から決められた学問分野を出発点とす

るのではなく、課題認識からスタートし、その解

決のための知識を選択・統合し、解決能力を育

む教育を実践します。専門として、３年次に３つ

のメジャー（グローバルスタディーズ、現代日本

学、総合科学）のうち１つに所属しますが、所属

するメジャーだけではなく、他のメジャーにつ

いても横断的に授業の履修が可能です。

日本・世界での学びと能動的学び

異文化との接触、国際的な学生間の協働を通

じた国際理解と日本理解の育成を目的に、国

際教養学部では卒業までに最低１回の留学を

必須としています。千葉大学では多彩な留学プ

ログラムを用意しており、自身の目的・能力等

に基づいて選択することができます。また、フィ

ールドワーク・インターンシップ・ボランティア

などのグローバルな世界と地域の双方を舞台

にした活動体験も重視し、理論だけでなく実体

験を通じた知識の活用と課題解決能力を育成

します。このような世界や現場での学修だけで

はなく、大学全体として整備されている様々な

学生の主体的な学びをサポートする環境を基

盤として、アクティブラーニングによる学修を積

極的に展開していきます。

1 2

千葉大学国際教養学部の教育の特徴

国際教養学部長
小澤 弘明

OZAWA Hiroaki

“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

きてください。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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国際教養学部カリキュラム

メジャープロジェクト科目

グローバルスタディーズ
メジャー科目

現代日本学
メジャー科目

総合科学
メジャー科目

移住・交通・自然史
環境・生態・自然災害
国際・紛争・人道支援

技術・産業・デザイン
文化・芸能・スポーツ
地方創生・社会変動

先端科学・技術・社会
生命・倫理・医療

サイエンスコミュニケーション

普遍教育科目

ス
キ
ル
形
成
科
目

俯瞰科目

「国際」＋「日本」＋「科学」を混合（ブレンド）

課題解決・実践
300‒400※

課題発見
100‒200※

※コース・ナンバリング・システム（2015年度導入）によるナンバリングコードで、授業科目の難易度の目安を示す。

課題解析
200‒400※

フ
ィ
ー
ル
ド
科
目
・

ワ
ー
ル
ド
科
目
　

現代社会を生きていく人間として欠くことのできない国際的、

倫理的、知的な素養を備え、さらに向上させていこうとする熱

意を持つ人

本学部での修学について強い好奇心、関心を持ち、問題につ

いて自発的に探究し、問題解決の能力を主体的に高めていこ

うとする意欲を持つ人

文系と理系の別や人文社会科学、自然科学、生命科学の学

問分野の垣根を越え、修学に必要な基礎学力として十分な

知識・技能を持つ人

英語力をはじめ、言語について優れた運用能力を持つ人

・

・

・

・

国際教養学部の目的はグローバル人材の育成にありますが、卒

業後の進路は海外だけを念頭に置いているわけではありませ

ん。地域の中にもグローバルな課題はありますし、この学部で身

に付く、課題を発見し解決していく能力は、どんな場所でも活か

すことができるでしょう。具体的には、企業や自治体の国際部門・

企画部門やＩＴ系のデザイナー等が考えられます。また、学部で

見つけたテーマに沿った大学院に進学し専門性を深めれば、国

際公務員やＮＧＯ職員への道も開けるでしょう。

千葉大学国際教養学部
入学者受入れの方針

卒業後の進路

科目構成

私は、地方創生に興味があり地方創生関連の授業を多く履修しています。国際教養学

部という名称から国際関係の勉強だけをしているというイメージを持たれがちです

が、地方創生もこの学部で学際的に学ぶことのできる分野の一つです。また、グローバ

ルスタディーズ・現代日本学・総合科学という3つのメジャーの授業を横断的に受ける

ことができるため、地方創生の勉強を含め、何を勉強するうえでも多角的な視点を持

つ機会を与えられるということは大きな魅力であると感じています。

さらに、私が感じる国際教養学部の魅力として、学修サポートが十分に整っていること

があります。SULA（学修支援スタッフ）が、3年次のメジャー選択に役立つような先生の

お話を間近で聞くことのできる機会を設けてくださり、留学をはじめとしたさまざまな

学修に関する相談にきめ細やかに対応してくださるので、できて間もない学部ではあ

りますが安心して学生生活を送ることができます。

幅広い学問を学際的に学びたい、まだやりたいことを決めてない。千葉大学国際教養

学部は、そんな人にとって最適な学部だと思います。

この学部では、広範な学問領域または自分の興味のある分野の中から課題点を見つ

け、研究や調査を行うという能動的な授業が多いです。グループで問題解決のための

活動を行ったり、各自で持ち寄った題材について議論をしたりするなかで、学生同士が

切磋琢磨しながら互いに高め合えることができ、とてもよい刺激になります。

私は入学してきた当初、具体的に学びたい専門分野がありませんでした。しかし、学術

的文章の書き方を学ぶ授業で、テーマの一つであった外国語教育に興味を抱き、小学

校英語教育について研究したいという目標を持ちました。

このように、授業の中に自分の夢を描くためのヒントが必ずあります。私たちと一緒に

国際教養学部で学びませんか。

加治屋　里奈
KAJIYA Rina
国際教養学科

鹿児島県出身　鹿児島県立甲南高等学校

湧井　悠真
WAKUI Yuma
国際教養学科

新潟県出身　新潟県立国際情報高等学校

学生メッセージ

国
際
教
養
学
科
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入学から卒業までの履修の流れ

課題解決に必要なスキルを修得
スキル形成科目

留学・フィールドワーク・インターンシップ・ボランティアを体験
フィールド科目／ワールド科目

課題解決に向けて必要な知識を選択し修得

「国際」＋「日本」＋「科学」
の

混合（ブレンド）

グローバルスタディーズメジャー科目
●移住・交通・自然史　●環境・生態・自然災害　●国際・紛争・人道支援

現代日本学メジャー科目
●技術・産業・デザイン　●文化・芸能・スポーツ　●地方創生・社会変動

総合科学メジャー科目
●先端科学・技術・社会　●生命・倫理・医療　●サイエンスコミュニケーション

課題解決・世界へ発信
メジャープロジェクト科目

俯瞰力の獲得・課題発見
普遍教育科目

俯瞰科目

1年次 2年次 3年次 4年次

入
　
学

卒
　
業
　
　
学
　
士
　（
国
際
教
養
学
）

普遍教育科目 全学の共通教育科目であり、学問の基礎について広く学んでいきます。

俯瞰科目
全科目必修

人文社会科学・自然科学・生命科学の学問領域を混合し、分野を越えた俯瞰力を身に付けます。

国際教養学入門／人文社会科学基礎／自然科学基礎／生命科学基礎／グローバルイシュー論／現代日本論／
総合科学論／グローバルイシュー演習／現代日本課題演習／総合科学コミュニケーション演習

スキル形成科目
専門的な語学や研究手法など、課題解決能力や発信力の基礎となるスキルを修得します。

国際教養CALL英語／アカデミックライティング（日）／アカデミックライティング（英）／研究方法論／史資料分析／
質的調査法／量的調査法／最新情報処理演習／プレゼンテーションメソッド／学術英語

フィールド科目
「現場で学ぶ、現場を学ぶ」をコンセプトとして、国内外における現場体験を通じ、課題発見・解決能力を身に付けます。

フィールド・スタディ／地域PBL型実習／持続的地域貢献活動実習

ワールド科目
「世界で学ぶ、世界を学ぶ」をコンセプトとして、海外協定校等とのプログラムを通じ、課題発見・解決能力を身に付けます。

海外派遣プログラム

グローバルスタディーズ
メジャー科目

グローバルな問題の背景と構造を理解し、その解決に必要な知識を修得します。

［移住／交通／自然史］世界史と世界地理／民族と国民／移民論／近代世界システム論   等
［環境／生態／自然災害］都市住環境論／地域環境論／生物多様性論／防災・減災社会構築論   等
［国際／紛争／人道支援］国際組織論／国際関係と歴史認識／国際協力論／安全保障論   等

現代日本学
メジャー科目

日本の技術、文化、社会の課題を理解し、それをもとにグローバルな課題の分析につなげる知識を修得します。

［技術／産業／デザイン］工業デザイン／製造業とサービス／コンテンツ産業とデザイン／メディアミックス   等
［文化／芸能／スポーツ］クールジャパン論／ポピュラーカルチャー論／日本の言語文化／地域社会とスポーツ振興   等
［地方創生／社会変動］地方創生論／千葉学／比較社会学／人口減の社会論   等

総合科学
メジャー科目

諸科学の基礎を理解し、その中から解決すべき課題への新たなアプローチ方法の発見を目指します。

［先端科学／技術／社会］経済政策と科学技術／映像表現技術／境界科学論／科学と社会的意思決定   等
［生命／倫理／医療］生命倫理／バイオテクノロジーと法／医療と文化／スポーツ医科学   等
［サイエンスコミュニケーション］サイエンスコミュニケーション論／サイエンスカフェ／ミュージアム論／大衆の科学理解   等

メジャー
プロジェクト科目

課題解決に向け、グループワーク・ディスカッションを重ねながら自らのプロジェクトを選択し、複数教員の指導のもと、
卒業制作、卒業研究、卒業論文という形でプロジェクトを完成させます。

クロス・メジャー・プロジェクトワーク／メジャープロジェクト

科目概要

履修の流れ
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計りきれない人間・社会・文化を探
は か

知る

文学部
Faculty of Letters

人文科学を幅広く、そして深く学ぶ

千葉大学文学部には４コース１2専修が設けられ

ており、それぞれの専修では深い専門性を究めら

れます。一方で学部として人文科学の諸分野を幅

広く学ぶ体制も整えられています。所属するコース

は入学時に決められていますが、他コースの科目

の履修も可能です。また、領域横断的に履修する共

通科目には、国内外でのインターンシップやフィー

ルドワークなどの科目もあります。文学部では深い

専門性と広い教養の両立を目指しています。

卒業論文の執筆に向けて、
論理力を高める

文学部では卒業論文が必修となっています。関

心を持ったことを徹底的に調べ、論理的に考

え、他人にも理解できる言葉に置き換える論文

執筆は学生にとってかけがえのない体験にな

ります。本学部では、1年次から少人数制の導

入ゼミを設けて、自分の関心に基づいて調べ、

発表するという学習を始めます。さらに、学年

が上がるごとに学生主体の発表による演習を

数多く行いながら、4年次の卒業論文に向かっ

て能力を 高めていきます。

海外の大学と学生交流する
千葉大学で留学を実現

現在、どの学問においても国際的な視点が不

可欠です。文学部の領域も例外ではなく、外国

語や異文化理解の能力があることで、学びの

視野は大きく広がります。本学部では、外国人

教員や留学経験のある教員が数多くいるとと

もに、それぞれの専門分野で国際的な活躍を

しています。また千葉大学では、海外の大学と

学生交流の提携をしていますので、文学部の学

生も多くが短期・長期の留学を実現し、学びへ

の動機を高める機会を得ています。

1

2 3

千葉大学文学部の教育の特徴
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、2016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。

千葉大学文学部

千葉市稲毛区弥生町1-33

http://www.l.chiba-u.jp/
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文学部各コースの求める人物像

行動科学コースの求める人物像

論理的な思考能力を備えた人

人間の思考や行動、社会や文化に対する広

い関心を持ち、個性的な発想のできる人

歴史学コースの求める人物像

特定の個別事象的な問題関心だけではな

く、日本・世界の歴史に関わる事象について

深く・広く、そして客観的に考えようとする人

日本・ユーラシア文化コースの求める人物像

コースの修学に必要な基礎学力を持ち、日

本とユーラシアの言語、文学を含む民族文

化の多様性に強い好奇心と関心を持ち、問

題意識を持って自発的に探求できる人

国際言語文化学コースの求める人物像

外国の言語・文学・文化に対して強い関心を     

持ち、総合的な基礎学力を備え、外国語の高

度な運用能力を習得して文化の多様性を学

ぼうとする確固とした熱意と意欲を持つ人

・
・

・

・

・

文学部長
米村 千代

YONEMURA Chiyo

“好奇心と想像力が

出発点です。

決して一つではない答えを

探求し続けてください。

”文学部には、「文」という言葉が内包する

実に幅広く、深い専門領域があります。

人間、文化、社会に関する多様な領域そ

れぞれにおいて、基礎から専門的知識ま

でしっかりと習得し、論理性、表現力を磨

き、卒業論文としてまとめ上げる、その一

連のプロセスを学生さんと私たち教員の

顔の見える関係のなかで積み上げてい

きます。皆さんは、いろいろな情報があふ

れ、簡単に入手できる時代に育っていま

す。そうした情報や知識の洪水のなかで、

複数の異なる考えを受けとめ、理解しよ

うとする柔軟な思考を持ちつつ、自分の

知りたいこと、やりたいことについてじっ

くりと調べて考えること、問題の根本を見

抜く力を身に付けること、4年間でこうし

たことに一緒に取り組んでいきたいと考

えています。

千葉大学文学部
入学者受入れの方針

文学部では、人間という計りきれない存在を、

行動、社会、歴史、言語、文化、芸術などの諸側

面についてさまざまな視点や方法を用いて学

問的に追究し探ることで、自己を知り、世界を

知り、自己と世界の関係について学び、自分の

生きていく方向や自分を託す世界の進み方、自

己と世界との関係の作り方を模索することを

目標としています。そうした学問的な営みを通

じて、21世紀に対応した知識と技能を持ち、狭

い学問領域にとらわれない人文科学的素養を

身に付け、独創的発信力を持って社会に貢献

することで自らの人生をより豊かなものにでき

る人材を育成します。そこで文学部では、日本

語・外国語の運用能力、論理的・数理的思考能

力、日本と世界の歴史・文化・社会に関する広

い関心を持った人を求めています。
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「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。

カリキュラム(主な専門科目)

哲学専修 哲学基礎演習、論理学の哲学、科
学史、東洋哲学概説、価値論、西
洋古代中世哲学、現代哲学

認知情報科
学専修

認知情報科学基礎演習、認知情
報科学基礎、認知行動基礎論、
知的情報処理論、データ解析基
礎論、言語情報処理論、比較認
知論

心理学専修 心理学基礎演習、心理学初級実
験、人格心理学、社会心理学、認
知心理学、高次認知論、知覚心
理学

社会学専修 社会学概説、社会調査概説、社
会調査実習、家族社会学、ジェン
ダーの社会学、地域社会学、医療
と福祉の社会学

文化人類学専修 文化人類学研究法、文化人類学
調査概説、文化人類学演習、文
化 人 類 学 調 査 実 習 、生 態 人 類
学、医療人類学

行動科学コースの専修一覧
哲学専修は古代ギリシア・近世・現代・中国哲学等の

領域の研究・教育拠点。認知情報科学専修では「情

報」という観点から人間や他の生物種、人工知能の認

知過程を研究しています。心理学専修は知覚、認知、

社会行動、人格等の分野での基礎心理学の研究拠

点。社会学専修は多様な社会的問題について実証的

方法論に基づく研究を行っています。文化人類学専修

は「ヒト＝文化をもった生物」の総合的解明のために

実証的比較研究を行っています。

進路 X 主な就職先
経済産業省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省、

石川県庁、群馬県庁、静岡県庁、長野県庁、市川市役

所、葉山町役場、富士通ソフトウエアテクノロジーズ、

京葉情報システム、信濃毎日新聞社、花王カスタマー

マーケティング、三美印刷、古河機械金属、北海道旅

客鉄道、イオンリテール、千葉銀行、京葉銀行

進路 X 主な進学先

18% 進学率 
千葉大学大学院人文公共学府
東京大学大学院総合文化研究科
東京学芸大学大学院教育学研究科

進路 X 業種別就職先

文学部入口

授業風景

情報通信業29％
公務員18％
金融・保険業10％
製造業6％
学術研究・専門・技術サービス業6％
卸売・小売業3％
運輸・郵便業3％
生活関連サービス業、娯楽業3％
電気・ガス・熱供給・水道業2％
不動産業2％
教育・学習支援業2％
医療、福祉2％
その他14％

　　　　製造業6％
　　　学術研究・専門・技術サービス業6％
　　卸売・小売業3％
　運輸・郵便業3％
生活関連サービス業、娯楽業3％

情報通信業29％
公務員18％

金融・保険業10％
製造業6％

学術研究・専門・技術サービス業6％
卸売・小売業3％
運輸・郵便業3％

生活関連サービス業、娯楽業3％
電気・ガス・熱供給・水道業2％

不動産業2％
教育・学習支援業2％
医療、福祉2％
その他14％

情報通信業
29%

公務員
18%金融・

保険業
10%

電気・ガス・熱供給・水道業2％
　不動産業2％
　　教育・学習支援業2％
　　　医療、福祉2％
　　　　その他14％

人
文
学
科 

行
動
科
学
コ
ー
ス

私は認知情報科学（認知）を専攻して、阿部研究室に所属して

います。研究テーマとして「人工知能におけるメタ認知」を掲

げ、哲学の先生にもアドバイスをいただくなど、専修の壁を越

えて研究しています。行動科学コースはとても自由な場です

が、中でも認知情報科学専修はより自由である、と私は感じて

います。

自由である、ということは裏返すと自分で責任を負わねばなら

ない、ということでもあります。誰にも強制されないので、自らや

るべきことを探し、それに取り組んでいくことが求められます。

その結果も、自分に返ってきます。（もちろん先生方に相談すれ

ば、アドバイスをくださります。）プレッシャーを感じるかもしれ

ません。しかし、誰かに課せられたことを淡々とこなしていくだ

けの大学生活よりも、自分の好きなことを、責任を負ったうえで

自由に追い求めていく、そんな生活のほうが「楽しみがい」が

あると私は思います。みなさんも、行動科学コースで自由を謳

歌してみてはいかがでしょうか。

川田　澪奈
KAWADA Reina
行動科学科認知情報科学専攻

（現：行動科学コース）

茨城県出身　茨城県立並木中等教育学校

学生メッセージ

授業での発表風景
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進路 X 主な就職先
文部科学省、千葉県庁、船橋市役所、エスアールジ

ータヤミヤ、アルファシステム、コスモ・ウェブ、澁澤倉

庫、日本郵便輸送、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、

カイカイキキ、イオンクレジットサービス、日本レコー

ド・キーピング・ネットワーク、アイレントホーム、（法）

人間文化研究機構、エイチ・アイ・エス、セガゲームス、

静岡県立高等学校

進路 X 主な進学先

24% 進学率 
千葉大学大学院人文公共学府
一橋大学大学院社会学研究科
東京外国語大学大学院総合国際学研究科
立命館大学大学院先端総合学術研究所

進路 X 業種別就職先

人類の生み出した文化や
社会の諸相を、時間軸に沿って考究する

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。

カリキュラム(主な専門科目) 歴史学コースの専修一覧
歴史学コースは日本史、東洋史、西洋史という基本

的な3研究領域を包摂し、アジア・アフリカ研究、イス

ラーム地域史、東南アジア史なども研究対象として

おり、中心から周辺を、そして周辺から中心を同時に

照射するグローバルな歴史研究を目指しています。ま

た、「モノ」を対象とする考古学関係の授業や、「イメー

ジ」を対象とする美術史関係の授業を通して文献資

料以外の扱いについても学習することができ、さらに、

分野縦断的な視野のもとで歴史を考察する、思想史、

宗教文化史、ジェンダー研究、人種・民族研究、都市

史など新しい分野の歴史学に触れることもできます。

1、2年次 世界史基礎、日本史基礎、文化資料
論基礎、史料学基礎演習、アジア史
基礎、ヨーロッパ・アメリカ史基礎、
考古学基礎実習、文化財学基礎実習

２、3、4年次 考古学、美術史、図像解釈学、日本
史、東アジア地域史、東南アジア地域
史、イスラーム地域史、中東・アフリカ
地域史、ヨーロッパ地域史、環大西洋
移動交流史、宗教文化史、古代中世
社会論、日本思想論、イメージ文化
論、考古学演習、日本美術史演習、ヨ
ーロッパ美術史演習、古文書実習、
記録史料演習、東南アジア社会論演
習、イスラーム地域史演習、現代史演
習、比較ジェンダー史演習、宗教文化
史演習、卒業論文特別演習

歴史学コース１年生研修　国立歴史民俗博物館（千葉県・佐倉市）

発掘調査

公務員12％
情報通信業12％
教育・学習支援業12％
運輸・郵便業8％
金融・保険業8％
卸売・小売業8％
生活関連サービス業、娯楽業8％
製造業4％
学術研究・専門・技術サービス業4％
不動産業4％
その他20％

　　生活関連サービス業、娯楽業8％
　製造業4％
学術研究・専門・技術サービス業4％

公務員12％
情報通信業12％

教育・学習支援業12％
運輸・郵便業8％
金融・保険業8％
卸売・小売業8％

生活関連サービス業、娯楽業8％
製造業4％

学術研究・専門・技術サービス業4％
不動産業4％
その他20％

公務員
12%

情報通信業
12%

教育・
学習支援業
12％

運輸・
郵便業
8％

金融・
保険業
8％

卸売・
小売業
8%

不動産業4％
　その他20％

電気・ガス・熱供給・水道業4%
　運輸・郵便業4%
　　不動産業4%
　　　学術研究・専門・技術サービス業4%
　　　　宿泊業・飲食サービス業3%
　　　　　医療・福祉3%

人
文
学
科 

歴
史
学
コ
ー
ス

私が文学部・歴史学コース（受験当時は「史学科」）を志望した

理由は、ただ歴史が「好き」だったからだと思います。単純な、

いま振り返れば、それこそ笑ってしまうような理由ですが、ただ

「好き」という感情にかなうものはありません。歴史が「好き」

だからこそ、私は歴史について学び、考え、論じることも「好き」

になれたのだと思います。そして、この千葉大学は（あえて文学

部と限定することはいたしません）、私の「好き」と、「好き」から

生ずるあらゆるものをかなえてくださる先生方、学友、環境が

凝縮された場所である、と強く信じています。

以上のように申し上げましたが、「なぜこの学部・学科を選んだ

か？」という問いに対する、それ以上明確な答えを、私は持ち得

ません。しかし、「この学部・学科を選んで良かったか？」という

問いには、はっきりと首肯して答えることができます。文学部で

学んだことは、私の血肉となり、矜持になっている。それは、間

違いありません。

岩瀬　航
IWASE Wataru
歴史学コース

千葉県出身　千葉県立佐原高等学校 

学生メッセージ
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進路 X 業種別就職先

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。

日本・ユーラシア文化コースの
専修一覧

本コースは、教員組織上、日本語・日本文学専

修とユーラシア言語・文化専修の２つの専修か

ら成っています。実際の授業カリキュラムにお

いては、この区分とは関わりなく、学生は全く

自由に自らの履修プランを組み立てられるよ

うになっています。

進路 X 主な就職先

国立国語研究所、茨城県庁、岐阜県庁、千葉県

庁、東京都庁、宮城県庁、関東農政局、江東区

役所、佐倉市役所、杉並区役所、世田谷区役

所、東京都立図書館、成田市役所、武州ガス、

日本経済新聞社、国立文化財機構、群馬大学、

信州大学

カリキュラム(主な専門科目)

1年次 人文科学入門、日本・ユーラシア文化論
基礎、ユーラシア人類学基礎、日本文学
基礎講読、日本文学史、日本語学基礎、言
語学基礎

２、3、4年次 伝 承 文 学 論（ 演 習 ）、古 代 文 学 論（ 演
習）、中 世 文 学 論（演 習）、近 世 文 学 論

（ 演 習 ）、近 代 文 学 論（ 演 習 ）、現 代 文
学 論（ 演 習 ）、民 俗 文 化 論 、芸 能 文 化
論 、日 本 思 想 論 、日 本 語 史 、日 本 文 法
論（ 演 習 ）、古 代 日 本 語 論（ 演 習 ）、近
代日本語論（演習）、現代日本語論（演
習）、日 本 地 域 言 語 学 形 態 論 演 習 、日
本地域言語学音韻論演習、言語体系論

（演 習）、言 語 機 能 論（演 習）、音 声 学、
アイヌ語、アイヌ語学演習、アイヌ文化
論（演 習）ユ ーラシア文 化 論（演 習）、
ユーラシア言語類型論（演習）、ユーラ
シア 口 承 文 芸 論 、内 陸 ア ジア 文 化 論

（演習）、中国・朝鮮言語文化論（演習）、
フィールド調査法演習、大学図書館論、資
料・情報組織演習、情報サービス演習、情
報検索演習、日本・ユーラシア文化論研
究演習（３年次）、卒業論文特別演習

ユーラシア言語・文化専修で実施している合同ゼミ

授業風景

公務員50％
教育・学習支援業13％
情報通信業10％
学術研究・専門・技術サービス業7％
生活関連サービス業、娯楽業7％
卸売・小売業3％
電気・ガス・熱供給・水道業3％
不動産業3％
その他4％

公務員50％
教育・学習支援業13％
情報通信業10％

学術研究・専門・技術サービス業7％
生活関連サービス業、娯楽業7％

卸売・小売業3％
電気・ガス・熱供給・水道業3％

不動産業3％
その他4％

公務員
50％

情報通信業
10%

教育・
学習支援業
13％

学術研究・専門・技術サービス業7％
　生活関連サービス業、娯楽業7％
　　卸売・小売業3％
　　　電気・ガス・熱供給・水道業3％
　　　　不動産業3％
　　　　　その他4％

人
文
学
科 

日
本・ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
コ
ー
ス

私は将来学校図書館の司書になることを目指していたので、

第一に図書館や資格関係のことをしっかり学びたいと考えて

いました。ただ、日本文化への強い関心からその領域について

も色々学びたかったため、どちらも実現できる条件がそろった

この日本文化学科を志望しました。この学科の魅力は取り扱う

時代も分野も地域も多様で、正直一口には説明しきれないほ

ど幅広い領域を学べることです。私自身、入学当初は具体的に

何を専門にするか全然決めていませんでしたが、現在は様々

な授業をとる中で一番関心を持った近世の文化・文学を専門

として学んでいます。また、その他にも充実した資格関係の授

業や専門以外の授業を通じて、関心のある分野を広く学べる

ので、自分の興味に合わせて色々学びたいという方にはとても

おすすめです。

角田　詩織
TSUNODA Shiori　
日本文化学科

（現：日本・ユーラシア文化コース）

福島県出身　福島県立福島東高等学校

学生メッセージ
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国際言語文化学コ一ス専修一覧

比較文化論専修：比較文学・比較文化・国際日

本研究、宗教文化論、古典学、イメージ文化論

などの研究を行います。ヨーロッパ文化論専

修：仏語、独語、露語、西語などの言語を通し

て、ヨーロッパ文化を研究します。英語圏文化

論専修：イギリス、アメリカを中心とした英語圏

を巡る文化や文学を研究します。言語構造論専

修：言語コミュニケーション、語学研究、言語理

論、意味論、歴史言語学などの研究を行います。

進路 X 主な就職先

経済産業省、国土交通省、群馬県庁、千葉県

庁、川越市役所、台東区役所、富岡市役所、船

橋市役所、ミサワホームイング、キッコーマン、

サントリー食品インターナショナル、日本石油

輸送、日本IBM、テクバン、CDC情報システム、

日新、日本通運、オリコム、千葉県立高等学校

進路 X 主な進学先

3% 進学率 

横浜国立大学大学院都市イノベーション学府

進路 X 業種別就職先

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。

カリキュラム(主な専門科目)

共通
基礎
科目

英 語 圏 文 化 論 基 礎 、比 較 文 化 論 基 礎 、
英 語 学 概 説 、人 文 科 学 の 課 題：世 界 を
知 る 、英 会 話 、英 作 文 、ドイツ 語 、フラ
ンス 語 、ロ シア 語 、スペ イン 語 、言 語 コ
ミュニケーション論、アメリカ文化論、フラン
ス文化論、ドイツ語圏文化論、ロシア文化
論、ヨーロッパ文化論、比較文明論

専門
科目

イメー ジ 文 化 論 、スラヴ文 化 論 、芸 術メ
ディア論演習、児童文学論、多言語多文化接
触論、文学理論概説、フランス思想演習、演
劇論、小説論、比較宗教思想論演習、生成文
法理論演習、アメリカ現代文化論、アメリカ
文化論演習、現代ドイツ事情、ドイツ文化論
演習、英語圏文学演習、イギリス文学演習、
アメリカ文学演習、ドイツ文学演習、フランス
文学演習、ロシア文学演習、スペイン文学演
習、イギリス文学史、アメリカ文学史、ドイツ
文学史、英語史、英文法、国際言語文化学研
究演習

演習授業風景

公務員23％
情報通信業21％
金融・保険業15％
製造業10％
卸売・小売業5％
運輸・郵便業5％
電気・ガス・熱供給・水道業3％
建設業3％
教育・学習支援業3％
学術研究・専門・技術サービス業3％
医療、福祉3％
その他6％

卸売・小売業5％
　運輸・郵便業5％

公務員23％
情報通信業21％
金融・保険業15％
製造業10％
卸売・小売業5％
運輸・郵便業5％

電気・ガス・熱供給・水道業3％
建設業3％

教育・学習支援業3％
学術研究・専門・技術サービス業3％

医療、福祉3％
その他6％

情報通信業
21%製造業

10%

公務員
23%

金融・保険業
15%

電気・ガス・熱供給・水道業3％
　建設業3％
　　教育・学習支援業3％
　　　学術研究・専門・技術サービス業3％
　　　　医療、福祉3％
　　　　　その他6％

教育・学習支援業5%
　卸売・小売業3%
　　学術研究・専門・技術サービス業3%
　　　宿泊業・飲食サービス業3%
　　　　その他6%

人
文
学
科 

国
際
言
語
文
化
学
コ
ー
ス

「外国の文化に興味があるのだけど、どこに行ったら学べるの

かな？」「言語について学んでみたい。でも、他の分野も気にな

る…」こんな風に思ったことはありませんか？国際言語文化学

コースならそれが叶います！

本コースでは言語や文化、文学などに関する多彩な授業を履

修できます。専門分野は4つあり、1年次に少人数のゼミや各分

野を概観する講義などを通して、2年次以降に専修する分野を

検討します。なので、学びたい領域を最初から決められなくて

も大丈夫！また、必修科目が少ない分様々な授業を受けること

が可能で、より自分の教養を深める学びを得ることができます。

多様な文化が存在する世の中で、世界を様々な角度で捉える

ことは重要な意味を持ちます。難しいことですが、その手がかり

となる学問がここにあると私は思います。一緒に世界を広げて

みませんか？

越川　新菜
KOSHIKAWA Niina
国際言語文化学コース

千葉県出身　銚子市立銚子高等学校

学生メッセージ



36 CHIBA UNIVERSITY 2018-2019

法政経
学部

Faculty of 
Law, Politics and Economics

あるべき社会を
創造する力を
身に付ける

環境問題、格差拡大、民族・宗教対立...など、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、政治学、経済学など社会諸科

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、そして解決

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。

千葉大学法政経学部

千葉市稲毛区弥生町1-33

http://www.le.chiba-u.jp/
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千葉大学
法政経学部の教育の特徴

法政経学部長
中原 秀登

NAKAHARA Hideto

“複雑な社会へ対応する

創造力を身に付ける

”法政経学部へようこそ。これからの複雑

な現代社会へ対応していくためには、幅

広い社会諸科学の専門的知識は言うに

及ばず、その知識を応用していく能力が

必要となります。法政経学部は、千葉大

学でそうした社会諸科学を学ぶことので

きる唯一の学部です。法政経学部は、法

学をはじめ、経済学、経営・会計系、政治

学・政策学といった４つのコースを設け、

コースごとの専門知識を深めるとともに、

コースを横断的に学ぶことで、一つの学

部で社会諸科学の幅広い知識を同時に

身に付けることのできる欲張ったユニー

クな学部です。

法政経学部は、皆さんの抱く様々な社会

事象への関心事に応え、実践力を身に付

いていく豊富な授業科目を用意し、皆さ

んをお待ちしています。

　　　    全国でもユニークな
　　　    社会諸科学系の総合学部
法政経学部は、一つの学部で、学部名の通り、

広い社会諸科学を学ぶことのできる法学、経済

学、経営・会計系、政治学・政策学の４つのコー

スからなり、入学してから自分に適したコース

が自由に選択できる全国でもユニークな学部

です。

　　　   専門性と総合性の追求

法政経学部では、４つのコースでの専門性を軸

に、コースを横断することで総合的な社会諸科

学の専門能力を同時に習得し、将来の複雑な

社会に適用していく応用力を身に付けていき

ます。

広範な知識の習得による
現代社会での活躍

法政経学部では、現代社会の様々な事象に関

心を持ち、その本質を学びたい学生にとって最

適な学びの場を提供します。というのも、社会

事象の理解に不可欠な社会諸科学の幅広い

知識を、一つの学部にいながら学ぶことができ

るからです。法政経学部で学ぶことによって、未

来の社会で活躍する能力を身に付け、皆さん

の豊かな創造力をぜひとも発揮してください。

1 2 3
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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。

法政経学部各コースの求める
人物像

法学コース

・論理的な思考能力を備え、高い倫理性と思

いやりの心を持って、正義にかなった社会の

現実に取り組もうとする人

経済学コース

・変動する経済社会に発生する効率や公正な

どに関する諸問題を、自ら発見・分析し、解

決策を見出そうとする意欲を持つ人

経営 ・ 会計系コース

・顧客が満足する製品やサービスを企画・開

発する企業の役割を理解し、その上で相手

の立場に立ち物事を考え課題を解決しよう

とする意欲を持つ人

政治学・政策学コース

・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行

しようとする積極性を持つ人

千葉大学法政経学部
入学者受入れの方針

法政経学部の求める入学者

法政経学部では、複雑な現代社会に次々と発

生する諸問題を社会科学の体系に基づいて把

握し、批判的・創造的見地から分析しうる人材

を育成することを目指しています。このような

人材を育成するために次のような人を入学者

として求めています。

1.社会のしくみを論理的に理解し、その全体像

を把握する基礎能力を身に付けたいと考え

ている人

2.国内外の社会に生起する様々な問題を分析

し、その解決方法を立案するために必要とな

る専門知識を身に付けて、社会に貢献した

いと考えている人

3.われわれの社会が現在置かれている状況に

強い好奇心、関心を持ち、問題について自発

的に探究し、問題解決の能力を高めていこう

とする意欲を持つ人

4.入学後の修学に必要な基礎学力を有してい

る人

進路 X 主な就職先

経済産業省、国土交通省、法務省、防衛省、厚

生労働省、千葉県庁、東京都庁、埼玉県庁、千

葉市役所、さいたま市役所、船橋市役所、千葉

銀行、三井住友銀行、大和証券、NTTドコモ、日

本放送協会、大和総研、トヨタ自動車、凸版印

刷、キャノン

進路 X 主な進学先

5% 進学率

東京大学大学院、千葉大学大学院、一橋大学

法科大学院、慶応大学法科大学院、中央大学

法科大学院

公務員36％
金融・保険業13％
情報通信業12％
製造業8％
学術研究・専門・技術サービス業5％
卸売・小売業4％
不動産業、物品賃貸業4％
運輸業・郵便業2％
生活関連サービス業、娯楽業2％
その他14

公務員36％
金融・保険業13％
情報通信業12％
製造業8％

学術研究・専門・技術サービス業5％
卸売・小売業4％

不動産業、物品賃貸業4％
運輸業・郵便業2％

生活関連サービス業、娯楽業2％
その他14

公務員
36％

金融・保険業
13%情報通信業

12%

製造業
8%

学術研究・専門・技術サービス業5％
　卸売・小売業4％
　　不動産業、物品賃貸業4％
　　　運輸業・郵便業2％
　　　　生活関連サービス業、娯楽業2％
　　　　　その他14％

進路 X 業種別就職先
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基礎法学 法哲学、法社会学、英米法、
日本公法史・私法史

公法学 憲法、行政法
刑事法学 刑法、刑事訴訟法、刑事政策
国際関係法学 国際法
民事法学 民法、民事訴訟法、民事執行

法、倒産法
商事法学 商取引法、会社法、経済法、

特許法、著作権法
社会法学 労働法、社会保障法

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、国家および国家間の生

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。

カリキュラム(主な専門科目)

特色
本コースでは、「２年法学演習」という少人数で
の授業を通じて、より確実に法学の基礎を身に
付ける機会を提供します。また、弁護士・裁判
官・検察官等の法律専門職や法学研究者、あ
るいは公務員・裁判所職員等を目指す学生を
対象として、３年次後半（法学特進プログラム
では２年次後半）から、少人数教育に基づき法
を学ぶインテンシブプログラムを提供します。さ
らに、３年次終了時点で法政経学部を早期に
卒業して法科大学院に進学することを希望す
る学生には、一定の要件の下で早期卒業を認
める法学特進プログラムを用意しています。

法学インテンシブプログラム
弁護士・裁判官・検察官等の法律専門職や、法
学研究者、あるいは公務員総合職を目指す学
生を対象として、3年次後期から、インテンシブ
プログラムという集中的に法を学ぶためのプ
ログラムを提供します。千葉大学専門法務研究
科（法科大学院）と連携し、最大40名程度での
少人数教育を実施します。プログラム修了時に
は、大人数での講義中心の伝統的な法学教育
よりも一歩先を行く学力を身に付けていること
が期待されています。

法学特進プログラム
法学特進プログラムは、法科大学院への進学
を希望し、かつ3年での早期卒業を目指すため
の教育プログラムです。学部３年間＋法科大学
院（専門法務研究科）２年間の併せて５年間で
司法試験受験資格を取得することを可能にし
ます。３年で卒業でき、学士（法学）の学位を取
得できます。
授業内容は、本学大学院専門法務研究科と連
携し、法科大学院の既修コース（２年コース）に
入学し、入学後の授業にも問題なく対応できる
だけの学力を修得させるものとなっています。
ただし、プログラムの授業内容は、４年間での
履修内容を３年間に圧縮するため相当ハード
であり、受講には、かなりの努力が必要となり
ます。

授業（ゼミ）風景

法
政
経
学
科 

法
学
コ
ー
ス

私は社会の中で法律の果たす役割について興味を持ち、千葉

大学法政経学部に入学しました。法政経学部のいい点は、多

様な社会科学の視点を身に付けられるカリキュラムが整って

いる点です。法政経学部では、1年次に各コースの入門科目で

それぞれの分野の基礎を学び、コースを選択した2年次以降

は自分の選択したコースの科目はもちろん各学生の興味に合

わせて他のコースの科目を受講することも可能です。私は法学

コースを選択しましたが、法学以外にも主に経済学の授業を

受講しています。経済学の知識があったおかげで3年次の演習

で労働政策に関する発表を行う際、法学だけでなく経済学の

議論についても理解することができ、さらに深く労働政策につ

いて考えられました。このように良い環境で学べる千葉大学で

皆さんとともに勉強ができることを楽しみにしています。

坪川　真依子
TSUBOKAWA　Maiko
法学コース

神奈川県出身　横浜共立学園高等学校

学生メッセージ
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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そして分析し、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、

経済とそれに関連する社会の構造と動態を認識し、その状況を総合的に

とらえようとする学問です。少人数教育によりコミュニケーションを通し

て全人格的な成長を促す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。

特色
本コースの第一の特色は、国内外の著
名大学で博士号を取得した教員が、各
々の研究成果に根差した授業を提供し
ている点です。また本コースは、留学、
あるいは国際的なビジネスにおける活
躍を念頭に、複数の講義科目を英語で
提供しています。さらに、本コースは成
績優秀者を対象とした「早期卒業制度

（経済学特進プログラム）」も用意して
います。

経済学特進プログラム
「経済学特進プログラム(3年終了時卒

業制度)」は、受験時点ですでに経済学
を専攻することを決めている学生や、
一日も早くビジネスの世界や経済専門
職・研究者の道へ進むことを希望する
成績優秀な学生を対象にしています。
希望者は、所定の要件を満たすことを
条件に、3年次終了時点での早期卒業
が認められます。将来、海外の大学院
へ進学することを希望する学生にも適
した制度です。

理論経済学 ミクロ経済学、マクロ経済学、

経済学説史、数理経済学、ゲー

ム理論

計量分析学 初級統計学、計量経済学、デー

タ解析、経済統計、情報科学

応用経済学 医療経済学、産業組織論、財政

学、金融論、金融工学、日本経

済論

国際比較論 初級経済史、西洋経済史、日本経

済史、アメリカ経済論、アジア経済

論、開発経済学

経営管理科学 経営学総論、経営管理総論等

会計財務科学 簿記原理、財務諸表論等

カリキュラム(主な専門科目)

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、

そして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、時代の変化とと

も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。

授業風景

授業風景

法
政
経
学
科 

経
営・会
計
系
コ
ー
ス

法
政
経
学
科 

経
済
学
コ
ー
ス

法政経学部は、法学や経済学など社会科学を幅広く学習でき

る日本でも珍しい学部です。入学前に専攻を決めず、実際に大

学で学習してから興味のあるコースを選べることがこの学部の

魅力であり、私がこの学部を選んだ理由でもあります。私は様

々な授業をとっていく中で、社会現象を数式やグラフを用いて

分析する経済学に興味を持ち、経済学コースに進みました。経

済学コースの授業はどれも魅力的ですが、特に自分の興味の

ある分野を仲間とともに学習でき、先生との距離も近いゼミは

刺激的です。また、千葉大学は総合大学であることから部活や

サークルを通じた他学部との交流も盛んです。私は陸上競技

部で多様な背景を持つ仲間たちととても密度の濃い時間を過

ごしています。受験は大変だと思いますが乗り越えた先には充

実した大学生活があるので頑張ってください。

鎌田　晃輔
KAMADA Kosuke
経済学コース

群馬県出身　群馬県立前橋高等学校

学生メッセージ



41

特色
本コースでは、経済学コースなどで提供され
る基礎的な講義科目をベースに、経営学・会
計学の基礎から応用、理論から実践まで、幅
広い講義科目を用意しています。最新の研
究成果をふまえて、経営・会計の最前線を観
察し、本質をつかもうとする教員集団が、教
科書には描ききれない理論と現実の関係を
説明します。また少人数のゼミナールでは、
学生の自主的、積極的な参加により最新の
課題に対する討論や議論がなされます。学
生はゼミナールを通して友人たちと切磋琢
磨し人間力を高め、より実践的な能力を身
に付けます。

カリキュラム(主な専門科目)

経営
管理科学

経営学総論、経営管理総論、比較経

営学、マーケティング論、イノベーショ

ン論、中小ベンチャー論

会計
財務科学

簿記原理、財務諸表論、監査論、原

価計算論、管理会計論、連結会計

論、財務管理論

経済学 ミクロ経済学、マクロ経済学、統計

学など

政治学 公共哲学、国際政治、ヨーロッパ政治

史、中東政治、政治哲学、政治思想史、

アジア政治

政策学 社会思想史、社会保障論、労働経済論、

環境政策論、公共政策論、国際政策論、

国際経済論、アジア経済論、国際地域

社会論、外国事情

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・経済学等の複合学部

であるメリットを活かし、幅広い社会科学の教養を持ち、その上で政治学そ

して政策学の観点から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。

特色
本コースでは、政治系科目と政策系科目を中
心とする講義科目と、英語開講科目・少人数演
習科目を含む各種の実践系科目を設けていま
す。また、公共系大学院への進学を目指す演習
科目も用意しています。これらの学問に対する
時代と社会の要請は、単なる理論家の養成を
こえた現実的な問題発見・解決能力を持つ人
間の育成にあります。したがって政治学・政策
学コースでは、基礎的知見や方法の習得とあ
わせて実践的能力の習得をも重視します。研
究面では、実態調査などフィールドワークや政
策実施母体とのネットワークを強化します。

カリキュラム(主な専門科目)

授業風景

インターンシップ（国外）実習関係

法
政
経
学
科 

政
治
学・政
策
学
コ
ー
ス

法政経学部の一番の特徴は、法学、経済学、経営学、政策学

など、社会科学系の様々な分野を幅広く学べるところにある

と思います。私はもともと経営学を学びたいと考えていたた

めこの学部を選択しましたが、1年次の基礎的な講義を受

けていくうちに会計学に興味を持つようになり、今では簿記

の勉強に力を入れています。多様な分野を実際に学習し、

その中から自分が関心を持てる分野を見つけるというの

は、法政経学部だからこそ出来ることです。また、他のコース

や学部の学生と同じ講義を受けられるため、所属による隔

たりをあまり感じることがなく、多くの人と関わることが出来

ます。様々な専攻分野や目標、価値観を持った仲間との交

流は、自分自身の世界が広がるきっかけになります。皆さん

が千葉大学へ入学してくることを楽しみにしています。

私は法政経学部の政治学・政策学コースで主に町づくりにつ

いて学び、考えてきました。授業の一環で大学近くの千葉市内

で行われているイベントに、町の方々のご協力のもとで参加さ

せていただき、町の方々がどのようなことを考えて活動してい

るのか、実際に学ばせてもらっています。その活動では、法政

経学部で習った法学、経済学、政治学、経営学の知識もフルに

活用しています。講義の中には各学問の入門的な内容から、か

なり専門性の高い講義もあり、さらには実践的活動を通して社

会に直接触れるものもあります。幅広い分野の講義があること

が法政経学部の特徴ですが、このおかげで様々な角度から社

会に起きる問題について考えることができるようになりました。

将来は学んだことを活かし、地域に貢献できる仕事に就いて

町づくりに関わっていきたいと思っています。

内田　玲美
UCHIDA Remi
経営・会計系コース

千葉県出身　千葉市立千葉高等学校

松本　琢哉
MATSUMOTO Takuya
政治学・政策学コース

千葉県出身　足立学園高校

学生メッセージ 学生メッセージ
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教育学部
Faculty of Education

学ぶ楽しさを伝える
教育者の育成

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。

千葉大学教育学部

千葉市稲毛区弥生町1-33

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

4年間の教育実習で教師としての
実力を養う

教育学部では、ただ教員免許を取得するだけ

でなく、「よい教師」を目指すための指導とカリ

キュラムが用意されています。大きな特徴は、1

年次から4年次までの各学年で教育実習を実

施していること。それぞれの学年で学習した内

容を学校の現場で実践することで教師として

の技能を身に付けていきます。学部附属の幼

稚園、小学校、中学校、特別支援学校に加えて、

県内各地に実習生を受け入れる学校のネット

ワークを持っています。

教育現場を熟知する経験者が
学生を指導

本学部では、教師を目指す学生を支援する先

進的な取り組みを行っています。まず、千葉県

の教育委員会との交流人事のもと、現役の教

師が教員として学生を指導。学生たちは、現場

での経験が豊富な教員とともに、議論を通じ

て教育について深く考える機会を得ています。

また、「教職サポートルーム」も設置。永年にわ

たり県内の教育現場で働いてきた大先輩が特

命教授として学生の指導に当たり、様々な相談

に応じています。

なりたい気持ちを評価する
AO 入試を実践

教師を目指す者にとって一番大切なのは「教

師になりたい!」という熱意です。本学部では、

小学校教員養成課程でAO入試を実施。セン

ター試験での結果を考慮したうえで、受験者の

教師になりたいという気持ちのプレゼン力や

他者とのコミュニケーション能力などを中心に

総合的に評価します。千葉県の教育向上への

貢献を目的に、入学者定員には県内出身の学

生のための特別枠を設けています。また、その

他の課程では推薦入試を実施しています。

教育学部では、2019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2018年7〜8月ごろ公表

する予定です。

1

2

3

千葉大学教育学部の教育の特徴

教育学部長
小宮山 伴与志

KOMIYAMA Tomoyoshi

““教育”の力を信じよう！

“教育”を通して日本、

そして世界の発展に貢献しよう！

”教育学部は約150年の長きにわたり、常に資質の

高い教員の養成に取り組み、その卒業生は千葉県

をはじめとして全国で活躍しています。教師という

職業は、単に教科を教えるだけにとどまらず、常に

教師自身が成長しながら、児童・生徒に対してコミ

ュニケーションを通じて夢と希望を与え、社会で生

きる人間としての成長を支援するという重要な役割

を担っています。教育学部には、教師を目指す人々

を支援する多くの優秀な教授陣、柔軟性に富んだ

独自のカリキュラム、附属学校園等が完備されてい

ます。加えて、総合大学の強みを生かして学際性、

国際性に富んだ多くの人 と々の交流が可能です。こ

れからの4年間を教育学部に託し、教育を通して日

本、そして世界の発展に貢献したいという意欲を持

った人材を教育学部は求めています。
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教育学部は5つの課程にわたる多様な教育領

域を学ぶ環境の中で、教育に関わる実践力を

育成することを目指し、次のような入学者を求

めています。 

学校、家庭及び地域をめぐる教育上の諸問

題に広範な関心を持ち、他者と積極的に交

流することができ、学ぶことや活動すること

を喜び、そして新しい可能性を自己ならび

に他者に示す努力をいとわない人 

将来教師となって他者を教え、育てる中で

自分も学ぶ姿勢を持ち続けることができる

人

小学校教員養成課程の求める人物像

小学校教員を目指す強い意志を持ち、その

ための知識・技能の習得に努力を惜しまな

い人

周囲と協力しながら積極的に問題解決に

当たることのできる人

中学校教員養成課程の求める人物像

中学校教員になりたいという強い意欲を

持っている人 

高等学校卒業程度の基礎学力を有すると

ともに、これから学ぼうとする教科(10教育

分野)に対して適性を有する人

特別支援教育教員養成課程の求める人物像

特別支援教育教員養成課程は、特別な支援

を必要とする子どもの教育を実践できる人材

の育成を目指し、次のような入学者を求めて

います。

特別な支援を必要とする子どもに関心を持

ち、子どもたちと交わる中で喜びを見出そ

うとする人

将来、特別支援学校、通常学校等において、

特別な支援を必要とする子どものための

教育職に就き、子どもたちと共に歩み、学ん

でいこうとする人

幼稚園教員養成課程の求める人物像

国立総合大学唯一の幼稚園教員養成課程とし

て、将来の日本の幼児教育を担う指導的な幼

稚園教員の養成を目指し、次のような入学者

を求めています。

日頃より幼児教育に対して強い関心を持

ち、幼稚園教員となる上で、十分な学力や

知識を持ち、理解力、判断力に優れ、広い視

野でものごとを見るとともに柔軟な思考の

できる人

養護教諭養成課程の求める人物像

子どもの心身の健康問題や養護活動への

関心と意欲を持つことができる人

子どもの心身の健康問題や養護活動への

関心と意欲を人との関わりの中で表現でき

る人

将来養護教諭となって子どもの健康と成長

を支援できる人

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

千葉大学教育学部
入学者受入れの方針

教育学部各課程の求める人物像

1.

2.
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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、小学校の教員を養成する、全

国でも有数の専門機関です。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。

選修
国語科選修、社会科選修、算数科選修、理科選

修、音楽科選修、図画工作科選修、体育科選

修、家庭科選修、教育学選修、教育心理学選

修、ものづくり・技術選修、小学校英語選修

進路 X 主な就職先
公立小学校、公立中学校、公立高等学校、海外

日本人学校、公立こども園、法務省、文部科学

省、千葉県庁、東京都庁、横浜市役所、鳥取県

庁、長野県庁、SAPIX、千葉銀行、京葉銀行、日

本航空、NTT東日本、バンダイナムコ、ジャクエ

ツ、カプコン

進路 X 主な進学先

7% 進学率

千葉大学大学院教育学研究科

法政大学大学院

筑波技術大学大学院

東北福祉大学大学院

卒業要件で取得できる教員免許
小学校教員養成課程では、小学校教諭一種免

許状の取得に必要な単位の修得を必須として

います。この免許状は、学士の学位を有するこ

とを基礎資格とするもので、小学校における9

つの教科(国語、社会、算数、理科、音楽、図画

工作、体育、家庭、生活)の内容および指導法、

生徒指導等教職に関する科目、教育実習など

の単位を取得することが必要です。

カリキュラム(主な専門科目) 進路 X 業種別就職先
1年次 [専門科目等]日本国憲法、授業研究入

門、小学校英語指導、選修に関する科目
[教職科目]学校と教育、社会と教育、発
達と学習の心理学、生徒指導実地研究
Ⅰ・Ⅱ
[教育実習]基礎見学実習

2年次 [専門科目等]選修に関する科目、教科に
関する科目
[教職科目]生徒指導に関する科目、特別
活動、教育方法・技術、各教科教育法
[教育実習]観察実習、事前指導

3年次 [専門科目等]教科に関する科目、教科専
門演習・実習
[教職科目]各教科教育法、道徳教育、そ
の他教職に関する科目
[教育実習]教育実習

4年次 [専門科目等]卒業論文
[教職科目]教職実践演習
[教育実習]事後指導

附属小学校との共同授業「学校探検」

教育・学習支援業71％
公務員11％
サービス業5％
情報通信業4％
卸売・小売業3％
金融・保険業2％
運輸・郵便業1％
不動産業1％
製造業1％
その他1％

教育・学習支援業71％
公務員11％
サービス業5％
情報通信業4％
卸売・小売業3％
金融・保険業2％
運輸・郵便業1％
不動産業1％
製造業1％
その他1％

教育・学習支援業
71%

公務員
11%

サービス業5％
　情報通信業4％
　　卸売・小売業3％
　　　金融・保険業2％
　　　　運輸・郵便業1％
　　　　　不動産業1％
　　　　　　製造業1％
　　　　　　　その他1％

小学校教員養成課程では、教える全ての教科に必要な知識と、

現場で「使える力」を身に付けることができます。授業で他の選

修の人と関わることが多く、たくさんの友達ができ、明るく楽し

い雰囲気があることも特徴の一つです。授業では、「指導案」を

作成し、教育現場を想定して議論を深めることで、実践的な学

びを得ることができます。附属小学校が隣接し、生の教育現場

をすぐ近くで学べるのも千葉大学ならではの特徴です。

私自身も、授業や教育実習を通して、教師という仕事に改めて

大きな魅力とやりがいを感じ、卒業後は地元に戻り、学んだこ

とを子どもたちに伝えていきたいと思っています。

知識だけでなく様々な経験を得ることができる、共に協力し成

長できる生涯の友がいる、それが千葉大学教育学部です。皆さ

んもぜひこの温かく楽しい環境で将来への一歩を踏み出して

みませんか。

風間　亜子
KAZAMA Ako
小学校教員養成課程

新潟県出身　新潟県立新潟中央高等学校

学生メッセージ
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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。

本課程では、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。

カリキュラム(主な専門科目) 進路 X 業種別就職先

分野
国語科教育分野、社会科教育分野、数学科教

育分野、理科教育分野、音楽科教育分野、美術

科教育分野、保健体育科教育分野、技術科教

育分野、家庭科教育分野、英語科教育分野

進路 X 主な就職先
公立・私立中学校、公立・私立高等学校、公立

小学校、私立幼稚園、警視庁、千葉県警察、千

葉市役所、市川市役所、松戸市役所、福島市

役所、湘南ゼミナール、秀英予備校、東邦銀

行、JR東海、JR東日本、JTB、山形テレビ、三井

住友カード、日本郵便、カネボウ化粧品

進路 X 主な進学先

15% 進学率 

千葉大学大学院教育学研究科、一橋大学大学

院社会学研究科、筑波大学大学院教育研究

科、横浜国立大学大学院教育学研究科、国立

音楽大学大学院

卒業要件で取得できる教員免許
（中学校一種）

国語科教育分野           ： 国語　

社会科教育分野           ： 社会　

数学科教育分野           ： 数学

理科教育分野                ： 理科　

音楽科教育分野           ： 音楽

美術科教育分野           ： 美術

保健体育科教育分野  ：保健体育　

技術科教育分野           ：技術

家庭科教育分野           ：家庭　

英語科教育分野           ：英語

自分の専門分野にかかわる免許の他に、もう

一つ他分野の免許（二種免許）を取得すること

が卒業要件となります。

1年次 専門基礎科目、新入生セミナー、日本国憲
法、基礎見学実習、教職基礎科目

2年次 教育実習オリエンテーション・観察実習、教
科教育法、教科専門科目、教科必修科目、
各教科の教材研究、生徒指導・教育相談、
発達と学習の心理学、教育方法・技術、第
二免許に関する科目、自由選択科目

3年次 教育実習、教科教育法、教科専門科目、教
科必修科目、各教科の教材研究、教職選
択科目、第二免許に関する科目、自由選択
科目

4年次 教育の現代的課題Ⅰ・Ⅱ、教育実習事後指
導、副専攻実習、教職実践演習、自由選択
科目、卒業論文

アクティブラーニングやゼミ形式による活発な授業風景

教育・学習支援業71％
公務員10％
運輸・郵便業4％
サービス業4％
金融業3％
小売業3％
その他5％

教育・学習支援業71％
公務員10％
運輸・郵便業4％
サービス業4％
金融業3％
小売業3％
その他5％

教育・学習支援業
71%

公務員
10%

運輸・郵便業4％
　サービス業4％
　　金融業3％
　　　小売業3％
　　　　その他5％

金融・保険業5%
　情報通信業5%
　　卸売・小売業5%
　　　運輸・郵便業1%
　　　　その他7%

教師という仕事は、将来を担う子どもたちと同じ空間で過ごし、

子どもたちの成長の手助けをする、大きな責任のある仕事だ

と思います。そして、だからこそ夢のある仕事だとも思います。

そんな教師という仕事に就きたくて千葉大学教育学部に進学

しました。

中学校教員養成課程の授業では、教科の知識だけでなく、実

践力など教師として必要な力を、実際に使えるレベルまで学

ぶことができます。また、隣接した附属中学校で行う充実した

教育実習により、実際の教育現場を通して、教師という仕事に

ついて学び、考えていくことが、４年間を通して継続的に行な

えます。

授業や実習を通して、私自身、教師になりたいという気持ちが

さらに大きくなりました。充実した環境が整い、なにより自分と

同じ夢を持つ友達と語り合い、刺激を受け合える千葉大学教

育学部を選び、本当によかったと思っています。

枡本　拓実
MASUMOTO Takumi
中学校教員養成課程

千葉県出身　千葉県立木更津高等学校

学生メッセージ
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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。

1年次 新入生セミナ一、障害教育概論、知的障害教育学

2年次 知的障害心理学、障害児教育課程論、肢体不自由心理学、病弱教育学、肢体不自由
教育学

3年次 障害児教育実習、知的障害心理実験検査法演習、知的障害発達心理学演習、病弱
心理学演習、肢体不自由教育学演習

4年次 卒業論文、病弱心理学研究法、肢体不自由教育研究法、教職実践演習

カリキュラム(主な専門科目)

卒業要件で取得できる教員免許
特別支援学校教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状または中学校教諭一

種免許状(1教科)

進路 X 主な就職先
公立特別支援学校、公立聾学校、公立小学校、

福島県庁、茨城県庁、国大グループホールディ

ングス、日本生命保険相互会社

進路 X 主な進学先

6% 進学率

千葉大学大学院教育学研究科

進路 X 業種別就職先

教育・学習支援業69％
公務員15％
金融・保険業8％
小売業8％

教育・学習支援業69％
公務員15％
金融・保険業8％
小売業8％

教育・学習支援業
69%

公務員
15%

金融・保険業8％
　小売業8％

特別支援教育教員養成課程では、特別な支援を必要とする児

童・生徒の心理や支援の在り方について詳しく学ぶことができ

ます。また、演習や実習も充実しており、実際の学校現場の様

子や現場の先生の声から多くのことを吸収し、自らの学びに生

かすことができます。附属の特別支援学校では、実習だけでな

く、実習後もボランティアなどを行い、子どもたちの成長を肌で

感じる機会が多くあります。

教育学部では、副専攻として主専攻以外の免許を取得するこ

ともできます。私自身、副専攻の免許取得も目指し、日々勉学に

励んでいますが、このことは、様々な視点から特別支援教育に

ついて考えることに繋がっていると思います。

このように、千葉大学教育学部は教員を目指す人にとって充実

した環境が用意されています。皆さんもぜひ私たちと共に特別

支援教育について学んでいきましょう。

高橋　一皐
TAKAHASHI Kazuki
特別支援教育教員養成課程

千葉県出身　志学館高等部

学生メッセージ

授業風景
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卒業要件で取得できる教員免許
幼稚園教員一種免許状

保育士資格取得要件の概要
・保育士資格の取得のためのカリキュラムの

履修は、幼稚園教員養成課程入学者の学生

に限定されます。

・保育士資格取得のための主な科目

社会福祉総論、ライフコースと生活福祉、相

談援助技術、社会的養護論、子どもの身体と

健康、子どもの食と栄養、保育相談支援、保

育者論

・保育実習（保育所実習・施設実習）、保育実

習指導

進路 X 主な就職先
公立幼稚園、公立保育所、私立幼稚園、私立保

育所、三菱東京UFJ銀行

進路 X 主な進学先

28% 進学率

千葉大学大学院教育学研究科

進路 X 業種別就職先

発達の理論と実践を
調和させた学習・研究を行う

本課程は国立大学で唯一の幼稚園教員養成課程です。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、保

育士資格も取得できます。さらに多くの人が小学校教諭免許を取得します。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。

カリキュラム(主な専門科目)

1年次 幼児教育学概説、発達心理学、保育内容（環境）、保育内容（健康）

2年次 保育・幼児教育総合指導法、乳幼児人格心理学、乳幼児臨床心理学、インクルーシブ
保育、幼保小教育の接続、保育内容（人間関係）、保育内容（言葉）、アンサンブル、器
楽

3年次 保育内容総論Ⅰ・Ⅱ、乳幼児心理学演習Ⅰ・Ⅱ、保育内容学演習Ⅰ・Ⅱ、保育実践学
演習Ⅰ・Ⅱ、保育内容（造形表現）、保育内容（音楽表現）、幼児教育研究法、乳幼児
心理学実験、発達心理学データ解析、幼児ダンス

4年次 幼児教育学特講、幼児心理学特講、幼児教育学特殊演習、乳幼児心理学特殊演習、
保育実践学特殊演習、保育内容学特殊演習、幼児音楽論特殊演習、教職実践演習

幼稚園実習風景（3 年生実習）

教育・学習支援業50％
社会保険・社会福祉・介護事業42％
金融・保険業8％

教育・学習支援業50％
社会保険・社会福祉・介護事業42％

金融・保険業8％

公立幼稚園
42％

公立保育士
25％

私立保育士
17％

私立幼稚園8％
　金融・保険業8％

幼稚園教員養成課程の学生は皆、「子どもが好き」という思い

を持ちつつ、乳幼児の発達や保育の指導法などの専門的な学

びを通して、"可愛い"だけではない子どもの"おもしろさ"と、生

涯にわたる人としての基盤を作る保育という仕事の“やりがい”

を発見しています。1学年の人数が少ないことから、お互いのこ

とをよく知ることができ、授業で意見を交換し一緒に考えを深

める場面が多くあることも、特徴の一つです。

幼稚園教員養成課程では、保育士資格の取得も可能であり、

幼稚園の教育実習に加え、保育所等での保育実習を行いま

す。実習では、試行錯誤の連続でしたが、実習を積み重ねるこ

とで、自分なりの保育観を築くことができました。

この恵まれた環境の中で私は、どんな時も子どもの心に寄り添

って、共に学び続ける保育者になるために日々、専門性と志を

高めています。

市木　優芽奈
ICHIKI Yumena
幼稚園教員養成課程

千葉県出身　千葉県立東葛飾高等学校

学生メッセージ
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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。

カリキュラム(主な専門科目)

進路 X 主な就職先
養護教諭（公立私立小・中・高等学校）、LOCUS

進路 X 主な進学先

5% 進学率

千葉大学大学院教育学研究科

東京学芸大学大学院教育学研究科

進路 X 業種別就職先卒業要件で取得できる教員免許
養護教諭一種免許状

1年次 [専門基礎科目]新入生セミナー、医学
概論
[教職に関する科目]現代教職論、社会
と教育
[養護に関する科目]小児保健学、解剖
学、人間機能学、微生物学、免疫学

2年次 [専門基礎科目]受胎・発育・成長
[教職に関する科目]健康教育論
[養護に関する科目]公衆衛生学、衛生
行政、学校保健、養護実践学概論、食
物栄養学、小児科学、外科学・整形外科
学、養護教諭と看護、保健行動概論、学
校ヘルスプロモーション論

3年次 [教職に関する科目]性教育
[養護に関する科目]社会福祉論、健康
相談活動、精神保健学、眼科学、耳鼻咽
喉科学、皮膚科学、学校救急処置活動、
学校看護実習、保健統計学、口腔保健
学、障害児の保健管理、学校保健情報
処理、養護活動演習、 思春期精神保健
学、内科学、臨床実習

4年次 [教職に関する科目]養護実習、教職実
践演習
[卒業論文]

実習風景

教育・学習支援業97％
サービス業3％

教育・学習支援業97％
サービス業3％

教育・学習支援業
97%

サービス業3％

皆さんは養護教諭にどんなイメージを持っていますか？私は

はじめ、単に「いつも保健室にいる優しい先生」だと思っていま

した。しかし、学んでいくうちに、優しいだけでは務まらない、子

どもの怪我や病気に対応するための冷静な判断力と専門的な

知識・技術が必要な職であることに気付きました。養護教諭養

成課程では、解剖学などの基礎医学、保健指導に欠かせない

健康教育に関する科目、学校保健、思春期精神保健学などの

養護に関する科目を、具体的な事例の検討などを通してバラ

ンスよく学べます。現役の医師の先生方から整形外科学など

臨床科目を専門別に学べ、附属病院で臨床実習ができるのも

魅力です。

私は千葉大学に入学し、同じ志を持つ多くの仲間や先輩方に

出会いました。この仲間と切磋琢磨して学べることを誇りに思

います。皆さんも私たちと一緒に養護教諭養成課程で学びま

せんか？

中川　由貴
NAKAGAWA Yuki
養護教諭養成課程

三重県出身　三重県立津高等学校

学生メッセージ

年 年 年 年

事前指導 介護等体験

本実習

臨床実習(養護教諭養成課程)

・基礎見学実習　・観察実習 事後指導                                      
障害者・高齢者に対する介護・介
助や交流を体験します(特別支援
教育教員養成課程を除く)。

本実習を行った学校などで、主に
学校行事への参加、他の幼稚園へ
の見学などを行います。

主専攻以外の免許を取得する場
合、その免許に関する本実習を行
います。

副専攻実習

養護教諭養成課程では3年次に臨
床実習が行われます。千葉大学医
学部附属病院の各科の外来を見
学し、健康障害のある人の心身の
状況を理解するとともに、医療や
看護の活動・役割を学びます。

本実習 3～4 年次
小学校教員養成課程・中学校教員養成課程
担当する授業はもちろんのこと、休み時間や昼食の時間など、様々な時
間を通して子どもたちと触れ合い、教員としての実践力を養います。
特別支援教育教員養成課程

幼稚園教員養成課程
3年次と4年次の2回にわたって本実習を行い、実践力の向上を目指し
ます。
養護教諭養成課程
4年次に行われる養護実習では、保健室における救急処置、健康診断
や保健委員会の活動など、保健衛生安全に関する様々な活動を通し
て、養護教諭としての実践力を養います。

本実習(障害児教育実習)の他に、基礎資格となる小学校免許あるいは
中学校(1教科)免許に必要な実習を、小学校または中学校で行います。

事前指導1～2年次
基礎見学実習
授業を見る眼を養う第一歩として、授業を見学し、授業見学の基礎を学
びます。
観察実習
様々な授業を見学し、子どもの学びや教員の役割、授業の実際につい
て、「授業者」の眼で見る力を養います。

附属学校
千葉大学には附属の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校が設けら
れています。どの学校も千葉市内にあり、幼稚園と小・中学校は西千葉
キャンパスにあります。数多くの千葉大学生が附属学校で教育実習を
行っています。
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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

千葉大学教育学部では、4年間にわたり教育実

習が行われます。大学で学んだ内容を教育の現

場で実践し、教師として必要な力を身に付けて

いきます。1・2年次の観察実習、基礎見学実習、3

年次の本実習、4年次の事後指導や副専攻実習

と学年を追うごとに実習の内容も変化していき

ます。附属の幼稚園・小・中・特別支援学校をは

じめ、県内の学校や教育委員会が実習生をサポ

ートする体制が確立されているのも、千葉大学

の強みと言えるでしょう。教育実習の流れ

年 年 年 年

事前指導 介護等体験

本実習

臨床実習(養護教諭養成課程)

・基礎見学実習　・観察実習 事後指導                                      
障害者・高齢者に対する介護・介
助や交流を体験します(特別支援
教育教員養成課程を除く)。

本実習を行った学校などで、主に
学校行事への参加、他の幼稚園へ
の見学などを行います。

主専攻以外の免許を取得する場
合、その免許に関する本実習を行
います。

副専攻実習

養護教諭養成課程では3年次に臨
床実習が行われます。千葉大学医
学部附属病院の各科の外来を見
学し、健康障害のある人の心身の
状況を理解するとともに、医療や
看護の活動・役割を学びます。

本実習 3～4 年次
小学校教員養成課程・中学校教員養成課程
担当する授業はもちろんのこと、休み時間や昼食の時間など、様々な時
間を通して子どもたちと触れ合い、教員としての実践力を養います。
特別支援教育教員養成課程

幼稚園教員養成課程
3年次と4年次の2回にわたって本実習を行い、実践力の向上を目指し
ます。
養護教諭養成課程
4年次に行われる養護実習では、保健室における救急処置、健康診断
や保健委員会の活動など、保健衛生安全に関する様々な活動を通し
て、養護教諭としての実践力を養います。

本実習(障害児教育実習)の他に、基礎資格となる小学校免許あるいは
中学校(1教科)免許に必要な実習を、小学校または中学校で行います。

事前指導1～2年次
基礎見学実習
授業を見る眼を養う第一歩として、授業を見学し、授業見学の基礎を学
びます。
観察実習
様々な授業を見学し、子どもの学びや教員の役割、授業の実際につい
て、「授業者」の眼で見る力を養います。

附属学校
千葉大学には附属の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校が設けら
れています。どの学校も千葉市内にあり、幼稚園と小・中学校は西千葉
キャンパスにあります。数多くの千葉大学生が附属学校で教育実習を
行っています。
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理
学
部

Faculty of Science

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。

千葉大学理学部 千葉市稲毛区弥生町1-33

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

新しい発想と
探究心を友とし、
自然界の未知なる
分野を拓こう

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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必修科目を学習し、
自分に合った専門を探す

近年の理学は学問の内容が細分化されてお

り、より専門的な内容を学ぶことがほとんどで

す。入学した当初は、自分が３年次以降にどの

分野を専門とするかは分かりません。１~２年の

必修科目で理学の基礎を学びながら、自分の

興味を探し当てていきます。各学科には多様な

研究を実践する教員がいます。学生と教員の距

離は近く、気軽に研究内容を聞くこともできる

ので、コミュニケーションを通じて進むべき専

門を選択していけます。

社会で通用する
論理的な思考を身に付ける

数学・情報数理学、化学、生物学、物理学、地球

科学。理学部が対象とする分野はどれも密接に

関係しながら発展を遂げてきました。重要な科

学的な発見は、限られた分野だけでなく、幅広

い領域の科学の発展に寄与するのです。しかし、

科学的な発見が領域を越えた真理として共有

されるには、論理的な裏付けが必要です。千葉

大学理学部では論理的な思考法を徹底的に学

びます。物事を論理的に考える力は、研究職だ

けでなく社会のあらゆる分野で応用できます。

倫理観の高い、
社会のリーダーを育成する

科学は使い方次第で人々の暮らしを脅かすも

のになりえます。理学を学び、応用する者には

高い倫理観が求められるのです。千葉大学理

学部では、普遍教育と専門教育のバランスを

重視し、理学者としての倫理を養います。また、

自分の専門領域が地球規模ではどのような位

置にあり、いかにして持続可能な社会の発展の

ために役立てられるかも学んでいきます。高度

な知識を持ちつつ、科学の暴走を食い止め、社

会を 正しい方向に導くリーダーを育成します。

1

2

3

理学とは宇宙、地球、生命、物質など、私たちを

とりまく自然の謎を解き明かし、人類の英知を

高めると同時に、広く社会の進歩に貢献するこ

とを目指す学問です。理学部は、そのような理

学の意義を実践できる人材の育成を教育理念

とし、次のような人を求めています。

自然界の不思議に関心を持ち、それらを解

明したいと思っている人

理科や数学に魅力を感じ、もっと学びたい

と思っている人

自然科学を勉強し、社会の様々な分野で貢

献したいと思っている人

さらに学問を究めるため大学院を目指すことも

期待します。

数学・情報数理学科の求める人物像

数学や数理的な情報科学が好きな人

数学的思考によって自らの価値を高め、社

会の諸分野での活躍を目指す人

物理学科の求める人物像

物理学や数学の基礎的学力と、自然現象に

対する旺盛な知的好奇心を持った人

化学科の求める人物像

化学に興味を持ち知的好奇心が旺盛な人 

化学における高い専門性と幅広い教養を

身に付け、人類と国際社会への貢献に意欲

がある人

生物学科の求める人物像

さまざまな生命現象や生物の多様性に強

い興味を持つ創造性豊かな人

生物学科で得た知識と技術を基にして、社

会に貢献できる専門性の高い職業人や研

究者を目指す人

地球科学科の求める人物像

地球科学の勉学に強い熱意をもって取り組

み、総合的な基礎学力を有し、旺盛な探求

心と多面的な思考力を持つ人

得られた知識を基に社会に還元する意欲

のある人

1.

2.

3.

・
・

・

・
・

・

・

・

・

千葉大学理学部の教育の特徴

千葉大学理学部
入学者受入れの方針

理学部各学科の求める人物像
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進路 X 主な就職先

学部

マーキュリー、デジックデザイン、ニッセイ情報

テクノロジー、日本通信、TIS、GMOペイメント

ゲートウェイ、日軽情報システム、香取市役所、

ゆうちょ銀行、スリーエイ・システム、テクノジャ

パン、インフォテクノ朝日

大学院

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、東

京個別指導学院、プルデンシャル生命保険、太

陽生命保険、アスパーク、インターネットウェ

ア、富士ソフト、新生銀行、三井住友アセットマ

ネジメント、アイテル、日立製作所、MET、プロ

グレステクノロジーズ、TIS、日本入試センター、

FERI、税理士事務所（個人）

進路 X 主な進学先

50% 進学率

千葉大学融合理工学府

東京大学大学院数理科学研究科

東京大学学際情報学府

東京工業大学大学院情報工学研究科

進路 X 業種別就職先

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。

1年次 微積分学、線形代数学、数学・情報数
理学基礎セミナー、数学の基礎、プログ
ラミング、情報システム基礎論、情報学
演習

2年次 微積分学続論、線形代数学続論、代数
学、代数学演習、位相空間論、位相演
習、統計学、コンピュータ数理学、計算
機科学概論、データ構造概論

3年次 代数学続論、幾何学、トポロジー、複素
関数論、現代解析、微分方程式論、多様
体論、数理統計学、確率論、情報数学、
プログラミング言語論、 ソフトウェア演
習、符号理論

4年次 卒業研究

カリキュラム（主な専門科目） 数学・情報数理学科の講座一覧
「代数学」では群論、環論、整数論、代数幾何な

どを、また、「幾何学」では位相幾何、微分幾何
などを学習します。「基礎解析学」では微分積分
を使って微分方程式、超局所解析などを、また

「応用解析学」では関数解析、作用素環、微分
方程式などを学びます。「確率、統計学」では、
数理統計、確率論などを学習します。「情報数理
学」では情報科学、計算機数理、情報基礎論な
どを勉強します。分野にまたがった学習も大切
です。

4 年次「卒業研究」での発表風景

情報通信業67％
製造業9％
金融・保険業8％
学術研究・専門・技術サービス業8％
公務員8％

情報通信業67％
製造業9％

金融・保険業8％
学術研究・専門・技術サービス業8％

公務員8％

情報通信業
67%製造業

9%

金融・保険業8％
　学術研究・専門・技術サービス業8％
　　公務員8％

私は数学が好きで、数学を学びたいと思い、本学科を志望し

ました。

千葉大学（西千葉キャンパス）は、キャンパス内に木や植物が

あり、とても落ち着けます。また、天気が良い日は、電車の中か

ら富士山も見えます。

千葉大学の数学・情報数理学科は、数学だけでなく、プログラ

ミングなどの情報学の授業も必修科目として用意されていま

す。当初は情報系の分野にあまり興味を持っていなかったので

すが、実際に学んでみると数学や日常生活との深い関わりが

見えてきてとても面白いと思いました。現在は情報系の分野も

学びつつ、数学コースに進みたいと考えています。数学・情報

数理学科を目指している人は、自分で考える時間を大切にして

ほしいと思います。数学に限ったことではないと思いますが、自

分の頭で時間をかけて考えることによって、物事がより深く考え

られると思います。時間があれば、分からない問題も、すぐに答

えを見ずに、よく考えてみて下さい。

平田　路和
HIRATA Michikazu
数学・情報数理学科

千葉県出身　千葉県立船橋高等学校

学生メッセージ
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進路 X 業種別就職先

進路 X 主な就職先

学部

ぐるなび、カヤック、インテックソリューションパ

ワー、CrossMarketing、静岡電気、ワコム、マン

マシンインターフェース、rezavex、SKY

大学院

日本テキサスインスツルメンツ、NECソリュー

ションイノベータ、JA群馬中央会、シンプレック

ス、ルネサスエレクトロニクス、TDK、日立シス

テムズ、SCSK、ソフトバンク、東京エレクトロン、

ホロンシステム、大和総研、群馬県教育委員

会、メンバーズ、レーザーテック、新日鉄住金ソ

リューションズ

進路 X 主な進学先

69% 進学率 

千葉大学融合理工学府

東京大学大学院数理科学研究科

東北大学大学院理学研究科

東京大学大学院総合文化研究科

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。

物理学科の講座一覧
・素粒子論  時空間と物質・力の根源に関する理論的

研究

・原子核物理  原子核の性質の理論的研究

・宇宙物理  天体現象の理論・シミュレーション研究

・粒子線物理  素粒子の性質の実験的研究・高エネル

ギーニュートリノ天文学

・強相関系の理論  量子多体系に内在する多様性と

普遍性

・ナノ科学  表面界面・ナノスケール系の理論的研究

・生命・情報物理  自然現象に現れるリズム・パターン

・電子物性  固体が示す磁性・誘電性等の実験的研究

・光物性・量子伝導  極微構造半導体の光学的・電気

的応答の実験

カリキュラム(主な専門科目)

1年次 現代物理学、物理数学、力学入門、電磁
気学入門、物理学基礎実験、微積分学、
線形代数学

2年次 物理数学、力学、電磁気学、熱力学、量
子力学入門、計算物理学

3年次 量子力学、統計物理学、物理学実験、物
性物理学、素粒子物理学、原子核物理
学、宇宙物理学、特殊相対論、流体力
学、非平衡系の統計物理学

4年次 卒業研究、物理学演習、力学特論、電磁
気学特論、相対論特論、場の量子論入
門、物性論特論

現代物理学研修旅行（KEKB 加速器見学）

情報通信業67％
製造業22％
学術研究・専門・技術サービス業11％

情報通信業67％
製造業22％

学術研究・専門・技術サービス業11％

情報通信業
67%

製造業
22%

学術研究・専門・技術サービス業11％

大学で物理を勉強していると、難解な概念を論理的に正しく理

解することが求められ、その厳しさに志望した学科を間違えた

のではないかと不安に思うこともありました。

しかし、物理の勉強を通して得られる思考力や理解力は、答え

がない状況における最適な判断を行わなければならない場

面や何か新しいことを学習したいと思う場面など様々な場面

に対して応用できると分かりました。

考える習慣がついてからは自信をもって自分の意見を言えるよ

うになったことも大きな収穫だと思っています。

学習環境に関してですが、千葉大学の図書館には豊富な専門

書があり、そして意見を交わしながら友達と勉強できるスペー

スもあります。また、どうしても分からないときには大学教授に

直接質問できるのでとても満足しています。

受験生のみなさん、物理学科で一緒に勉強しませんか？

松原　和毅
MATSUBARA Kazuki
物理学科

千葉県出身　高輪高等学校

学生メッセージ
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1年次 化学基礎セミナー、基本物理化学I、II、
基礎無機化学I、II、基礎有機化学IA、IB

2年次 物理化学実験I、無機・分析化学実験
I、有機化学実験I、生化学実験I、基盤
化学演習I-1、I-2、化学統計熱力学I-1、
I-2、化学統計熱力学II-1、II-2、量子化
学I-1、I-2、分析化学I-1、I-2、無機化学
II-1、II-2、錯体化学-1、2、分析化学II-1、
II-2、基礎有機化学II-1、II-2、有機化学
I-1、I-2、有機元素化学-1、2、蛋白質・核
酸化学I-1、I-2、蛋白質・核酸化学II-1、
II-2、細胞生化学-1、2、酵素化学-1、2

3年次 物理化学実験II、無機・分析化学実験
II、有機化学実験II、生化学実験II、基盤
化学演習II-1、II-2、量子化学II-1、II-2、
表面物理化学-1、2、物質結合論-1、2、
分子分光学-1、2、物性化学-1、2、無機・
分析化学演習I-1、I-2、無機・分析化学
演習II-1、II-2、有機化学II-1、II-2、有機
反応機構論-1、2、有機化学演習I-1、
I-2、有機化学演習II-1、II-2、生化学演
習I-1、I-2、生化学演習II-1、II-2、生化学
研究法-1、2、遺伝子生化学-1、2、免疫
化学-1、2

4年次 卒業研究

進路 X 主な就職先

学部

学校法人海城学園、ワークスアプリケーション

ズ、三木産業、千葉銀行、森永製菓

大学院

信 越 化 学 工 業 、理 想 科 学 工 業 、テクノプロ

R＆D、イノアックコーポレーション、ヤマサ

醤 油 、住 友 金 属 鉱 山 、T O K A 、A D E K A 、

ニッペコ、特許庁、リクルートコミュニケーショ

ンズ、日 本 化 学 産 業、クレハ、大 日 本 印 刷、

オープンハウス、キヤノン、三菱マテリアル、

シミック、太洋工作所

進路 X 主な進学先

84% 進学率 

千葉大学融合理工学府

東京大学大学院理学系研究科

アムステルダム大学

東京大学大学院総合文化研究科

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

奇心にあふ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。

カリキュラム(主な専門科目)

化学科の講座一覧
化学科は物理化学分野（量子化学、分子化学、

構造化学、分子分光学、表面化学、分子ナノ物

性化学）、無機・分析化学分野（無機化学、分析

化学、環境分析化学）、有機化学分野（有機金

属化学、遷移金属触媒有機化学、反応有機化

学、有機合成化学、精密有機反応化学）、生命

化学分野（生体機能化学、生体構造化学、生体

高分子化学）の計17研究室から構成されてお

り、物理学や生物学との境界領域を含む化学

の広範な研究領域をカバーしています。

進路 X 業種別就職先

製造業17％
卸売業、小売業17％
金融業、保険業17％
学術研究、専門・技術サービス業17％
教育、学習支援業17％
その他15％

製造業17％
卸売業、小売業17％
金融業、保険業17％

学術研究、専門・技術サービス業17％
教育、学習支援業17％

その他15％

製造業
17%

卸売業、
小売業
17%

金融業、保険業
17%

教育、
学習支援業
17%

その他
15%

学術研究、専門・技術サービス業17％

私は純粋に化学が好きで、高校では学びきれなかったより深

い内容を知りたいと思い、化学科を選びました。授業のコマ数

やレポート課題が多くて大変ですが、やりがいや充実感を味

わえます。学生実験では、学部の先輩や院生がアシスタントを

してくださるので、先輩と気軽に会話できる機会が多いのが特

徴です。

私の夢は、知的好奇心や探求心を持って、自ら考える生徒を育

む教員になることなので、専門分野だけでなく、教養や教職の

勉強もしています。教職の授業との両立は大変ですが、他学部

との接触は知見を広げられるので、いい経験になっていると

思います。

最後に、化学科を受験しようと考えている高校生へ。大学の化

学では、高校化学だけでなく物理や微積分の知識も必要にな

るので、しっかりと理解しておきましょう。

加山　智貴
KAYAMA Tomotaka
化学科

埼玉県出身　埼玉県立浦和高等学校

学生メッセージ

学生実験の様子
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進路 X 主な就職先

学部

エム・シー・ヘルスケア、東京国税局、阪南大学

高等学校、千葉県庁、千葉大学

大学院

茂原市役所、ポッカサッポロフード＆ビバレッ

ジ、日本エー・エヌ・エム、日本光電工業、学校

法人佐藤栄学園、国立研究開発法人産業技術

総合研究所、ジオテクノス、浦和明の星女子中

学高等学校、アサヒ飲料、テクノプロR＆D、モン

ベル、国立大学法人千葉大学、アクセンチュア、

アイシス

進路 X 主な進学先

78% 進学率 

千葉大学融合理工学府

神戸大学大学院理学研究科

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。

1年次 生命科学（1～6）、生物学セミナー、生物学
基礎実験、生物学実験

2年次 分子生物学、生理化学、細胞生物学、発
生生物学、系統進化学、生態学、生物学
論文演習、発生生物学実験、分子遺伝
学実験、細胞遺伝学実験、組織学実験、
動物学臨海実験

3年次 分子生命情報学、進化発生学、神経科
学、植物分子生物学、形態形成学、生理
生態学、植物系統学、生物学総合演習、
分子生物学実験、生理化学実験、細胞生
物学実験、系統学実験、生態学実験、植
物学臨海実験

4年次 分子生物学演習、生理化学演習、細胞
生物学演習、発生生物学演習、生態学
演習、系統学演習、水界生態学演習、卒
業研究

カリキュラム(主な専門科目) 生物学科の講座一覧
生物学科は、生命現象そのものを分子・細胞レ

ベルで研究する「分子細胞生物学講座」と、生

物の持つ多様性を広い視野から統合的に研究

する「多様性生物学講座」の２講座から成り、

それぞれ「分子生物学・分子生理学・細胞生物

学・発生生物学」と「生態学・系統学」を中心と

した研究が行われています。また、海洋バイオ

システム研究センターのスタッフとも連携し、ミ

クロとマクロの両視点から生命現象の解明を

目指す、特色ある研究を行っています。

進路 X 業種別就職先

公務員40％
教育、学習支援業40％
卸売業、小売業20％

公務員40％
教育、学習支援業40％
卸売業、小売業20％

公務員
40%

教育、学習支援業
40%

卸売業、小売業
20%

生物学科は入学する前に何をやりたいか分からなくても、知り

たいと思うことを発見できる機会がたくさんあります。講義では

分子から生態系まで幅広く生物の基礎を学ぶ機会が自分の

好みに合わせて選択できるので、自分が今まで関心がなかっ

た分野にも自由にふれることができることが魅力的です。実際

に、私は高校生のときは生態系について興味をもっていなか

ったのですが、講義を受けていく中で、生態系についてもっと

知りたくなり、卒業研究では生態系の研究を開始しています。

講義以外にもいろいろなことができる時間があります。また、私

はやりたいことをすべてやろうと考えていたので、1か月の語学

留学、農業体験、東日本大震災のボランティアなどに参加しま

した。特に語学留学では、日本と異なり主体的に学ぶことの大

切さを痛感し、今でも常に心がけています。

みなさんも是非、生物学科で自分のやりたいことを見つけてみ

てください。

相澤　菜菜子
AIZAWA Nanako
生物学科

茨城県出身　茨城県立土浦第一高等学校

学生メッセージ

西表島のマングローブでの野外実習の様子
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進路 X 主な就職先

学部

日本テレマティーク、ソフト技研、ラネット、京葉

銀行、三菱製紙、キーエンス、能美防災、府中市

役所、浦安市役所、千葉県庁、東京電力ホール

ディングス、宇宙技術開発、朝日工業社、沖縄

銀行、湘南ゼミナール、北陸ガス

大学院

独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機

構、ウェザーニューズ、東京都市大学付属高

校、東京ガスｉネット、国土地理院、アジア航

測、千葉県高等学校、コスモ石油、東電設計、

富士通マーケティング、千葉県庁、三井海洋開

発、K＆Oエナジーグループ、建設技術研究所、

基礎地盤コンサルタンツ、東海旅客鉄道、国際

石油開発帝石、日本総合システム

進路 X 主な進学先

53% 進学率 

千葉大学融合理工学府

京都大学大学院理学研究科

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あふれ、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。

1年次 地球科学基礎セミナー、地球科学入門
A、B、地学基礎実験A、D

2年次 岩石鉱物学概論I-1、I-2 、地球ダイナミク
ス概論-1、2、層序学概論-1、2、環境リモ
ートセンシング概論-1、2、地表動態学概
論-1、2、地球科学基礎数学-1、2、地球科
学英語、地質調査法、地質学野外実験I、
地形学実験 I、II

3年次 岩石鉱物学実験III、地球物理学実験II、
地殻構造学野外実験I、地史古生物学
実験I、堆積学実験II、雪氷学実験、地球
化学実験、リモートセンシング・GIS実
習、地質学野外実験II

4年次 地球科学演習、卒業研究（３年次後期よ
り開始）

カリキュラム（主な専門科目） 地球科学科の講座一覧
地球科学科は、地球表層科学、地球内部科学、

そして環境リモートセンシングの3領域から構

成されています。地球表層科学領域では、生物

進化と海洋環境史、地層形成、地表の変動に

伴う地形形成、そして雪氷生物やメタンハイド

レートといった最新の研究を行っています。地

球内部科学領域では、地球深部で起こる諸現

象を扱い、地震発生機構や予知、火山噴火につ

いて研究しています。環境リモートセンシング

領域では、衛星から得られる地表や大気の情

報に基づき、環境破壊問題や気候変動に関す

る地球規模での研究を行っています。

野外実習風景。地層を通して地球に直接触れる絶好の機会です。

進路 X 業種別就職先

製造業19％
情報通信業19％
公務員19％
電気・ガス・熱供給・水道業13％
金融・保険業13％
学術研究・専門・技術サービス業6％
教育・学習支援業6％
その他5％

製造業19％
情報通信業19％
公務員19％

電気・ガス・熱供給・水道業13％
金融・保険業13％

学術研究・専門・技術サービス業6％
教育・学習支援業6％

その他5％

製造業
19%

情報通信業
19%

公務員
19%

金融・保険業13％
　学術研究・専門・技術サービス業6％
　　教育・学習支援業6％
　　　その他5％

電気・ガス・熱供給・水道業13％

高校生の時に行った研修旅行で、アメリカのヨセミテ国立公園

を見学した際に、そこに広がる氷河地形に心を奪われました。

以後、この壮大な景観がどのような過程を経て現在の姿になっ

たのかに興味をもつようになり、この地球科学科への入学を希

望しました。

入学後は3年生前期までに地球科学の基礎科目や各分野の

専門科目・実験科目を受けましたが、多くの実験科目でさまざ

まな場所に出かけて野外実習を行いました。実際に野外に出

て調査体験をすることでその土地の地球科学的背景や文化を

知る、これも地球科学科で学ぶ大きな醍醐味の一つと私は思

います。

現在は、当初の希望通りに雪氷学の研究室に配属され、雪氷

表面上に存在する微生物に焦点を当てた研究を開始していま

す。世界中に数多く存在する雪氷生物の生態について研究す

ることで、雪氷と生物の相互作用が氷河形成においてどのよう

に関わっているのか、その謎に迫っていきたいと考えています。

小野　誠仁
ONO Masato
地球科学科

千葉県出身　千葉市立千葉高等学校

学生メッセージ
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千葉大学
サイエンスプロムナード
科学を「見せる」
科学で「魅せる」
千葉大学のミニミュージアム

西千葉キャンパスにある理学部2号館の1階と3号

館の一部には「サイエンスプロムナード」がありま

す。千葉大学で行われている先端研究に関する展

示や体験型の展示を通して科学への興味・関心を

深めてもらうことを目的としています。平日や土曜

日には現役の学生による展示物の解説を聞くこと

もできます。

千葉大学サイエンスプロムナード

開館時間

月曜日 - 金曜日 10:00 - 17:30

土曜日 12:00 - 16:00 (見学自由)

学生学芸員対応時間

平日 16:30 - 17:30

土曜日 12:00 - 16:00

サイエンスプロムナードがあるのは理学部の建物ですが、展

示の内容は工学部などに関連するものもあります。最新の技

術に関するものから、中学高校の教科書に載っているような物

理現象を体感できるもの、生物の標本まで幅広い分野の展示

を扱っています。また、3号棟の中庭にある「フーコーの振り子」

（写真）は日本でも最大級のものであり、当館最大の見どころ

の一つです。 

様々な情報があふれる現在の社会では、誰もが科学に対して

関心を持つことが求められています。学外の人たちも含めた多

くの人に、科学への興味を持ってもらう機会を提供することは、

社会的な教育機関としての大学の重要な役割です。サイエン

スプロムナードはその一翼を担う存在であり、最近では一般の

人々が関心を持っている科学的なことがらについての情報発

信などもおこなっています。 

平日の夕方と土曜日の午後には学生の有志が「学生学芸員」

として展示の解説を行っています。様々な学部の学生が活躍し

ていますが、皆科学や博物館に深い関心を持っています。 学生

学芸員は展示の解説のみならず、展示物の管理をはじめとし

た運営にも携わっています。また、大学祭時には自主的な展示

の作製なども行っています。このような取り組みは全国的にも

珍しく、学生学芸員の存在はサイエンスプロムナードの大きな

魅力のひとつです。

骨格標本

サイエンスプロムナードの社会的役割

現役の学生による運営

千葉大学のミニミュージアム
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工学部
Faculty of Engineering

千葉大学工学部では、よりよい社会を構築するための新たな技術を創造

しています。建築物やロボットから画像やプログラムまで、幅広い分野

で将来の社会を支える新しい「ものづくり」を担う人材を育てます。私

たちの教育が目指す人材像は、グローバルに活躍できる高度専門職業

人。知的な好奇心・探究心を基礎とした創造力を持ち、目の前の流行を

追いかけるのでなく、将来の社会で必要とされる「もの」を見極め、そ

の実現のための技術をあきらめずに開拓する人材です。近年は女子学生

の比率も高くなっています。

千葉大学工学部  千葉市稲毛区弥生町 1-33

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

工学部長
佐藤 之彦

SATO Yukihiko

“社会を支えるあらゆる人工物は

工学が創り出したものです。

工学を通して未来の社会を

創造する使命感を持って

来てください。

”工学は、物理学・化学などの自然科学や数学など

を基礎として、人類社会に役立つ様々な「もの」を

資源や環境、経済性などの制約を考慮しながら創

造するための学問です。千葉大学工学部では、工

学の主要分野を一つに統合した総合工学科のも

とに専門分野ごとのコースを置く新しい教育をス

タートさせました。これは、大きな社会の変化の中

でも一生涯にわたって活躍し続けるために求めら

れる工学の本質に立ち返った実践的な専門能力

に加えて、将来に向けた工学のあり方を主体的に

考えるための幅広い視野を育てたいと考えたから

です。真に豊かで持続可能な未来社会の実現の

先頭に立とうという使命感を持ち、自分の将来の

夢を原動力に目的意識を持って工学を志す皆さ

んを待っています。

創造力で日本を担う
技術を拓く
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日本の産業の将来を
支える多様な９コース

千葉大学工学部には「総合工学科」の下に９コ

ースを設置し、多様な専門と価値観を持つ教

員と学生が刺激し合いながら学んでいます。ど

のコースも日本の将来を担う分野です。まず、

建築学、デザイン、機械工学、電気電子工学、情

報工学といったコースは、産業の基礎を成す基

幹工学です。さらに将来的な成長の見込まれ

る複合・先端分野である、都市環境システム、

医工学、物質科学、共生応用化学といった領域

です。

1
外国語と異文化理解の
教育に力を入れる

今日、海外とのつながりを持たずに事業を行え

る企業はありません。経済のグローバル化は

加速しており、外国の文化を理解し、日本文化

を伝える力がなければ、仕事上の摩擦が生じ

ることもあります。千葉大学工学部では、教養

教育と専門教育の両方を通じて英語力の強化

を図ります。また学内には1,000名ほどの留学

生がおり、そのうちの約400名が工学部で学ん

でいます。キャンパスそのものが異文化コミュ

ニケーションの学びの場になっています。

震災復興をはじめ、
地元に根ざした研究活動

千葉大学工学部の研究は幅広い領域にわたっ

ており、関東はもとより日本全国の地域と連携

しています。特に、地元・千葉においては、自治

体やその関係団体と緊密な連携を取って、産学

連携を推進しています。また、地元において工

学への要請があると強い協力体制が機動的に

築かれます。2011年3月に発生した東日本大震

災において千葉県は被災地となりました。県内

各所で起きた液状化現象への対応、そして県

内の防災マップの作成などで本学部が全面的

に協力しています。そのほか震災復興に関する

共同事業は 20 件以上に上ります。

2 3

創造力で日本を担う
技術を拓く

千葉大学工学部の教育の特徴
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私たちは、工学を「豊かな人間社会の構築を目

指す実践の学問」と考えています。社会と環境を

支える技術者・研究者を育成する工学部では、 

「なぜ」を問う好奇心・探究心

「何をなすべきか」を主体的に考える力

「いかにして」を構想し、実践する力

を修得することに、興味と資質を有する人材を

求めます。

建築学コースの求める人物像

建築・都市および社会の動向や芸術文化に

関心を持ち、現代の様々な課題に対して意

欲的に探究する姿勢のある人

都市環境システムコースの求める人物像

都市や環境をとりまく諸問題に関心をもち、

それを解決するための基礎的な学力と応用

力をもつ人

デザインコースの求める人物像

人間や生活環境全般についての興味や問題

意識が旺盛で、絵を描くことやものを造るこ

とによって自分のアイデアを表現する意欲の

ある人

機械工学コースの求める人物像

事物や現象から仕組みを物理的および化学

的に洞察して数学的に表現する能力、幅広

い分野の知識を統合して物事を総合的に捉

える能力、ならびに機械工学への興味があ

る人

医工学コースの求める人物像

大学入試センター試験で課している科目の

内容を充分に理解できていること。また、医工

学は人の命や健康と福祉に直接的・間接的 

に寄与しているという意識のある人

電気電子工学コースの求める人物像

電気電子工学の社会的使命に興味を示し、

その科学技術の発展に寄与したいと強く希

望する姿勢がある人。さらに、そのための専

門的な知識・能力を習得する意欲と、それを

支える基礎的素養と能力のある人

物質科学コースの求める人物像

自然のさまざまな現象や人類の発明や発

見について興味を深め、自ら積極的に物質

科学における問題を探究する基礎となる数

学、物理、化学の総合的な学力がある人

共学応用化学コースの求める人物像

化学を中心にした学問領域を学ぶための基

礎学力と、将来、化学だけでなく他の分野と

の境界領域で仕事をするために化学以外の

科目にも興味を持って学ぶ姿勢のある人

情報工学コースの求める人物像

情報工学の基盤である数学、物理の高い能

力に加え、情報工学の応用先である他のす

べての科目にも興味を持ち、かつ最先端の

技術を常に追い求める姿勢のある人

工学の広い分野を網羅する「総合工学科」1学

科のもとに、工学の基礎を支える専門分野と

複合的な分野に対応する9つのコースを設置

し、専門分野のしっかりとした基礎の修得と工

学全般を見渡すことができる広い視野を育て

ます。1年次では、工学の本質とその全体像を

理解するための教育を行い、続いて、入学時に

選択したコースの専門分野に加えて、総合工

学科全体を4つの系に大括りして実施する教育

により関連分野の理解を深めます。2年次から

は、1年次の学習を踏まえて選択したコースで

専門分野の基礎と実践的な応用力を積み上げ

ていきます。さらに、専門分野の基礎固めが進

んだ3年次には、コースを横断して開講するプ

ロジェクト形式の授業を通して、これからの社

会でより重要性が増す分野横断型のチームワ

ーク能力も含めたより実践的な課題解決能力

を育てます。

 

1.

2.

3.

・

・

・

・

・

・

・

・

・

千葉大学工学部
入学者受入れの方針

工学部各コースの求める人物像

専門分野の確かな基礎と広い視野を育てる
「総合工学科」1学科9コ－ス制

POINT 1 POINT 2 POINT 3

1学科9コース制のメリット

総合工学科１学科制による
工学共通教育の充実と

俯瞰型人材の育成

関連分野をまとめた
４つの系による

分野横断型教育の実施

入学時のコース選択と
入学後のコース変更の

柔軟化

※コース変更は、各コースの収容人数の範囲で可能です。

広い視野を
持つことができます。

工学の関連分野も
学べます。

より自分の適性に合った
専門分野を選択できます。

60 CHIBA UNIVERSITY 2018-2019
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進路 X 主な就職先

学部 
鹿島建設、大林組、東急建設、大和ハウス工
業、積水ハウス、住友林業、LIXIL、内田洋行、大
東建託

大学院
日建設計、三菱地所設計、ＮＴＴファシリティー
ズ、鹿島建設、清水建設、大林組、竹中工務店、
大成建設、三井ホーム、住友林業、日立製作
所、前田建設工業、戸田建設、安藤・間、熊谷組

進路 X 主な進学先

61% 進学率 

千葉大学大学院

東京大学大学院

東京芸術大学大学院

進路 X 業種別就職先

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、本コースの卒業生は技術

士の一次試験が免除されます。

カリキュラム(主な専門科目) 教育研究領域一覧
[住環境創造デザイン]
建築設計、建築計画、都市計画、建築史・保全

[環境形成マネジメント]
建築環境、建築設備、建築生産、建築構法
 
[構造安全計画]
構造力学、構造解析、構造設計、建築材料

1年次 世界建築史、図学演習、構造力学

2年次 建築設計、建築環境計画、都市環境デザ
イン、建築材料、材料力学、構造設計、建
築構法、建築計画

3年次 建築設計、建築の保全と再生、建築史野
外研修、建築設備計画、火災安全工学、
建築施工、材料・構造実験

4年次 都市地域デザイン、建築振動論、建築構
造デザイン、建築生産設計、卒業設計、卒
業論文

総
合
工
学
科 

建
築
学
コ
ー
ス

千葉大学弥生賞、せんだいデザインリーグ2014 卒業設計日本一決定戦 特別賞受賞作品

斎藤弦「故郷を歩く」

鉄筋コンクリート梁の破壊実験（3年次構造実験）の様子

建設業50％
不動産業22％
製造業8％
公務員8％
運輸・情報通信業4％
卸売・小売業4％
サービス業4％

建設業50％
不動産業22％
製造業8％
公務員8％

運輸・情報通信業4％
卸売・小売業4％
サービス業4％

建築業
50%

不動産業
22%

製造業
8%

公務員8％
　運輸・情報通信業4％
　　卸売・小売業4％
　　　サービス業4％

私が建築学コースに入りたいと思うようになった理由は、もとも

と物を作ることが好きで、将来自分の家を自分で設計したいと

考えたことがきっかけです。千葉大学の建築学コースには、課

題をするための充実した製図室があり、集中して作業ができた

り、分からないことは同じブースの先輩にすぐ聞けたりするとこ

ろが非常に魅力的だと思います。

また、現在私は世界建築史という授業を受けていますが、世界

の建築物を歴史的にたどっていくことを通して、実際に目で見

て体感するために海外に行ってみたい、という気持ちが増すよ

うになりました。全体的に見て、自分で考えて、主体的に行動す

ることが多いので、やりたいことがあればとことん追求できる

コースだと感じています。

他学部に比べて忙しく、大変なことも多々ありますが、日々の授

業の中にはまだ自分が知らない発見や驚きがたくさんあり、一

緒に頑張ってくれる仲間もいるので、毎日が非常に充実してい

て楽しいです。

土岐　美穂里
TOKI Mihori
建築学コース

群馬県出身　群馬県立前橋女子高等学校

学生メッセージ
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総
合
工
学
科 

都
市
環
境
シ
ス
テ
ム
コ
ー
ス

進路 X 主な就職先

学部 

東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、日本航空、東

京ガス、東京電力ホールディングス、清水建設、

三井不動産リアルティ、竹中工務店、スズキ、月

島機械、高砂熱学工業、フジタ、千葉県庁、埼玉

県庁、栃木県庁、札幌市役所、大阪市役所、千

葉市役所、春日部市役所、JRA日本中央競馬会

大学院

清水建設、野村不動産、東京ガス、野村総合研

究所、三菱総合研究所、日本設計、電通、博報

堂、東急エージェンシー、日立製作所、LIXIL、村

田製作所、リコー、岡村製作所、小糸製作所、

東日本高速道路、国土交通省、東京都庁

進路 X 主な進学先

59% 進学率

千葉大学大学院

東京大学大学院

神戸大学大学院

教育研究領域一覧
[都市空間計画]
住環境計画、都市空間設計、都市計画

[都市基盤工学]
都市防災、都市インフラ、都市施設構造

[都市環境工学]
環境マネジメント、環境エネルギー、環境リサイクル 

[都市情報工学]
都市数理システム、都市通信システム、都市情
報システム

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。本コースは、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カリキュラムを用意しています。

カリキュラム(主な専門科目)
1年次 工学基礎セミナーⅠ・Ⅱ、工学入門A,B,C、

図学演習、物理学基礎実験 Ⅰ、 化学基礎
実験

2年次 都市居住計画、都市計画、都市環境エ
ネルギー概論、情報工学基礎、信頼性工
学、環境工学Ⅰ・Ⅱ、環境リモートセンシ
ング

3年次 環境構成材料、景観計画、都市開発防災
工学、通信工学、国土交通計画、環境エ
ネルギーシステム、数理計画法、リモート
センサ環境計測

4年次 卒業研究（卒業計画）

運輸・情報通信業29％
公務員26％
建設業16％
サービス業10％
電気・ガス・水道業10％
製造業3％
その他3％
不動産業3％

運輸・情報通信業29％
公務員26％
建設業16％
サービス業10％

電気・ガス・水道業10％
製造業3％
その他3％
不動産業3％

運輸・
情報通信業
29%

公務員
26%

電気・ガス・水道業10％
　製造業3％
　　不動産業3％
　　　その他3％

建設業
16%

サービス業
10%

レジリエントな都市創生への提案　講評会

千葉大に入学してから今までで感じた魅力の一つは、自分の

興味が無かった分野について知る機会が多いことです。学部

が10もあるので教養の授業などで他の学部の人と知りあう機

会が多く、自分の知らない世界に触れることができました。

私は受験生の時に大学入学後について色々考えましたが、

その予想はほとんど当たりませんでした。いまやっていること

は、3年前には全く想像もつかなかったことばかりです。高校生

のみなさんが考える大学生活はあくまで高校生の範囲の予想

です。大学に行く真の目的の一つはそうした固定概念と大きく

違った世界を見ることができることにあると考えています。多様

性のある千葉大、特に都市環境のあり方を総合的に取り扱う

都市環境システムコースは、さまざまな面で学生の視野を広げ

てくれます。受験生のみなさんは千葉大に合格してその良さを

実感してください。

齋木　匠
SAIKI Takumi
都市環境システム学科

（現：都市環境システムコース）

千葉県出身　昭和学院秀英高等学校

学生メッセージ

進路 X 業種別就職先
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進路 X 主な就職先

学部

トヨタ自動車、トヨタ車体、いすゞ自動車、任天

堂、東急リバブル、キョーラク、ロフト、伊坂美術

印刷、菊川工業、亨有堂印刷所、アルテクナ、リ

スペクト、クラシエホームプロダクツ、tenkai、

エムール、ビーワークス、アウトソーシングテク

ノロジー、ビッグビート、ヘルメス、ジョンソンコ

ントロールズ

大学院

三菱自動車工業、日産自動車、日野自動車、ソ

ニー、三菱電機、JVCケンウッドデザイン、セイ

コーウオッチ、博報堂、東急エージェンシー、凸

版印刷、岡村製作所、内田洋行、ヤマハ、ヨネッ

クス、任天堂、ソフトバンク、松竹、タミヤ、東急

建設、YAMAGIWA

進路 X 主な進学先

62% 進学率 

千葉大学大学院

大阪市立大学大学院

進路 X 業種別就職先
1年次 図学演習、デザイン造形実習、統合デザ

イン演習、デザイン論、デザイン科学

2年次 工業デザイン、トランスポーテーションデ
ザイン、環境デザイン、コミュニケーション
デザイン、デザイン科学演習(以上5つの
演習科目は3年次まで継続)、形の工学、
ヒューマンインタフェース論

3年次 デザイン数理解析論、色と形の心理学、
環境人間工学、生活行動の心理学、プロ
グラミング演習、デザイン文化計画演習、
知的財産権セミナー、工学倫理

4年次 材料計画演習、人間工学演習、卒業研
究、デザイン総合プロジェクト

カリキュラム(主な専門科目) 教育研究領域一覧
[生産システム]
製品デザイン、デザインマネージメント、システ
ムプランニング、材料計画、意匠形態学

[コミュニケーション]
コミュニケーションデザイン、人間情報科学、デ
ザイン心理学、コマーシャルデザイン

[環境ヒューマノミクス]
環境デザイン、人間生活工学、デザイン文化計
画、コンテクスチュアルデザイン

感性と知性とを備えた
デザイナーの養成

私たちの日常生活やその環境に存在する問題点を解決し、より快適で美し

いものを創造するデザインは、今、あらゆる領域で重要視されています。そ

のため、生活文化と深く関わり、多様なニーズに柔軟に対応すると同時に、

技術や科学に裏打ちされた芸術性・人間性豊かなデザインを実現すること

のできる能力を有し、デザイン界をリードして国際的に活躍できる人材が

求められており、その育成を目指しています。

製造業48％
建設業16％
運輸・情報通信業12％
サービス業12％
卸売・小売業8％
不動産業4％

製造業48％
建設業16％

運輸・情報通信業12％
サービス業12％
卸売・小売業8％
不動産業4％

製造業
48%運輸・

情報通信業
12%

建設業
16%

サービス業
12%

卸売・小売業8％
　不動産業4％

人工環境における人間のストレスの評価実験

もともとは住宅の内装デザインがしたくて、この学科に入学し

ました。しかし、授業でさまざまな分野のデザインに触れてい

く中で、グラフィックなどの違う分野にも興味を持つようになり

ました。さまざまな分野のデザインに触れ、自分の興味の幅を

広げることができるという点が、この学科の魅力のうちの1つ

だと思います。そして、2年次から専門的な授業を自分で選択

して受けることができ、興味のある分野の知識を深めることが

できます。

デザイン学科のもう1つの魅力は、学科の人たちの仲が良い点

だと思います。1年生の頃から授業で設けられているグループ

ワークなどを通して、学科の人と深くかかわることができます。

ぜひデザインコースに入学して、楽しく充実した大学生活を送

って欲しいです。

瀬下　絵梨
SESHIMO Eri
デザイン学科

（現：デザインコース）

東京都出身　自修館中等教育学校　

学生メッセージ
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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。私たちの身の

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。

カリキュラム(主な専門科目)
1年次 微積分学、線形代数学、物理学（力学、電

磁気学）、工学基礎セミナー、化学基礎

2年次 プログラミング、微分方程式、工業数学、
解析力学、材料科学、鉄鋼材料、材料力
学、熱力学、流体力学、機械運動学、基礎
制御理論

3年次 機械振動学、塑性力学、連続体力学、材
料強度学、非鉄金属材料、機械加工学、
伝熱工学、数値計算法、計測基礎論、バ
イオメカニクス、ロボット工学、トライボロ
ジー、機械工学実験、機械工作実習、機
械設計製図、エンジニアリングデザイン、
インターンシップ

4年次 自動車工学、宇宙工学、卒業研究

教育研究領域一覧
[材料・強度・変形分野] 
材料工学、材料力学、材料加工学

[加工・要素分野] 
機能要素学、加工物理学

[システム・制御・生体工学分野] 
知能機械システム、ロボット工学、生物機械工学

[環境・熱エネルギー分野] 
流体数理工学、熱流体エネルギー学、航空宇
宙熱流体工学

進路 X 主な就職先

学部

アルゴ グラフィックス 、N T T 東 日 本 、カイ

ジョー、JFEプラントエンジ、TISシステムサービ

ス、東京都庁、東京鋲螺工機、トプコン、トラスト

テック、新潟トランシス、日産自動車、日本軽金

属、ネットマーケティング、フジ・メディア・テクノ

ロジー、ボッシュ、マブチモーター、水澤化学工

業、三井金属、三菱電機エンジニアリング、山九

大学院

川崎重工、ＪＦＥスチール、トヨタ自動車、パナソ

ニック、本田技研工業、IHI、オリンパス、マブチモ

ーター、東海旅客鉄道、日立製作所、富士通、日

産自動車、いすゞ自動車、SUBARU、マツダ、東

芝機械、日本精工、荏原製作所、西武鉄道、デン

ソー

進路 X 主な進学先

73% 進学率 

千葉大学大学院

筑波大学大学院

東北大学大学院

名古屋大学大学院

進路 X 業種別就職先

機械設計製図（CAD）

ロボットハンド

製造業56％
運輸・情報通信業23％
公務員9％
建設業4％
サービス業4％
その他4％

製造業56％
運輸・情報通信業23％

公務員9％
建設業4％
サービス業4％
その他4％

製造業
56%

公務員
9%

運輸・
情報通信業
23%

建設業4％
　サービス業4％
　　その他4％

総
合
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学
科 

機
械
工
学
コ
ー
ス

以前より宇宙工学に興味があり、その大本である機械工学を

学びたいと思い志望しました。一口に機械といっても多種多様

で、機械工学が関わる分野は幅広いです。専門科目を学ぶに

つれて機械に対する新しい視点を得ることが出来、奥深さを実

感しています。そしてそれらの視点は実験や開発の段階で重

要なだけでなく、その過程や結果を考察し、より良いものを生

み出すための橋渡しにもなると思います。また、講義でエンジ

ニアにとって倫理観がいかに大切かを知り、機械はあくまでも

「人間が創造したもの」であることを再認識しました。エンジニ

アには大きな責任感が伴うからこそ、やりがいのある仕事なの

だと思います。

千葉大では図書館やイングリッシュ・ハウスといった施設が整

っていて、学びの場としての環境に恵まれています。広大なキ

ャンパスに見守られながら勉強や部活、サークル等の自分の

打ち込みたいことに全力で取り組めるのは、千葉大ならではの

魅力だと考えています。

大川　美祐子
OKAWA Miyuko
機械工学科

（現：機械工学コース）

東京都出身　桐蔭学園高等学校

学生メッセージ
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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。本コースの学生は、この社会的要請に応える人材となるべく勉学に

励んでいます。また、本コースは工学部の他コースはもとより、フロンティア

医工学センターとの総合連携による新技術の開発や、医学部、看護学部、

薬学部と共同でのIPE（Interprofessional Education：専門職連携教育）の

実践などにより、幅広い視野に立つ医工学技術者を育成しています。

1年次 物理学基礎実験、工学基礎セミナー、
生体生理工学Ⅰ・Ⅱ、臨床医学概論

2年次 回路理論Ⅰ・Ⅱ、電子回路Ⅰ、工業数学、
プログラミング基礎、プログラミング設
計、プログラミング特講Ⅰ・Ⅱ、材料・設
計・加工学、運動学および力学、医工学
実験Ⅰ

3年次 医工学実験Ⅱ・Ⅲ、システム制御工学Ⅰ
・Ⅱ、医用画像機器工学、通信工学概論、
感覚情報処理、ディジタル画像処理、メカ
トロニクス工学、応用電磁工学、電子計
算機、医用統計学、情報理論、信号処理
論、生体力学論、医用支援機器、医用機
器産業概論

4年次 卒業研究

教育研究領域一覧
[医用情報分野] 
医用画像処理、生体計測、医療技術評価

[医用電子分野] 
ロボット工学、生体電磁波工学、手術支援

進路 X 主な就職先

学部 

オリンパス、オムロン、富士通、丸文、富士ゼロ

ックス、医歯薬ネット、国土交通省航空局、タボ

ット、シーエスアイ、プロトソーリューション、葛

飾区役所、海上自衛隊幹部候補生学校

大学院 

日立製作所、キヤノン、東芝メディカルシステム

ズ、シーメンスヘルスケア、オリンパス、富士フィ

ルム、ソニー、ニコン、リコー、パナソニック、日

本電産、アルケア、パラマウントベッド、富士通、

野村総合研究所、富士フイルムソフトウェア、エ

プソン、積水化学工業、東洋紡、オムロンスイッ

チアンドデバイス

進路 X 主な進学先

67% 進学率 

千葉大学大学院

東京大学大学院

京都大学大学院

北陸先端科学技術大学大学院
※このデータは、改組前のメディカルシステム工学科卒業生の

データを集計したものです。

カリキュラム(主な専門科目)

医工学実験

製造業40％
公務員21％
運輸・情報通信業13％
卸売・小売業13％
サービス業13％

製造業40％
公務員21％

運輸・情報通信業13％
卸売・小売業13％
サービス業13％

製造業
40%

公務員
21%

運輸・
情報通信業
13%

卸売・小売業
13%

サービス業
13%
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私がこのメディカルシステム工学科（現 医工学コース）を志望

した理由は、世の中に多く存在する“機械”から医療への貢献が

したいという思いがあったからです。

このメディカルシステム工学科は国立大学では珍しい、工学系

の中でも医療系統の工学を専攻する学科です。ここでは医療

用機械から医用画像処理まで、専門的に幅広く学ぶことができ

ます。今現在学んでいることでは、プログラミングが特に面白

いと感じています。私はこの大学の卒業後に大学院でより多く

のことを学んで、内視鏡などでの医療貢献に携わりたいと考え

ています。

大学では学業以外にも、サークルや部活などの多くの自由な

活動があります。私はテニスサークルで活動をしています。同じ

趣味・目的で集まった人 と々自由に活動するということはとても

楽しいですし、人生において大きな思い出になります。

大学を目指している皆さんには、学業だけでなく自分の趣味

などの活動で大学生活を楽しいものにしてもらいたいと思い

ます。

小林　大希
KOBAYASHI Hiroki
メディカルシステム工学科

（現：医工学コース）

茨城県出身　茨城高等学校

学生メッセージ

※このデータは、改組前のメディカルシステム工学科卒業生の

データを集計したものです。

進路 X 業種別就職先
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1年次 工学基礎セミナーⅠ・Ⅱ、電磁気学基礎
１、プログラミングおよび実習、微積分学
B１,B２、線形代数学B１,B２、物理学基礎
実験Ⅰ

2年次 電気電子工学実験I、電磁気学基礎A,B、
回路理論I・II、微分方程式、応用数学、基
礎電子物性、電気電子計測、シミュレー
ション

3年次 電気電子工学実験II・III、計算機の基礎、
基礎電子回路、制御理論I・II、半導体物
性、通信工学基礎、電力システム、半導体
デバイス、プロジェクト 実習

4年次 卒業研究、技術者倫理、先端情報産業
論、光エレクトロニクス、電力変換システ
ム設計

カリキュラム(主な専門科目) 教育研究領域一覧
[電気システム工学]
システム制御、電力変換、電気エネルギー応用
　
[電子システム工学]
電気電子基礎、量子デバイス物性、電子デバイ
ス工学
　
[情報通信工学]
電子通信システム、システム数理、電子情報シ
ステム

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。本コースでは、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、本コ

ース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。

進路 X 主な就職先

学部 

トヨタ自動車、ヤフー、キヤノン、本田技研工

業、富士通、ゴールドマン・サックス、シャープ、

千葉市役所、セイコーエプソン、市川市役所、

横河電機、野村ファシリティーズ、NECソリュー

ションイノベータ、日興システムソリューション

ズ、東芝、京三製作所、ＮＥＣプラットフォーム

ズ、古河機械金属、朋栄、日本高周波

大学院 

ソニー、トヨタ自動車、日立製作所、三菱電機、

東日本電信電話、パナソニック、デンソー、日産

自動車、東日本旅客鉄道、本田技研工業、日本

放送協会、NTTドコモ、日本IBM、NTTデータ、

村田製作所、旭化成、ヤマハ、三菱重工業

進路 X 主な進学先

69% 進学率 

千葉大学大学院

東京大学大学院

東京工業大学大学院

進路 X 業種別就職先

製造業46％
運輸・情報通信業35％
金融・保険業3％
不動産業3％
サービス業3％
公務員3％
その他7％

製造業46％
運輸・情報通信業35％
金融・保険業3％
不動産業3％
サービス業3％
公務員3％
その他7％

製造業
46%

運輸・情報通信業
35%

金融・保険業3％
　不動産業3％
　　サービス業3％
　　　公務員3％
　　　　その他7％

総
合
工
学
科 

電
気
電
子
工
学
コ
ー
ス

電気電子工学を専攻しようと思ったのは身の回りにあふれる
電気機器やコンピュータの裏にある科学への探求心があった
からです。電気電子工学コースの授業は、電力系統の大規模
な話から半導体といったミクロな物性についての授業まで展
開し、豊富な知識を得ることができます。授業や学生実験は
内容が幅広く、大変な面もありますが、専門的な知識を多角
的に習得できる点にこの学問の深さを伺い知れます。実際に
授業を受けて専門分野に関する様々な原理やテクノロジーを

学び、理解していく中でその複雑さと精巧さに感銘を受けまし
た。今は研究室に配属され、最先端の科学技術に触れられるこ
とにすごく学びがいを感じます。
長期休みには度々、旅行等で海外に足を運びました。その度に
途上国などに貢献できるために電気電子の知識をどう活かし
ていけばいいのか考えさせられます。どのように自分が人の役
に立つ工学に貢献できるのか考えていく中で電気電子を学ぶ
楽しさと可能性を実感しています。

沈　昊哉
SHIZUMI Soraya
電気電子工学科（現：電気電子工学コース）

千葉県出身　筑波大学附属高等学校

学生メッセージ

プログラミング及び演習
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製造業30％
運輸・情報通信業30％
公務員19％
サービス業11％
金融・保険業7％
卸売・小売業3％

製造業30％
運輸・情報通信業30％

公務員19％
サービス業11％
金融・保険業7％
卸売・小売業3％

製造業
30%

運輸・
情報通信業
30%

公務員
19%

サービス業
11%

金融・保険業7％
　卸売・小売業3％

豊かな社会を支える基盤を作る物質科学

材料に関わる物理や化学、ナノサイエンス、デバイス工学、画像科学を軸と

して、物質科学とその応用分野について学び、高度情報化社会の基盤を支

える物質科学に関わる多様な領域で活躍する人材を育成します。工学の数

多くのイノベーションの成果は、何らかの物質・材料を介して目に見える形

へと実現されていきます。バーチャルな世界もそれを実際に見せているの

は、何らかの物質です。イノベーションの成果を最大限に発揮させるために

は、その内容を把握したうえで、いろいろな物質の持つ特性の理解のもと

に、具体的な形に仕上げることが不可欠です。物質科学コースでは、物理や

化学に深い根っこを持ち、材料物性、デバイス、画像科学などの分野全体を

俯瞰できるT字型人間の育成に努めています。

進路 X 主な就職先

学部
キヤノン、シャープ、キーエンス、イノテック、マク
ニカ、NTTコミュニケーションズ、NTTテクノク
ロス、NECソリューションイノベータ、DNPメデ
ィア・アート、TBSテックス、国立印刷局、厚生労
働省労働基準局、千葉県庁、北海道庁、仙台市
役所、地方防衛局、野村信託銀行、あいおいニ
ッセイ同和損保、東京ベイ舞浜ホテル、クオラ
ス

大学院
本田技研工業、日産自動車、日立製作所、デン
ソー、古河電気、フジクラ、リコー、キヤノン、ジ
ャパンディスプレイ、セイコーエプソン、パナソ
ニック、ソニー、日本電気、東京エレクトロン、ア
ルプス電気、NTTドコモ、日本製紙、日立化成、
国立印刷局

進路 X 主な進学先

67% 進学率 

千葉大学大学院、東京大学大学院、

名古屋大学大学院、北海道大学大学院

※このデータは、改組前のナノサイエンス学科卒業生および画

像科学科卒業生のデータを集計したものです。

※このデータは、改組前のナノサイエンス学科卒業生および画

像科学科卒業生のデータを集計したものです。

進路 X 業種別就職先
1年次 化学基礎、力学基礎、電磁気学基礎１、

化学基礎実験、物理学基礎実験

2年次 物理化学Ⅰ、振動と波動、量子力学基礎、
有機化学、高分子化学、物理数学Ⅰ・Ⅱ、
物理科学基礎実験、物質科学実験Ⅰ

3年次 量子力学Ⅰ・Ⅱ、量子化学、物性物理科学
Ⅰ・Ⅱ、応用光学、光反応化学、光物性物
理学、画像解析学、物質科学実験Ⅱ・Ⅲ

4年次 卒業研究、物質科学演習Ⅰ・Ⅱ、特許法
概論、ベンチャービジネス論、国際実習

教育研究領域一覧
[ナノサイエンス分野] 
量子輸送科学、表面物性科学、光・電子物性科
学、分子科学

[デバイス工学分野] 
量子エレクトロニクス、有機・バイオエレクトロ
ニクス、ディスプレイ工学

[画像科学分野] 
機能材料科学、光化学、像計測科学

カリキュラム(主な専門科目)

総
合
工
学
科 

物
質
科
学
コ
ー
ス

エレクトロクロミズム実験

大学四年間をささげると決めた場所は、ここ千葉大学でした。

私はもともと理系科目か得意でしたが、文系科目にも興味関心

がありました。様々なジャンルへの話を拝聴する機会があり、

それに乗じて多様な考えを持った同年代が集まると踏み、総

合大学に進学したいと思い始めたのが高２の冬。光について

興味があった私は「漠然とした」将来へのビジョンを持って物

質科学コースを受験し晴れて入学。それから、一年次は専門の

講義はなく理系学生の基礎となる講義が大半ですが、その傍

らで私は画像工学の講義を自主的に受講してみました。そこで

『光と色の密接な関係』に魅了され、入学時の「漠然とした」が

「確固たる」へと大きく変わった体験をしました。

南門から入れば、工学部棟の桜並木がとても綺麗なところも

千葉大学の魅力です。毎年、３月下旬あたりから咲き始める桜

は、そこで過ごした悲喜交々の大学生活を振り返させることで

しょう。

富田　新
TOMITA  Arata
物質科学コース

東京都出身　東京都立新宿高等学校

学生メッセージ
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1年次 化学基礎、無機化学I、有機化学I、化学基
礎実験

2年次 物理化学、分析化学、安全工学、生体分子
の化学、分析化学実験、高分子化学、環境
化学、化学英語

3年次 グリーンケミストリー、表面計測化学、有機
構造解析、生体高分子化学、特許法概論、
共生応用化学実験

4年次 環境適合無機材料、エネルギー資源工学、
生物化学工学、光化学、セミナーII、卒業
研究

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だけでなく、生物が有する外部刺激応答性などの機

能を化学の立場から理解し、それらの機能を超越するプロセスや物質を実

現するという「新しい応用化学」が不可欠です。人類が環境と調和し、他の

生命と共生していくことを目指し、新しい化学および化学プロセスの開発を

担う人材を育成していきます。

カリキュラム（主な専門科目） 教育研究領域一覧
[バイオ機能化学]
バイオプロセス化学、バイオマテリアル、
ソフト材料化学、環境調和高分子材料

[環境調和分子化学]
精密有機化学、環境調和有機合成、
エネルギー変換材料化学

[無機・計測化学]
セラミックス化学、極限環境材料化学、
計測化学、環境化学

[資源プロセス化学]
触媒化学、表面電気化学、資源反応工学

進路 X 業種別就職先

進路 X 主な就職先

学部

武田薬品工業、伊藤忠テクノソリューション

ズ、YKK、千葉県高等学校、ユアサ商事、東京都

庁

大学院

AGC、旭化成、花王、キヤノン、東レ、トヨタ自

動車、三菱ケミカル、DIC、ＪＦＥスチール、新日

鉄住金、住友ゴム工業、凸版印刷、日産化学工

業、日本ペイントホールディングス、日立化成、

村田製作所、クラレ、日東電工、パナソニック、

三井金属鉱業、昭和シェル、東ソー株式会社

進路 X 主な進学先

81% 進学率 

千葉大学大学院

東京大学大学院

東京工業大学大学院

学部3年生の共生応用化学実験（有機化学実験）

その他6％

運輸・情報通信業28％
製造業22％
サービス業22％
卸売・小売業11％
公務員11％
その他6％

運輸・情報通信業28％
製造業22％
サービス業22％
卸売・小売業11％
公務員11％
その他6％

製造業
22%

運輸・
情報通信業
28%

サービス業
22%

卸売・小売業
11%

公務員
11%
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私が工学部共生応用化学科（現 共生応用化学コース）を志望

した理由は、中高がスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の

学校に採択されていたため化学に触れる機会が多く、工業的

な化学の利用に興味を持ったからです。入学前は文理を問わ

ず学部の多い総合大学、という印象が大きかったのですが、実

際入学してみるとその印象は間違ってなく、理系の学生でも教

養展開科目という形で興味のある文系科目を受けることがで

き、おもしろい大学だと思いました。共生応用化学科では、1年

次から基礎的な化学の知識を多くの先生方がわかりやすく教

えてくださるので、学年が上がり応用的な内容になってもきち

んと理解して講義を受けることができます。卒業後は、現在学

んでいる知識を活かせるよう大学院へ進学し、化学を工業的

に利用して人々の生活に還元できるような研究者になるため

の知識をさらに身に付けていきたいと思います。入学後、とて

も充実した大学生活が送れると思うので、ぜひ共生応用化学

コースに来てください。

玉木　健太
TAMAKI Kenta
共生応用化学科　

（現：共生応用化学コース）

東京都出身　東京都立小石川中等教育学校

学生メッセージ
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進路 X 主な就職先

学部
NTTドコモ、厚生労働省、東京都庁、個人情報
保護委員会、千葉大学情報企画課、富士通エ
レクトロニクス、NECソリューションイノベータ
ー、NTTテクノクロス、伊藤忠テクノソリューシ
ョンズ、内田洋行ＩＴソリューションズ、日テレＩ
Ｔプロデュース、日鉄日立システムエンジニア
リング、東通、セガ・インタラクティブ、日本マネ
ジメントパートナー、エスユーセス、エージーシ
ーコーポレーション、ジェイテック、コバヤシ、テ
イクス

大学院 
日立製作所、富士通、三菱電機、日本IBMサ
ービス、ソニー、パナソニック、KDDI、NTTデー
タ、NTTコムウェア、キヤノン、リコー、オリンパ
ス、コニカミノルタ、ヤフー、野村総合研究所、
日本放送協会、TBSテレビ、本田技研工業、東
日本旅客鉄道、総合警備保障

進路 X 主な進学先

68% 進学率 

千葉大学大学院
東京大学大学院
電気通信大学大学院
※このデータは、改組前の情報画像学科卒業生のデータを集

計したものです。

情報技術で快適で安心な社会を支える

私たちの生活において、「情報」は電気やガス、水道と同じように必要不可欠

なものになりました。自動運転や音声翻訳などから、子どもや高齢者を見守

るスマートセンシングシステムまで、情報が豊かで快適な社会を支える基

盤になっています。一方で、頑強なセキュリティシステムを構築することも重

要です。本コースでは、このような快適で安心な社会を支えるために、情報

を数理的に把握する基礎的領域から、ハードウェア・ソフトウェア技術、マル

チメディア技術などの応用領域まで、人と情報化社会の調和を考え、情報の

獲得・記憶・処理・伝達・表現のための知識・技術を学びます。

1年次 専 門 基 礎 科 目（微 積 分 、線 形 代 数 、力
学 、電 磁 気 等 ）、プ ロ グラミング入 門

2年次 情報数学I,II、回路理論I,II、プログラムの
設計と実現I,II、電磁波と光、計算機工学
I,II、計算科学I,II 

3年次 情報数学III,IV、情報解析I,II、多変量解析、
情報理論、計算科学III,IV,V、符号理論、
コンピュータネットワーク、計算機工学
III,IV、マルチメディア工学I,II、制御理論、
パターン認識基礎、リモートセンシング工
学

4年次 卒業研究、コンピュータグラフィックス、ヒ
ューマンインタフェース

カリキュラム（主な専門科目） 教育研究領域一覧
［情報基盤工学］

情報システム、計算機システム、コンピュータ
ネットワーク、情報数理、情報圧縮、セキュリ
ティ、暗号理論、計算科学、システムソフトウェ
ア、大規模高性能数値計算、情報可視化

［情報処理工学］
人工知能、パターン認識、音声認識、信号処理、
自然言語処理、視覚情報処理、画像解析、画像
理解、コンピュータグラフィックス、質感工学、
福祉情報工学、ユーザインタフェース、AR技術、
リモートセンシング

対戦型ロボット製作に関するプロジェクト実験の様子

※このデータは、改組前の情報画像学科卒業生のデータを集
計したものです。
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早い段階で工学部への進学は決めていましたが、自分が将来

携わる分野としてどのコースを選択するべきか、非常に悩みま

した。最終的にはインターネットやゲーム等が好きだったこと

から、情報工学コースを志望することにしました。

「高校に比べれば、大学は楽勝だ」なんて入学する前は正直

思っていました。実際は、そんなことは決してありません！物理・

数学は高校よりも難解になりますし、様々なことを自己責任で

行わなければなりません。油断していると痛い目を見ます（現

に見ました。）。それでも、興味のある分野ですから、厳しいなが

らも、たいへん面白いです！

また大学では、サークルに入ったり、バイトを始めてみたり、休

暇を利用して遠くへ旅をしてみたりと、様々な体験ができます。

それまで関わりのなかった地域・他学部の人々と交流すること

は、新しい学びにもつながります。

受験に向け、辛いこと苦しいことが数多くあることと思います。

ですが、それを乗り越える価値があるほど、大学生活は本当に

楽しいです！

髙見澤　真央
TAKAMIZAWA Manaka
情報工学コース

長野県出身　長野県立上田高等学校

学生メッセージ

運輸・情報通信業56％
製造業12％
公務員12％
卸売・小売業4％
不動産業4％
サービス業4％
その他8％

運輸・情報通信業56％
製造業12％
公務員12％
卸売・小売業4％
不動産業4％
サービス業4％
その他8％

運輸・
情報通信業
56%

製造業
12%

公務員
12%

卸売・小売業4％
　不動産業4％
　　サービス業4％
　　　その他8％

進路 X 業種別就職先
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園芸学部
Faculty of Horticulture

園芸学部では、「理論と実践」を旨とする千葉

大学園芸学部の伝統を踏まえながら、食と緑

の専門職業人として社会の変化や技術の進歩

に対応するため、自ら目標を立てて、高い倫理

性を持ちながら、主体的に行動し、生涯にわた

って学修を継続できるとともに、食と緑に関す

る社会的文化的位置づけを理解し、専門的な

能力を使いながら、地球社会と地域社会の継

続的発展に寄与できる人材の養成を目指して

います。このような人材を育成するために、次の

ような入学者を求めています。

食と緑の国際総合学部

千葉大学園芸学部
入学者受入れの方針

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 と々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。

千葉大学園芸学部  松戸市松戸648

http://www.h.chiba-u.jp
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園芸学科の求める人物像

植物の生産に関する諸問題や生物学的現象

に広く関心を持ち、先端的栽培技術やバイオ

テクノロジー、植物を取り巻く生態系や物理

的・化学的環境の管理や分析など、様々な

専門知識や技術を幅広く学び、それらを社

会で生かそうとする意欲がある人

応用生命化学科の求める人物像

生命のしくみや生体分子の機能を探求する

のに必要な知識・理論・技術を修得し、生命

現象の理解や生物資源の利用、さらには食

品・環境・健康に関する課題を見いだし、そ

の解決に意欲的に取り組める人

緑地環境学科の求める人物像

人と自然が共生する豊かで持続的な環境を

保全し創造するために、緑地環境に関わる

解析や、計画・設計、施工・管理・運営に関わ

る知識や技術を身に付け、発展させる意欲

のある人

食料資源経済学科の求める人物像

国際化した現代社会における食料および

農村資源や環境の役割と意義について学

び、21世紀における社会のあり方と個人の

役割を考え、社会科学の知識を生かして積

極的に行動する意欲のある人

・

・

・

・

食・緑・健康をテーマに多様な
課題に取り組む

「園芸」という言葉からイメージされるのは花

や野菜の栽培、造園といった限られた分野か

もしれません。しかし、千葉大学園芸学部が網

羅するのは、「食・緑・健康」に関する幅広く、深

い領域です。「園芸」「応用生命化学」「緑地環境」

「食料資源経済」の４学科に７つの教育プロ

グラムが設けられています。私たち人類が直面

する、食料や資源、開発、環境、健康、生命など

多様な課題に取り組むための学びがあります。

1
国際交流を通じて、広い視野を
持つ人材を育成

園芸学部がテーマとする食料や環境の課題は

日本のみならず世界規模のものです。本学部で

は、海外の大学や研究機関との交流を積極的

に進めるとともに、学生に対しても海外への交

換留学や語学研修を後押ししています。現在で

は18カ国36大学と交流協定を締結。また、本学

部は国際的にも評価が高く、海外から188名が

留学しています（2018年5月1日現在）。海外へ

の留学や外国人留学生との交流を通じて、広い

視野を身に付けられるのも千葉大学園芸学部

の特徴です。

具体的な課題に取り組む教育
プログラム制度

園芸学部では教育プログラム制度を採用して

います。入学後にまず基礎的な力を養ったうえ

で、２年次後期に７つの教育プログラムから専

攻を選択し、具体的な研究課題に取り組んで

いきます。教育プログラムは、少人数による実

習や演習、専攻研究が中心。教員の目が行き届

く少人数体制で、課題を設定し解決する柔軟

な能力を養っていきます。また、大学院での研

究とも連動しているので、より専門的な能力を

途切れ ることなく高められます。

2 3

「食と緑」の領域に好奇心を持って取り組

み、新しい発見と創造にチャレンジする意欲

のある人

高等学校までに学ぶべき事柄を幅広く修得

している人

入学後の学修において必要となる基本科目

に関する基礎学力を有している人

他者と協力して物事に取り組むのに必要なコ

ミュニケーション能力と学力を有している人

専門技術者として、グローバルな視点、地域

の視点に立って社会に貢献する熱意のある人

1.

2.

3.

4.

5.

千葉大学園芸学部の教育の特徴

園芸学部各学科の求める人物像
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1年次 園芸学セミナー、基礎化学A、生物学A、栽
培・育種学概論、生物生産環境学概論、農
場実習I

2年次 技術者倫理、植物生理学、園芸植物繁殖
学、果樹園芸学総論、花卉園芸学総論、蔬
菜園芸学総論、遺伝学、育種学、作物学総
論、農業気象・環境学、植物環境工学、ポス
トハーベスト工学、植物保護学、土壌学、
植物 栄養学、植物病学総論、昆虫学、化学
生態学、農場実習II

3年次 細胞遺伝学、落葉果樹栽培論、花卉開花
制御論、植物環境制御学、微気象学、植物
病理化学、害虫防除論、栽培育種学実験、
栽培・育種学専門実習、生物生産環境学
実験、生物生産環境学専攻実習

4年次 専攻研究

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。

カリキュラム(主な専門科目) 園芸学科プログラム一覧
（2年次に選択）

[栽培・育種学プログラム]
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、バイオテ
クノロジー、およびそれらの総合知識を体系的
に修得し、園芸生産のエキスパートを育成しま
す。
[生物生産環境学プログラム]
作物生態系の基盤である気象および土壌を学
び、そこに生息する植物、昆虫、微生物等の知
識を持ち、施設農業およびフィールド農業の環
境を幅広く理解し、理工学的、生物学的、化学
的な素養を合わせ持って植物生産環境の創
生・管理ができる人材を育成します。

進路 X 主な就職先

学部

カゴメ、ヤンマー、サカタのタネ、ヤマサ醤油、

オハヨー乳業、エバラ食品、大分県農業協同組

合、成田市役所、石川県庁

大学院

味の素、日本食研ホールディングス、ニチレイ

フーズ、井関農機、ＪＡ全農、長野県庁、千葉県

庁、静岡県庁

進路 X 主な進学先

47% 進学率 

千葉大学大学院園芸学研究科

進路 X 業種別就職先

花の形を決定している遺伝子の発現の調査

施設栽培におけるトマト栽培試験

実験材料の皇帝ダリアの栽培

製造業（食品・化学・その他）22％
サービス業19％
種苗・農業15％
卸売・小売15％
情報通信業11％
公務員11％
その他7％

製造業（食品・化学・その他）22％
サービス業19％
種苗・農業15％
卸売・小売15％
情報通信業11％
公務員11％
その他7％

製造業
（食品・化学・その他）

22%

サービス業
19％

種苗・農業
15％

卸売・小売業
15％

情報通信業
11％

公務員
11％

その他7％

私の実家は果樹農家です。幼いころから両親の働く姿を間近

で見ながら生活してきました。そのおかげか、自然と植物に対

して興味・関心を持ち、もっと詳しく学んでみたいと考え、この

千葉大学園芸学部園芸学科を受験しました。この学科を選択

したのは、植物に関して深く学ぶことができ、さらに自分の身に

付けた知識が少しでも農業を営む両親の助けになればいいと

考えたからです。

大学では自ら選択し、行動しなければ何も得られないままあっ

という間に4年間が過ぎてしまいます。千葉大学は自分にやる

気があれば学校が手厚くサポートをしてくれます。例えば留学

プログラムが充実しており、私自身も一度タイへの留学を経験

しています。今後も熱帯果樹について学ぶため、東南アジア諸

国への留学を考えています。大学での学びは自由です。卒業に

必要な単位をきちんと取っていれば、他に自分の好きなことを

学ぶことができます。大学ではそのための時間や設備も充実し

ています。千葉大学を志望する高校生の皆さんには、大学に入

学したらぜひ自分の学びを追求してほしいと思います。

花田　沙緒里
HANADA Saori
園芸学科

青森県出身　青森県立五所川原高等学校

学生メッセージ
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1年次 生命技術者倫理、応用生命化学セミナ
ー、物理学の世界、基礎化学A、基礎化学
B、生物学A、化学基礎実験I、化学基礎実
験II

2年次 有機化学、食品化学、生物化学、酵素化
学、バイオインフォマティクス、基礎微生
物学、分子生物学、分析化学、植物代謝
工学

3年次 栄養化学、生物資源利用学、環境微生物
学、生物有機化学、畜産物利用学、食品衛
生学、生体高分子化学、分子生体機能学、
食品製造実習、応用生命化学専攻実験、
食品栄養学実験、分子生物学実験、生物
化学実験、微生物工学実験、植物分子機
能学実験、バイオインフォマティックス実習

4年次 専攻研究

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。

カリキュラム(主な専門科目) 応用生命化学科教育プログラム
１年次前期に開講される応用生命化学セミ
ナーでは、教員１名に対し、学生４~５人という少
人数のセミナー形式をとり、課題を通じて一般
教養を学び、さらにプレゼンテーション、議論す
る力を養います。１～２年次に一般教養および
化学や生物に関係する専門基礎科目を学びま
す。３年次ではさらに専門性の高い科目と実験
を中心としたプログラムを組んでいます。４年次
は各研究室に分かれ、指導教員のもとで卒業
研究を行い卒業論文を完成させます。

進路 X 主な就職先

学部

富士通、千葉製粉、千葉銀行、宮城県庁

大学院

明治、資生堂、リコーＩＴソリユーションズ、日

新製糖、文京区役所

進路 X 主な進学先

69% 進学率 

千葉大学大学院園芸学研究科

進路 X 業種別就職先

製造業（食品関係）29％
卸売・小売29％
建設業14％
公務員14％
その他14％

製造業（食品関係）29％
卸売・小売29％
建設業14％
公務員14％
その他14％

製造業
（食品関係）
29%

建設業
14%

公務員
14%

その他
14%

卸売・小売業
29%

応用生命化学科の特徴は、生物化学を中心とした幅広い研究

分野にあります。植物に限らず、食品、微生物、遺伝子の領域か

ら、身近かつ重大な環境・健康問題を解決する専門知識や研

究技能を取得することが出来ます。よって学べる事柄も範囲も

非常に自由かつ豊富で、私の探求心に飽きが来ることはありま

せんでした。

また、この学科の生徒は１学年30人程度であるため授業や実

験で協力し合うことが多く、それゆえに自ずと強いチームワー

クが形成されました。そして、個性的な先生方も日々の授業や

研究をサポートして下さり、私たちの知識を更に深く豊かなも

のへと仕上げてくれます。

自分自身の可能性を広げたい人、生命現象をもっと深くまで

理解したい人、人類が直面する問題を解決したい人、様々な意

思・目的を持つ人々を、応用生命化学科は歓迎します。

矢田　優佳
YADA Yuka
応用生命化学科

千葉県出身　千葉県立船橋高等学校

学生メッセージ

応用生命化学科でおこなっている遺伝子解析や動物
実験
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公務員38％
教育・研究24％
造園・緑化・環境14％
製造業（食品・電気・その他）5％
卸売・小売5％
その他14％

造園・緑化・環境14％

公務員38％
教育・研究24％

造園・緑化・環境14％
製造業（食品・電気・その他）5％

卸売・小売5％
その他14％

公務員
38%

教育・研究
24％

製造業（食品・電気・その他）5％
　卸売・小売業5％
　　その他14％

1年次 統計学A、物理学A1入門、基礎化学A、生
物学I、地学概論A、植物形態分類学、緑
地環境学セミナー、緑の環境を育む

2年次 都市緑地学、庭園デザイン学、緑地植物
学、緑地福祉学、緑地土壌学、群落生態
学、環境植栽学、緑地環境管理学、都市計
画学、造園学原論、自然環境保全学、緑地
環境学原論、環境ガバナンス論、ランドス
ケープ空 間表現学、インタープリテーショ
ン論

3年次 緑地環境工学、緑地環境情報学、森林管
理学、景観生態学、風景計画学、ランドス
ケープ設計論、園芸療法論、健康科学、樹
木医学、環境文化史学、地域再生計画学、
フィールドコラボレーション、安全管理・野
外救命法、 GIS利用論、都市緑化技術学、
流域環境工学

4年次 専攻研究

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関わる技術者、環境NPOのメンバーなどとし

ての活躍が期待されます。

カリキュラム(主な専門科目)

進路 X 主な就職先

学部

NTT都市開発、長谷工コーポレーション、阪急

不動産、国際航業、国土交通省、農林水産省、

林野庁、栃木県庁、山梨県庁、千葉市役所

大学院

大成建設、日本設計、戸田建設、日立フーズ＆

ロジスティックシステムズ、国土交通省、品川

区役所

進路 X 主な進学先

39% 進学率 

千葉大学大学院園芸学研究科

進路 X 業種別就職先緑地環境学科プログラム一覧
（2年次に選択）

[環境造園学プログラム]ランドスケープ空間の設
計、風景保護、都市や農山村の環境再生・整備の
ために、自然と共生する生活環境を美しく構成・
管理する理論と技術を学びます。
[緑地科学プログラム]フィールドワークを基礎に
して、緑地に生ずる諸過程のモデリング、緑地建
設、自然環境管理のために、緑地環境の形成や
自然再生の理論と技術を学びます。 
[環境健康学プログラム]園芸療法やアロマセラ
ピー等の療法的・福祉的な植物の利用、医療福
祉施設の緑化、薬用資源植物、環境教育などに
ついて理論と技術を学びます。

野外での都市緑地調査実習

もともとは動物の方が好きでした。しかし、大学からは動物中

心ではなく、植物を中心にした学習をすることで植物も好きに

なれ、生き物に対する新たな見方も手にできると考えて、園芸

学部を選びました。樹木、森林管理、植物生態学、都市緑化、土

壌等について学んでいます。

今最も興味があることは熱帯植物です。1年のときに沖縄、タイ

に行ったことがきっかけです。これから中国最南端の植物園で

インターンシップを行い、その後マレーシアに留学し、熱帯雨

林について学んできます。

大学は高校と違って、自分で興味があることを見つけ、行動す

る必要があります。悩むこともありますが、高校時代には見えな

かった世界が広がっています。大学に入ったからといって安心

せず、蓄えてきた知識、新しく学ぶことを最大限に生かし、有意

義な大学生活を送ってください。

菊地　達郎
KIKUCHI Tatsuro
緑地環境学科

埼玉県出身　東京都立青山高等学校

学生メッセージ
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1年次 食料資源経済学セミナー、農業経
済学概論、開発ミクロ経済学、農業
経営学、農場実習(基礎)、比較農業
環境論

2年次 応用統計学、フードシステム学、経
済数学入門、国際マクロ経済学、農
村社会学、農場実習（充実コース）、
園芸ビジネス論、アグリフードビジ
ネス論、国際農村ジェンダー論

3年次 食品マーケティング論、消費者行動
論、食品産業組織論、フードシステム
学演習、資源環境経済学演習、国際
農業開発論、資源計量経済学、農村
開発経済学、国際農業マネジメント、
国際農村ジェンダー論

4年次 卒業研究、専門演習１、専門演習２

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。

カリキュラム(主な専門科目) 進路 X 主な就職先

学部

日本政策金融公庫、千葉銀行、イオンリテー

ル、リコーリース、ビデオリサーチ、日本アクセ

ス

大学院

国際協力機構（JICA）、全国酪農業協同組合連

合会

進路 X 主な進学先

6% 進学率 

千葉大学大学院園芸学研究科

進路 X 業種別就職先食料資源経済学科教育プログラム

１年次には普遍科目に加え、基礎的な専門科

目を学びます。２年次から本格的に専門科目を

学びます。必修科目は農産物や食料の生産・流

通・消費の実態を学ぶ科目と、経済学を中心と

した社会科学の基礎を学ぶ科目により構成さ

れています。インターンシップや社会人講師科

目を通じて、食と農・環境問題に携わる人と組

織に触れることもできます。４年次には自ら卒

業論文のテーマを設定し、データ収集と分析を

行い、論文をまとめます。

卸売・小売業50％
金融・保険業29％
製造業（食品・機械）7％
情報通信業7％
その他7％

卸売・小売業50％
金融・保険業29％

製造業（食品・機械）7％
情報通信業7％
その他7％

卸売・小売業
50%

金融・保険業
29％

製造業（食品・機械）7％
　情報通信業7％
　　その他7％

私が食料資源経済学科を志望した動機は、食品の安全性や食

品表示による人の消費行動などを学びたかったからです。入

学前に松戸キャンパスを訪れたときは、緑が多く、先生方も穏

やかな印象でしたが、今でもそれは変わりません。

この学科の良いところは、法政経学部や園芸学部他学科の授

業を取ることが可能なことです。幅広く勉強できる環境が整っ

ているため、自分の関心があることを掘り下げることができま

す。また、まだ将来の目標が決まってない人でもやりたいこと

が見つけやすいと思います。現在学んでいて面白いと感じた

授業は、柏の葉キャンパスで行われる農場実習です。食品の

生産・加工・流通・消費に至るフードシステムを学習するにあ

たって、生産者の立場を知ることは、とても新鮮な経験になり

ました。

食やそれに関わる環境、経済に興味がある人にオススメの学

科です！

藤代　杏澄
FUJISHIRO Asumi
食料資源経済学科

千葉県出身　千葉市立稲毛高等学校

学生メッセージ
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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。
 

千葉大学医学部 千葉市中央区亥鼻1-8-1

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

中山 恒明先生

食道がん外科治療の世界

的パイオニア。シカゴの国

際外科ミュージアムに業績

が展示されている。

川崎 富作先生

乳幼児の急性熱性皮膚粘膜

リンパ節症候群を発見。「川

崎病」と名づけられ、新疾患

として国際的に認められた。

多田 富雄先生

世界的免疫学者で抑制性

（制御性）T細胞の発見者。

また、新作能や多くの優れ

たエッセイの著作で有名、

文化功労者。

医学部
School of 
Medicine

次世代の医療を担う
エキスパートを育成する

千葉大医学部の先人たち

CHIBA UNIVERSITY 2018-201976
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学習成果基盤型教育
（Outcome-based Education）

本学部では、医学生が卒業時に到達する学習

成果を3つ掲げ、それらを達成するのに必要な

36の具体的な能力（コンピテンシー）を６年間

で段階的に向上させる順次性のあるカリキュラ

ムを導入しています。卒業時学習成果（アウトカ

ム）は次の3つです。①医学的知識・技能を理論

と根拠に基づいて応用し、適切な判断と医療が

実践でき、生涯にわたり自らの能力を向上させ

ることができる。②医療制度を適切に活用し、

社会および医療チームの中で医師としての役

割を果たし、患者中心の医療を実践できる。③

科学的情報を批判的に吟味し、新しい発見と創

造のための論理的思考と研究を行える。

臨床医だけでなく、
基礎研究の人材を育成

医学の発展や教育には、患者に直接対応する

臨床医だけでなく、基礎研究分野の専門家が

必要です。本学部では教育機構の改革を行い、

「研究医枠」を設けました。入学後、研究医を

目指す学生に早い段階から専門的な知識を学

ぶ機会を提供するとともに、奨学金を提供し学

生が研究に専念できる環境を整えていきます。

また、臨床と基礎研究が融合したかたちの講

座も設け、学生がバランスよく学べるカリキュ

ラムも盛り込まれました。

薬学や看護の学生と共に
学ぶ亥鼻 IPE

亥鼻キャンパスには医学、薬学、看護学とい

う医療の中心を成す３学部が集まっていま

す。2007年からは３学部の学生が具体的な課

題や実習を通じて共に学ぶIPE（Interprofe

ssionalEEducation、専門職連携教育）をスタ

ート。2017年度からは工学部の学生（一部コー

ス、3年次のみ）も参加しています。入学当初か

ら共に学ぶことで、互いの専門職の重要性を

理解し、尊重する精神とともに、「チーム」として

の総合力による医療を行っていくコミュニケー

ション能力を身に付けられます。

本学部は、140年余もの長き歴史の中で先達から引き継がれてきた伝統ある千葉

医学の教えの下、国内外で活躍する医師・研究者を輩出しています。“begin.con-

tinue”は、偉大な先達の一人、食道がん外科治療の世界的パイオニアである中山

恒明先生が残した言葉「まず始めること、始めたら止めないこと」、即ち「誰よりも先

んじて始め、始めたら諦めない、最後までやり抜く」という千葉医学の教えの1つを

表しています。

1

3

2

千葉大学医学部の教育の特徴

医学部長

中山 俊憲
NAKAYAMA Toshinori

“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。

千葉医学(CHIBA MEDICINE)
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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ともに学ぶIPE（2017年度より工学部の学生

も参加）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。

千葉大学医学部附属病院、他大学医学部附属

病院、船橋市立医療センター、国保市立松戸病

院、国立病院機構千葉医療センター、千葉市立

青葉病院、成田赤十字病院、横浜労災病院、国

保直営総合病院君津中央病院

主な初期研修先

カリキュラム(主な専門科目)

医学部では基礎学力があり、健康で多様性に

富んだ次のような資質を兼ね備えた人を求め

ています。

創造性に溢れた論理的な思考のできる人

高い倫理観と強い使命感を持つ人

世のため人のために誠心誠意尽くすことの

できる人

将来の日本および世界の医学をリードする

ような高い志を有する人

千葉大学医学部
入学者受入れの方針

1.

2.

3.

4.

医師国家試験合格率

平成29年度
第112回医師国家試験合格率 

平成28年度
第111回医師国家試験合格率 

平成27年度
第110回医師国家試験合格率 

95.0% 

95.3% 

96.6% 

1年 2年 3年

普遍教育科目群

数学、物理学、化学
ヒューマンバイオロジー
導入PBLテュートリアル

チーム医療Ⅰ
遺伝分子医学

スカラーシップ・ベーシック
医学英語Ⅰ

普遍教育科目群
生命倫理演習
チーム医療Ⅱ
組織学総論

生化学
肉眼解剖学

発生学
神経科学

生理学

スカラーシップ・ベーシック
医学英語Ⅱ

基礎医学ゼミ
組織学
免疫学

医師見習い体験実習
チーム医療Ⅲ
病理学総論
ウイルス学

細菌学
寄生虫学

薬理学
臨床病態治療学Ⅰ

臨床入門Ⅰ
臨床テュートリアルⅠ

病理学各論
スカラーシップ・アプライド

医学英語Ⅲ

高難度外科手術
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臨床医学実習

研究医養成プログラム

本学部では、学生の国際的視野を広げ、医学教育の国際化に寄与するこ

とを目的に、2007年に米国のイリノイ大学シカゴ校医学部、2010年にトー

マスジェファーソン大学医学部、そして2012年には韓国のインジェ大学医

学部との間で学部間交流協定を締結し、臨床実習の単位互換を行う交換

留学を数多く実施しています。2014年からはさらに地域が広がり、タイの

マヒドン大学、ドイツのライプチヒ大学やシャリテ医科大学など、今後、ま

すます海外協定校との連携が強まり、臨床実習留学および研究留学の機

会が多くなることが見込まれます。

海外協定校との連携

当センターは、初歩から高度専門医療に対応する数多くのシミュレータ

を揃える、国内でも有数の規模を誇る施設です。診療の現場で必要とな

る医療面接や身体診察、医療技術を模擬患者やシミュレータを利用して

安全に、かつ、繰り返しトレーニングすることができ、４年生は臨床現場

に出る前に基本的な手技を、臨床実習中の 5、6年生はより難しい手技の

トレーニングを行っています。

医学研究院附属クリニカル・スキルズ・センター

医療の質を維持するためには、現在減少しつつある研究医の養成が課題

となっています。本学部では、2008年度より6年一貫の「スカラーシップ・プ

ログラム」を導入し、配属先の研究室での研究、抄読会、カンファレンス等

に参加したり、各自の研究テーマを決めて研究を遂行し研究発表や論文

作成等を行ったりするなど、研究医を目指す学生のために6年を通じたカ

リキュラムを用意するとともに、奨学金制度を設けて経済的な側面からも

支援しています。

千葉大学医学部附属病院は、病床数835、１日約２千人の外来患者が利

用する首都圏の医療を支える総合病院です。附属病院では、医学部学生

の臨床実習のみならず、多くの医療、看護、福祉系学生の教育研修と医

師の卒後研修を行っています。また、新しい治療法や高度先進医療の研

究・開発などを通じて、患者さんのあらゆるニーズに応えられる先進的・

意欲的な病院を目指しています。

医学部附属病院

4年 5年 6年

衛生学
公衆衛生学

法医学
医療経済情報学

チーム医療Ⅳ
臨床病態治療学Ⅱ

臨床入門Ⅱ
臨床テュートリアルⅡ
共用試験CBT・OSCE
共用試験CBT・OSCE

スカラーシップ・アドバンスト
医学英語アドバンスト

コアCC（臨床実習）

スカラーシップ・アドバンスト
医学英語アドバンスト

アドバンストCC（臨床実習）
地域医療実習

スカラーシップ・アドバンスト
医学英語アドバンスト

私が医師を目指したきっかけは高校一年生の時の曾祖母の

死にありました。医療が発達することで曾祖母のように苦しむ

ことなく亡くなっていく人が増えればいいと考えていました。い

ざ大学に入学すると高校生までの自分には知りえなかった医

師像が沢山あり、この大学での勉強を通して自分が本当にやり

たいことを見つけていこうと考えるようになりました。現在は専

門的な科目の勉学に励むとともに、関東医療系大学ダンスサ

ークル(通称UDM)という集団で他の大学の人と一緒に日々ダ

ンスを楽しんでいます。ダンスと勉学の両立は大変に感じるこ

ともありますが、自分が本当に勉強をしたかった場所で自分が

好きなことをしながら、将来にむけて努力することができる今

の環境の中にいられることができ、私はとても幸せです。

國富　美由
KUNITOMI Miyu
医学科

東京都出身　筑波大学附属高等学校

学生メッセージ

新外来棟ホスピタルストリート 附属病院での実習風景
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薬学部 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。

千葉大学薬学部 

千葉市中央区亥鼻1-8-1

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

 「創薬研究者・薬剤師」を
育成する

CHIBA UNIVERSITY 2018-201980
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６年制の薬学科と
４年制の薬科学科を設置

千葉大学薬学部では6年制の薬学科と4年制

の薬科学科を設置しており、各入試で配属され

る学科が異なります。前期日程入試の入学生

は学科を決めずに一括入学します。後期日程

入試の入学生は4年制の薬科学科に配属され

ます。推薦入試の入学生は6年制の薬学科に配

属されます。前期日程入試の入学生は2年間を

かけて進路を考えたうえで3年次進級時に学

科選択を行いますが、その際、本人の希望並び

に専門科目と英語の成績によって振り分けま

す。

1 年次から他学部の
専門職と学べる亥鼻IPE

薬学部のある亥鼻キャンパスには、千葉大学

の医療系の3学部が集まっています。３学部は

合同で「亥鼻IPE」を実践しています。IPEとは

InterprofessionalIEducation（専門職連携教

育）のことで、薬 学、医 学 、看 護の学 生たち

（2017年度より工学部の学生も参加）がチー

ムを組みながら医療現場での協力関係を養え

る実習に取り組んでいます。実習は1年次から

スタートしますので、医療現場に携わるか、研

究職に進むかを判断するうえでも大きな材料

となります。

問題を発見し、
解決する論理的な思考を鍛える

大学に入るための受験勉強には答えがありま

す。しかし、薬学部で行う研究では、学生自らが

仮説を立て、それを検証していきます。そのため

には、既存の考えを鵜呑みにせずに、「本当に

そうなのだろうか?」と問いかける習慣が大切

です。さらに、自分の学説を他者に理解しても

らうには、論理的に説明する能力も必要です。

薬学部ではすべての教員が学生たちの論理的

な思考を鍛えることに力を入れ、学生の問題

解決能力の育成に努めています。

1

2

3

千葉大学薬学部の教育の特徴

薬学部長
石橋 正己

ISHIBASHI　Masami

“「くすりのサイエンス」の

専門家となり

人々の幸せに貢献しよう

”本学部は創立120周年をこえる歴史を

持つ日本有数の伝統ある薬学部です。

薬学科（6年制）と薬科学科（4年制）の

2学科からなり、両学科共通して、高度

な研究力を身に付けた「くすり」の専門

家の育成を行っています。薬学科では

研究能力と薬剤師の資格を生かし、指

導的立場に立つ薬剤師や教育・研究・

行政・医薬品開発等を担う薬学職業人

を養成します。薬科学科では、企業や

公的研究機関、大学等の第一線でグロ

ーバルに活躍する創薬・生命科学者を

養成します。薬学は人類の健康と福祉

に寄与することを目的とした総合的な

学問です。生命科学を究め、「くすりの

サイエンス」の専門家となって人々の

幸せに貢献したいという高い志を持つ

高校生の皆さんの入学を待っていま

す。
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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

専門職連携II
一般実習

有機化学I・II
物理化学I
生物化学I
分析化学I

専門職連携I
機能形態学

薬理学I
有機化学演習I
生物化学演習

平成29年度

第103回薬剤師国家試験合格率

95.12%

千葉大学薬学部
入学者受入れの方針

薬剤師国家試験実績

臨床の最前線で
高度医療を支える

６年制の薬学科では、病院や調剤

薬局、行政あるいは公衆衛生の分

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。

千葉大学医学部附属病院、国立がん研究セ

ンター中央病院、がん研有明病院、名古屋大

学医学部附属病院、東京都立多摩総合医療

センター、新松戸中央総合病院、厚生労働省 

成田空港検疫所、医薬品医療機器総合機構

（PMDA）、アステラス製薬、大塚製薬、GSKグ

ラクソ・スミスクライン、シミック、大日本住友製

薬、大鵬薬品工業、田辺三菱製薬、日本曹達、

日本調剤、ポーラ化成工業、Meiji Seikaファル

マ、持田製薬

千葉大学薬学部では研究・学問を通じ人類の

健康や福祉の促進に貢献する人材の育成を目

指しています。

従って、薬学部は以下のような入学者を求めて

います。

1.探究心を持ち、既存の知識にとらわれず、論

理的に思考できる人

2.薬学の専門知識をいかした医療従事者や薬

学専門家を目指す人

3.将来大学院に進学し、生命科学や創薬科学

の研究をより深く学びたい人

上記に加え、薬学部薬学科は以下のような入

学者を求めています。

1.病院や調剤薬局、公衆衛生の領域で指導的

薬剤師を目指す人

2.薬剤師の資格をいかし、薬学の教育・研究・

行政、医薬品開発分野での活躍を目指す人

上記に加え、薬学部薬科学科は以下のような

入学者を求めています。

1.企業、研究機関や大学でグローバルに活躍

する薬学関連領域の研究者・専門家を目指

す人

2.最先端の生命科学や創薬科学の研究者を目

指す人

進路 X 主な就職先

進路 X 業種別就職先

進路 X 主な進学先

5% 進学率 

千葉大学大学院医学薬学府博士課程

カリキュラム
(主な専門科目)

病院実務実習（薬学科）

企業54％

病院・薬局41％

公務員3％

その他2％

企業54％
病院・薬局41％
公務員3％
その他2％

病院・薬局
41%

企業
54%

公務員3%
　その他2%

私が薬学部を目指したのは、薬の持つ「神秘性」への憧れでした。たった一粒、わずか数mg、小

指の先ほどのモノが身体に入るだけで、薬は様々な働きを示してくれます。そのような薬は一体

どのような構造なのか、どのように吸収され分布するのか、どこに働きかけて、どういった反応を

示すのか。薬の全てを理解するために、有機化学・薬物動態学・薬力学・薬理学など、様々な学

問を薬学部に入学してからとても楽しく学んでいきます。

千葉大学の前期日程入試では、３年次に薬学科・薬科学科を選択することができます。入学後

も、研究者になるか薬剤師になるか悩んでいる人は大勢います。まず２年間学んだ後に、適性

にあう自分の将来を選ぶことができる薬学部です。少しでも薬に興味を持っている高校生の皆

さんへ。一緒に薬学を学んでいきませんか？

峯　昌吾
MINE Shogo
薬学科

東京都出身　海城高等学校

学生メッセージ

1年次 2年次
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有機化学V・ 物理化学IV・V
薬剤学III・IV・ 専門職連携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・V
薬剤学III・IV・ 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

専門職連携III
臨床検査・診断薬学
薬剤師と地域医療

一般実習 他

衛生薬学III
専門職連携IV
病態治療学

医薬品臨床開発
特別実習

病態治療学
調剤学

薬物治療学I・II
薬事法規・薬局方・制度行政学

医療薬学
臨床薬学演習I・II・III

事前実務実習
専門職連携IV
衛生薬学III
特別実習I

病院実習
薬局実習
特別実習II

薬学特別演習I・II
特別実習III

薬科学科（4年制）

薬学科（6年制）

薬学科5年次に
病院・薬局での

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。

大学院医学薬学府修士・博士課程

（薬学科からの進学者を含む）

千葉大学大学院薬学研究院（教員）、大阪大

学大学院薬学研究科（教員）、国際医療福祉

大学薬学部（教員）、トロント大学（博士研究

員）、National Institute of Environmental 

Health Sciences（博士研究員）、サンパウロ大

学（博士研究員）、アステラス製薬、大塚製薬、

塩野義製薬、セントラル硝子、住友化学、第一

三共、大正製薬、大鵬薬品工業、田辺三菱製

薬、中外製薬、帝人ファーマ、日本化薬、日立化

成、医薬品医療機器総合機構（PMDA）

進路 X 主な就職先 進路 X 主な進学先

95% 進学率 

千葉大学大学院医学薬学府修士課程

私は高校生の時に有機化学を習って、この分野が好きになり興味を抱きました。また創薬に関

連したことを学びたいと思い薬学部を志望しました。そして、薬剤師というよりは研究をメイン

にしたいと思い薬科学科に進みました。薬学部では生物や化学などの基礎的なところから、臨

床に関することなど幅広い分野を学ぶことができるので、自分の興味を持てる分野を探すこと

ができます。私は3年間学んだ後も有機化学に興味を持っていたので有機化学系の研究室に

進むことを決めました。今後は研究室での生活が始まり、研究活動及び興味に特化したことを

学んでいくつもりです。また、千葉大学では部活動も盛んです。私も学業との両立を図りながら、

日々部活に打ち込んでいます。部活に入っている人は多いので両立しやすい環境にあると思い

ます。皆様の入学をお待ちしております。

柳川　麻衣
YANAGAWA Mai
薬科学科

東京都出身　都立西高等学校

学生メッセージ

3年次 4年次 5年次 6年次

授業風景

特別実習（薬科学科）
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平成29年度

98.8% 看護師

87.5% 保健師

100% 助産師

看護
学部
School of 
Nursing

千葉大学看護学部は、多様な人々との連携・

協働の中で、看護実践の根拠や看護専門職と

しての役割を明確にしながら社会の養成に積

極的に応え、人類の健康・福祉に主体的に貢 

献できるナース・サイエンティストの養成を目指

しています。看護学部は次のような資質を有す

る学生の入学を求めています。

確かな学力 : 学ぶことの中に面白さを発見

でき、柔軟な発想と論理的な思考の基礎と

なる学力を有している人

豊かな感性・主体性 : 相手の立場を思いや

ることができ、様々な人々と協力し合いなが

ら 主体的に行動できる人

高い志 : 幅広い問題意識を持ち、人々の健

康を支えるという側面から、看護の実践や研

究に 取り組みたいという意欲を持つ人

1.

2.

3.

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付け、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。

千葉大学看護学部

千葉市中央区亥鼻1-8-1

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

千葉大学看護学部
入学者受入れの方針

国家試験合格率
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理論と実践で「看護とは何か」
を問いかける

看護職は、病気や障がいのある人々が本来持

っている力を回復し、自分で課題を解決できる

ように、支え、共に考える身近な支援者です。社

会が複雑になるにつれて、明らかな問題だけ

でなく、潜在的なあるいは今後予測される問題

をも理解する鋭い洞察力やコミュニケーション

能力が求められています。千葉大学看護学部

では、講義や演習を通して看護の本質や専門

知識・技術を学び、様々な領域の実習によって

これらを学修していきます。

医療系3学部が共に学ぶ亥鼻
キャンパス

看護学部の学生は2年次まで週の半分ほどを

西千葉キャンパスで学びます。様々な分野を専

攻する学生との交流は人間理解を深める大き

な機会となります。亥鼻キャンパスでは、看護

学・医学・薬学の医療系3学部の学生たちが共

に学んでいます。2007年からスタートした「亥鼻

IPE」では、医学・薬学の学生（2017年度より工

学部の学生も参加）との実習を通じて他の専

門職を理解し、連携する力を身に付けるととも

に、看護とは何かを考える機会を得ます。

大学院で専門性を究める

４年間の学部では、看護職に関する総合力のあ

るゼネラリストを目指しますが、千葉大学にはよ

り専門的に学び、スペシャリストになるための大

学院看護学研究科看護学専攻（博士前期・博士

後期）、共同災害看護学専攻（5年一貫制博士課

程）も設置されています。大学院では各分野の専

門研究とともに、看護において対象者の「文化」

を感じ、理解する重要性を研究する「文化看護

学」にも取り組んでいます。管理職に就く現役の

看護職が修士号を取得するための「システム管

理学専攻」も設置されています。

1 2 3

千葉大学看護学部の教育の特徴

看護学部長
中村 伸枝

NAKAMURA　Nobue

“人と人との対話を大切に

人は言葉・表情・態度で対話する

”高校生の皆さんの多くは、IT機器を活用

してコミュニケーションをしていると思

います。友人とは絵文字やスタンプを見

るだけで気持ちが共有できることも多い

でしょう。看護の対象となる方とのコミュ

ニケーションはどうでしょう。看護では、

五感を用いて、対象となる方の話や声の

大きさ、表情、姿勢、態度などから心や身

体、生活のようすを感じとりケアに生かし

ていきます。知らない相手を理解しようと

するときには、相手の反応を見ながら言

葉を選んで話しますし、ある程度の時間

も必要ですね。速いことや効率が求めら

れる現代ですが、人と人との対話を大切

にして毎日を過ごすことが看護に役立つ

と思います。

人間の健康生活を
科学する
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IPE授業風景

IPE授業風景

千葉大学医学部附属病院、千葉県こども病
院、東京大学医学部附属病院、国立がん研
究センター東病院、東京医科歯科大学医学
部附属病院、東邦大学医療センター大森病
院、東京医科大学病院、慶応義塾大学病院、
東海大学医学部付属病院、葛飾赤十字産
院、柏厚生総合病院、国立国際医療センタ
ー病院、石巻赤十字病院、なごみの陽 訪問
看護ステーション、NTT東日本関東病院、神
奈川県立こども医療センター、横浜市立市
民病院、千葉市、山梨県、栃木県

形態機能学Ⅰ（人体構造学）
形態機能学Ⅱ（人体生理学）

代謝栄養学Ⅰ（生化学）
病態学Ⅰ（病理学）

病態学Ⅱ（微生物学・免疫学）
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
専門職連携Ⅰ
看護学原論Ⅰ
看護学原論Ⅱ

看護実践と研究Ⅰ
健康自主管理演習

1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。

カリキュラム(主な専門科目)

進路 X 主な就職先

進路 X 業種別就職先

進路 X 主な進学先

6% 進学率 

千葉大学大学院看護学研究科、

千葉大学医学薬学府医科学専攻

看護師75%

保健師18%

助産師7%

看護師75 %
保健師18 %
助産師7 %

看護師
75 %

保健師
18 %

助産師
7 %

幼い頃から看護職に憧れを持っていて、2011年に発生した東

日本大震災で被災したこともあり、救急・災害医療の分野で、自

分の経験を生かせる看護師になりたいと思っていました。千葉

大学は国立大学で唯一の看護学部で歴史もあるので、看護実

践に使う技術だけではなく、看護学とはどういう学問なのかと

いう本質を学ぶことができて、将来役立つのではないかと進学

を決めました。

大学入学後は、学部の異文化交流演習を履修しタイを訪問し

たり、自ら機会を見つけ発展途上国で医療ボランティアを行っ

たりしています。この目で様々な医療の現場を見ることで本当

に沢山の学びを得ることができています。もちろん、附属病院

などで行われる看護実習で学ぶことの多さは言うまでもなく、

友人と支えあいながら学びを深めています。

千葉大学だからこそ学べることを、一緒に学び、吸収しましょ

う！

千葉　美乃里
CHIBA Minori
看護学科

岩手県出身　岩手県立大船渡高等学校

学生メッセージ
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３年次より看護学の専門科目を

学びながら、「臨地実習」を通し

て看護実践能力を磨いていきま

す。実習は、１グループ５～６名程

度に分かれ、医学部附属病院を

はじめ、保健所や介護保険施設

などで行います。

実習

前期

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（10月~6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

看護基盤実習（9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。

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。

2年次 3年次 4年次

形態機能学実習（２年次）

注：上記の実習日程は、2018年度入学者のものです。

ユニホームを着用した演習

Global Health and Nursing Ⅱ
形態機能学実習

代謝栄養学Ⅱ（栄養学）
薬理学

病態学実習Ⅰ（病理学）
病態学実習Ⅱ（微生物学・免疫学）

保健学Ⅰ（環境保健学・保健統計学）
保健学Ⅱ（疫学）

保健情報学
保健医療福祉制度論

専門職連携Ⅱ
専門職連携Ⅲ

看護基本技術Ⅰ
（心身アセスメントと生活援助）

看護基本技術Ⅱ（療養援助）
看護教育学

母性看護学概論
母性看護方法

母性の健康障害と看護

小児看護学概論
小児の健康障害と看護

成人看護学概論
健康障害と看護Ⅰ（急性期・終末期）

老人看護学概論
健康障害と看護Ⅱ

（慢性期・リハビリ）
健康教育論

精神看護学概論
地域看護学概論
地域看護方法

訪問看護学概論
看護実践と研究Ⅱ

看護職のキャリア発達と
プロフェッショナリズム

看護理論演習
Global Health and Nursing Ⅰ

助産概論

保健学演習
専門職連携Ⅳ

看護倫理
看護教育学演習（問題解決過程）

小児看護方法
看護基本技術Ⅲ

（成長発達アセスメントと援助技術）
成人看護方法
老人看護方法
精神看護方法

看護基本技術Ⅳ（地区活動）
訪問看護実習

社会資源と看護マネジメント
看護管理学概論

看護実践と研究Ⅲ
助産診断学
助産ケア学Ⅰ
助産ケア学Ⅱ

看護学セミナー
看護実践と研究Ⅳ（卒業研究）

統合実習
災害と地域看護活動

老人看護実践論
発達障害看護学

エンド・オブ・ライフ・ケア看護実践論
看護政策論

助産ケア学Ⅲ
助産業務管理
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学部 学科・課程 教員免許 資格等

国際教養
学部 国際教養学科 学芸員資格の取得

司書資格の取得

文学部 人文学科

行動科学コース 中学校1種（社会）
高校1種（公民）

学芸員資格の取得
司書資格の取得
社会調査士資格（社会調査協会認定）の取得

歴史学コース 中学校1種（社会）
高校1種（地理歴史）

日本・ユーラシア文化コース 中学校1種（国語）
高校1種（国語）

国際言語文化学コース 中学校1種（英語）
高校1種（英語）

法政経
学部 法政経学科 学芸員資格の取得

司書資格の取得

教育
学部

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

小学校1種
中学校1種（国語、社会、数学、理科、音楽、
美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語）
高校1種（国語、地理歴史、公民、数学、
理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、
保健、家庭、工業、英語）
特別支援学校1種（知・肢・病）
幼稚園1種
養護教諭1種

学芸員資格の取得
司書資格の取得
社会教育主事資格の取得
保育士資格の取得（幼稚園教員養成課程入学者のみ）
※教育学部では改組を予定しているため、2019年4月以降入学

者の取得可能免許・資格に変更がある予定です。

理学部

数学・情報数理学科 中学校1種（数学）
高校1種（数学、情報）

学芸員資格の取得物理学科
化学科
生物学科

中学校1種（理科）
高校1種（理科）

地球科学科 中学校1種（理科）
高校1種（理科）

学芸員資格の取得
測量士補資格の取得
JABEE技術士試験の一次試験免除

工学部 総合
工学科

建築学コース

中学校1種（理科）
高校1種（理科、情報）
※工学部総合工学科では、所属コースによっ

て在学中の教員免許状取得が難しい場合が
あります。

一級建築士受験資格（所定の単位修得及び実務経験を要す）
二級建築士及び木造建築士受験資格（所定の単位修得を要す）
インテリアプランナー登録資格（2年の経験を要す）
技術士試験の一次試験免除

都市環境システムコース 一級建築士受験資格（所定の単位修得及び実務経験を要す）
二級建築士及び木造建築士受験資格（所定の単位修得を要す）

デザインコース

機械工学コース

医工学コース

電気電子工学コース

電気通信主任技術者の学科試験「電気通信システム」免除
第一種電気主任技術者の学科試験免除（資格取得には所定の
実務経験履歴が必要）
第一種陸上無線技術士の学科試験「無線工学の基礎」免除

物質科学コース

共生応用化学コース 危険物取扱者（甲種）受験資格（2年次から）
毒物劇物取扱責任者資格の取得

情報工学コース

園芸
学部

園芸学科
中学校1種（理科）
高校1種（理科、農業）

学芸員資格の取得
食品衛生管理者資格の取得（応用生命化学科）
食品衛生監視員の受験資格（応用生命化学科）
危険物取扱者（甲種）の受験資格
樹木医補資格の取得
JABEE技術士試験の一次試験免除（緑地環境学科）

応用生命化学科

緑地環境学科

食料資源経済学科 高校1種（農業）

医学部 医学科 医師国家試験受験資格

薬学部
薬学科 薬剤師国家試験受験資格

薬科学科

看護
学部 看護学科 看護師及び保健師国家試験受験資格

選択により助産師国家試験の受験資格も取得可能

学部別取得可能免許・資格一覧

CHIBA UNIVERSITY 2018-201988

※�各学部において取得可能な教員免許については、現在、教職課程認定及び再課程認定申請中です。そのため、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期等が変更になる
可能性があります。
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医療の世界では、患者さんの自己決定や多様性を
尊重する「患者中心の医療」が重要とされています。
その実現のために、医療に携わる専門職は、自ら考
え、行動するとともに、異なる専門職と互いの価値
を尊重しつつ、共通の価値を創り出し、ともに目的
に向かっていく連携実践の能力を獲得する必要があ
ります。千葉大学の医学部、薬学部、看護学部、工

学部（医工学コース）では、4学部の必修科目とし
て「専門職連携教育（IPE）」を実施しており、医療
系学部が集まる亥鼻キャンパスの名をつけて、「亥鼻
IPE」と呼んでいます。亥鼻IPEでは、これら医療に
不可欠な「自律した医療組織人」に必要な能力を養
成しています。

看護学部 工学部薬学部医学部
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4学部合同で学ぶ必修科目。

ミックスグループ学習
各学部から1 名ずつの 3 〜 4 人
でグループを形成し、グループ単
位の実習を行います。グループメ
ンバー同士のディスカッションや
全体討論を通じて、コミュニケー
ション能力の向上を図り、学習の
成果を上げていきます。

アクティブ・ラーニング
講義よりも実習や演習による体験
型の学習が中心です。主体的に
課題に取り組むとともに、発表
会で学習の成果を共有していきま
す。

リフレクション
自己評価やグループ評価によっ
て、体験から学んだことを、次の
行動に生かしていきます。リフレ
クションシートやポートフォリオを
作成しながら、学習の成果を定
着させていきます。

亥鼻IPEはココがちがう！

積み上げ式の総合教育プログラム

医学、薬学、看護学、工学の4学部が連携したIPE
（Interprofessional�Education）は、異なる専門職が互い
を尊重し合いながら、対等の立場で、互いから学び、互
いのことを学んでいくプログラムです。亥鼻IPEは、Step1
〜Step4の4段階で構成される1年生から4年生までの積み
上げ式の総合教育プログラムです。学生は学部混成のグ
ループを構成し、演習・実習を通して協働して課題に取り
組むことにより、自律しつつ連携する姿勢と能力を修得し
ていきます。さらに2015年からは選択授業として一人の患
者さんを医・薬・看の3学部でチームを組んで受け持つ診
療参加型IPEを臨床実習で開始しました。

患者・サービス利用者の
理解とコミュニケーション能力

「患者会」の方から体験談を聞いたり、３学部の学生で

構成する3〜 4名のチームで、協力病院の患者さんから

お話を聞きます。また、患者の人権・安全や薬害などに

関する歴史的なトピックを教材に学び、これらの体験か

ら患者・サービス利用者中心の医療とは何かについて討

議しまとめます。これらの演習の中で他学部の学生と円

滑にコミュニケーションできる能力を身に付けます。

専門職連携による
診療・ケア計画の立案

模擬患者さんの協力を得て、退院ま

でのシミュレーションを行います。模

擬患者さんに面接して退院支援計画

を作成し、附属病院の専門職からの

コンサルテーション、模擬患者さんか

らのフィードバックを得つつ、3 学部

の専門力を統合しながら、患者さん

の希望に沿った最善のプランを作成

していきます。

専門職間の
対立の理解と解決

専門職は、治療やケアの方針や対処方法をめぐっ

て対立することがあります。豊富な教材を使って、

グループ内で議論することにより、対立の分析と

解決のための態度、知識、技能を学びます。

チームを形成する各職種の
役割・機能の理解とチームビルディング

医療・保健・福祉の現場を見学し、その現場での各職

種の役割や専門職連携の実際を学びます。見学後、理

想のチームとは何かを学生同士で考え議論を深めます。

患者・サービス利用者を中心とした医療・保健・福祉

のかたちを学生自らが創り出す学習をします。

STEP
4

STEP
3

STEP
2

STEP
1

STEP 4

統合

STEP 3

解決

診療参加型
IPE

（選択）

STEP 2

創造

STEP 1

共有

亥
鼻
I
P
E（
専
門
職
連
携
教
育
）
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先進科学プログラムは、高校2年修了後に大学に入
学（春入学）または高校3年9月から入学（秋入学）
し、早くから科学分野の専門的な勉強を進めるこ
とで、将来、独創性の豊かな科学者・研究者になり、
世界に羽ばたく若者を育てるものです。プログラ
ムでは1年次から独自の授業を用意しており、選抜

された学生は学部学科でのカリキュラムに加えて
これらの授業を履修します。卒業生たちは国内外
の大学院で学び、研究機関や民間企業で活躍して
います。「飛び入学」や「飛び級」は世界各国で採
用されており、若い才能を発掘し、科学者の育成
において実績を残しています。

学生メッセージ

先進科学プログラム

5つの
関連分野

2019年度より
生物学にも
分野拡大

先進科学プログラムには、「物理学関連分野」「化学関連分野」「工学関連分野」「植物生命科
学関連分野」「人間科学関連分野」の5分野があります。入学後は、分野ごとに理学部、工
学部、園芸学部、文学部に属します。それぞれの学部学科で指定された教養科目、語学科
目、専門基礎科目、専門科目を履修するとともに、先進科学セミナーなど、本プログラム
独自のカリキュラムを4年間にわたり履修します。各学年には担任の教員がつき、学生の学
習面や生活面でアドバイスをしながら、徹底した個別指導を行っていきます。

2019年度より、新たに理学部生物学科が生物学関連分野において飛び入学を開始します。
DNAやタンパク質を用いたミクロレベルの内容から、細胞・個体、生物集団・環境・進化といっ
たマクロレベルの内容まで生命の不思議を多元的に学び、国内外で生物学分野の科学と産
業の発展に貢献できる人材の育成に取り組みます。

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。

工学部 園芸学部理学部文学部
先進科学プログラムとは

工学の多様な研究領域で、これまでにな
い新分野を開拓できる研究者や技術者を
養成します。その分野は、応用物理、応
用化学、電気、情報、医工学、機械、建築、
デザイン、都市環境など多岐にわたります。

工学
関連分野

物理学は、自然現象の奥にある普遍的な
法則を探る学問です。研究対象は幅広く、
素粒子や原子核といったミクロの世界か
ら広大な宇宙空間にまで及びます。自然
科学の根幹をなす法則を深く理解し、研
究者を目指す学生のためのコースです。

物理学
関連分野

人間の心や社会・文化を自然科学の手法
で学びます。「自分はなぜ人間なのか ?」
という哲学的な問題を、情報処理の観点
から理解したり、物を見て解釈する仕組
みを目や脳の機能と関係づけて解明した
りするなど、新しい科学を対象とします。

人間科学
関連分野

化学は、日常生活で目にする物質から自
然の中の生命体に至るまで、物質や生命
の成り立ちや働きを理解する学問です。
化学先進クラスでは、化学に関して強い
好奇心と優れた資質を持ち、将来、研究
者を志す学生を求めています。

植物生命科学関連分野では、遺伝子やタ
ンパク質、糖質などの分子や、植物や微
生物、動物などの生物資源を対象として、
植物やそれを取り巻く多様な生物におけ
る生命現象のメカニズムや生体を構成す
る分子の機能を化学的・生物学的手法を
用いて探求する人材を育成します。

植物生命科学
関連分野

化学
関連分野
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16

16 17 20 21 22 23

 18 22 27 

通常のステップ高校

高校

1年 2年 1年 2年

秋飛び入学 早期卒業飛び入学

3年 1年

1年 2年 3年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 1年 2年 3年

2年 3年

大学

大学 修士課程

修士／博士課程

博士課程

先進科学プログラム最短のステップ

24 

す。これらに加え、入学後の学習環境が充実していることや担

当教員の面倒見の良さが他大学とは大きく異なる特色であ

り、奨学金制度や語学留学制度なども含めて、先進科学セン

ターの用意する多彩な機会を存分に活用し、少しでも早く研

究の扉を開けたい、という志を持った若者の応募を期待して

います。「鉄は熱いうちに打て」という格言にあるように、若い

才能を伸ばすには早すぎるということはないのです。

若い才能を大切に育てる

千葉大学の先進科学プログラムは1997年12月に第1回の入

学試験を実施して以来、数理科学の分野で優れた才能があ

ると認められ、早期に大学での勉学を望む若者を受け入れて

おり、2018年には第21期生を迎えます。2019年度には募集

分野を6分野14クラスに拡大予定であり、生物の分野にも手

厚くなります。近年では、物理コンテストや化学グランプリの

一次予選突破者には課題試験を免除するなど、受入方法を

広げており、是非積極的にチャレンジしてほしいと思っていま

先進科学プログラムでは、物理や化学をはじめとする特定の分野で優れた才能を持った
学生の力をさらに伸ばすため、独自の教育・研究システムを導入しています。科学者と
なる基礎を固め、知的好奇心を高める「先進科学セミナー」、外国語力を確認し、視野
を広げる「海外研修」、徹底した「少人数教育」、そして国際的な研究活動を展開する教
員から直接学べる機会などを通じて、学生たちが可能性を開花させるためのサポートを
しています。

先進科学プログラムがスタートしたのは1998年。1分野3名で
始まりました。以来、分野を拡大し続け、現在では5分野で実
施。卒業生は2018年3月現在で71名に上ります。その多くが
大学院に進学し、様々な機関で先端の研究に携わっています。
また、本プログラムは文部科学省から特別に支援されており、
今後も教育や研究環境の拡充が進められていく予定です。

（平成29年3月現在）

特徴 歩み

先進科学セミナー
本プログラムの学生は、特別に用意された「セミナー」を受講します。このセミナー
では教員と学生が対話する双方向型の教育を重視。その内容、基礎を固めるた
めの「先進科学セミナー」、幅広い教養を修得する「先進教養セミナー」、複数
の研究者が幅広い分野について講義する「オムニバスセミナー」、海外の研究者
による「先進国際セミナー」などがあります。

卒業時の進路

海外研修（先進研究キャリアパス派遣プログラム）

世界をフィールドに研究活動を展開するためには、外国の文化に親しみ、語学
を鍛錬することが必要です。本プログラムでは 1 年次または 2 年次に1カ月の
海外研修を実施。講義を聴くだけでなく、プレゼンテーションを行ったり、研究
機関を見学したりと貴重な体験が用意されています。個人的な経費以外はプロ
グラムが負担。3年次以上の学生に対しては研究目的の短期留学を支援する「先
進研究キャリアパス海外派遣プログラム」を設けています。

少人数教育
本プログラムの学生は、限りなくマンツーマンに近い少人数制の学生指導を1
年次から受けられます。教員は学生の学習の進度や理解度を正確に把握しなが
ら適切な指導を行っていきます。教員と対話しながら学べることで、学生は研
究者としての視点や考え方を体得でき、将来の進路を具体的に描きながら、関
心のある領域の最新動向についても身近に学べます。

第一線で活躍する教員に学ぶ
千葉大学は2014年度に文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」
にも採択されており、世界的な教育研究拠点として認められています。世界の
第一線で活躍する研究者から直接学べるのは、高度な研究領域を目指すうえで
大きなメリットと言えるでしょう。

志願者数と合格者の推移

9

29

13

30

先進科学センター長
髙橋 徹

TAKAHASHI Toru

17

2571

7

高校 2 年を終えて春入学
高校 3 年 9 月から秋入学

特別な教育で個性と知性を引き出す
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学部 修士課程(博士前期課程) 博士課程(博士後期課程)

融合理工学府
数学情報科学専攻

地球環境科学専攻

先進理化学専攻

創成工学専攻

基幹工学専攻

融合理工学府
数学情報科学専攻

地球環境科学専攻

先進理化学専攻

創成工学専攻

基幹工学専攻

看護学研究科
共同災害看護学専攻（5年一貫制博士課程）

医学薬学府
先端医学薬学専攻（４年博士課程）

先進予防医学共同専攻（４年博士課程）
先端創薬科学専攻（後期３年博士課程）

大学院研究科

教育学研究科
学校教育学専攻（修士課程）

高度教職実践専攻（専門職学位課程）

東京学芸大学大学院
連合学校教育学研究科

学校教育学専攻

教育学部

専門法務研究科
法務専攻（専門職学位課程）

法政経
学部

人文公共学府
人文科学専攻

公共社会科学専攻

人文公共学府
人文公共学専攻

文学部

医学部

医学薬学府
医科学専攻

総合薬品科学専攻

大阪大学院大阪大学・ 金沢大学・
浜松医科大学・千葉大学・福井大学

連合小児発達学研究科
小児発達学専攻

薬学部

 看護学研究科
看護システム管理学専攻（修士課程）

看護学専攻

 看護学研究科
看護学専攻

看護学部

理学部

工学部

園芸学研究科
環境園芸学専攻

園芸学研究科
環境園芸学専攻

園芸学部
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教育学研究科は、高度専門職業人ならびに

教育学研究者を養成する目的で設置されま

した。修士課程は、1専攻5系を設け、教育の

諸問題を科学的・実践的視点から捉え、学

際的なアプローチによって問題に的確に対

応できる人材の育成を目指しています。さら

に、現職教員のリカレント教育の一層の充

実を図ることにより、教育の現場と教育学と

の架橋を図ることも目指しています。また、

高度教職実践専攻ーいわゆる教職大学

院ーでは、今日の社会の状況の変化に伴

う課題を幅広い視点から捉え対応ができる

実践的指導力や、学校・教師集団が機能的・

効果的に活動できるようなマネジメント力

を一層磨くとともに、高度な専門的知識を

体系的に学び、リーダーとして活躍できる教

員の養成を目指します。

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

[修士課程：学校教育学専攻]
教育発達支援系
横断型授業づくり系
言語・社会系
理数・技術系
芸術・体育系

[専門職学位課程：高度教職実践専攻]
スクールマネジメント分野
学校教育臨床分野

修士課程
専門職学位課程

人文公共学府は、文学部、法政経学部の２

学部を基盤とし、博士前期課程と博士後期

課程から構成される学際・融合型の大学院

です。博士前期課程は、人文科学専攻、公共

社会科学専攻の２専攻から構成され、人文

社会科学系の多様な学問領域を網羅すると

ともに、公共学的視点に立脚した教育を提

供・推進していきます。博士後期課程では、

人文公共学専攻の１専攻のみとすることで、

公共学的視点を基盤とする実践的で学際・

融合的な研究教育の実現を図ります。

人文公共学府は、公共学的視点（学際性・国

際性・実践性・社会性）を身に付ける教育カ

リキュラムを通じたグローバルとローカル

の社会的課題解決能力、広い教養と専門性

の深化に基づく課題発見力、グローバル社

会及び地域社会との対話力・発信力、多様

な課題を解決する実践力を育成することで、

新たな社会の課題を解決する「次世代型グ

ローバル人材」を養成します。

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

[博士前期課程]（2専攻）
人文科学専攻
　基盤文化コース
　多文化共生コース
　教育・学修支援コース

公共社会科学専攻
　公共学コース
　経済・経営学コース
　Economics�in�English�コース

[博士後期課程]（1専攻）
人文公共学専攻
　人文科学コース
　公共学コース
　社会科学コース

博士前期課程
博士後期課程

専門法務研究科は、修業年限3年の未修者

コースと、2年の既習者コースからなる専門

職大学院で、学部や既存の大学院とは別個

の組織を持った独立研究科であり、一般に

法科大学院と呼ばれています。法科大学院

では、理論と実務の架橋を目指した高度専

門教育を行うことにより、裁判官・検察官・

弁護士等の法律実務家を養成することを目

的としています。法を創造的に運用する能力

を養成することを目指すため、具体的事例

に法を適用する事例研究と討論形式の授業

方法が中心となります。また、カリキュラムも

伝統的な法律科目と実務科目の有機的組

合せを内容としているため、スタッフも法学

研究者と裁判官・検察官・弁護士・行政職経

験者等の実務家から編成されています。本

研究科の特色は、高度の専門知識と柔軟な

思考力を持った人間性豊かな法曹を養成す

るために、入学定員を40名とし、充実したス

タッフによる少人数教育を徹底している点

にあります。本研究科の修了者には法務博

士（専門職）の学位が授与され、司法試験の

受験資格が与えられます。

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

専門職学位課程

修了生の司法試験�合格者数
2006年〜2017年

累計285人
（累積合格率62.09％）
全法科大学院中11位

人
文
公
共
学
府
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融
合
理
工
学
府

理学と工学の協奏的教育を加

速し、両者を俯瞰できる高度な

理工系人材を育成します。

[数学情報科学専攻]
数学・情報数理学コース
情報科学コース
[地球環境科学専攻]
地球科学コース
リモートセンシングコース
都市環境システムコース
[先進理化学専攻]
物理学コース
物質科学コース
化学コース
共生応用化学コース
生物学コース
[創成工学専攻]
建築学コース
イメージング科学コース
デザインコース
[基幹工学専攻]
機械工学コース
医工学コース
電気電子工学コース

博士前期課程
博士後期課程

2017年度から、理学、工学、融合科学に分か

れていた理工系大学院教育組織を「融合理

工学府」に統合し、理学・工学の区別なく、関

連の深い分野ごとに5専攻16コースに再構

成しました。これは、一つの専門分野を掘り

下げるだけでなく、関連分野も俯瞰できる理

工協働能力を有する人材を育成するためで

す。各分野（コース）の高度な専門教育に加

えて、同一専攻内の他コース科目あるいは

理工系共通科目の履修を促すことにより、特

定専門分野に軸足を置きつつも、関連分野

出身者と協働できる人材の育成を目指して

います。前期課程の修了者には修士（学術、

理学、工学）、後期課程の修了者には博士

（学術、理学、工学）の学位が授与されます。

また、「大学院先進科学プログラム」という前

期後期一貫の学位プログラムを創設し、後

期課程まで進学を希望する優秀な学生に、

種々のサポートと、その研究能力を伸ばすた

めの専門分野の枠を超えた教育プログラム

を提供します。特に優秀な学生には早期修

了が容易なプログラムとし、主に、産業界に

おける先導的研究人材を養成します。

園芸学研究科は、食料資源に関する課題や

健康・福祉を含む広範囲な環境科学に関す

る園芸学領域の専門分野の深化はもとより、

自然科学のみならず社会科学・人文科学を

も含む文理融合的なアプローチによって、学

際的、国際的に幅広い視野から教育・研究を

行っています。本研究科では、研究者、科学技

術者を育成することを目的としており、関連

する専門分野の学識を深化させ、高度の専

門性を有する職業人や研究者を目指す学生

を求めています。近年、学術研究は専門ごと

にますます細分化・専門化され、各専門分野

の境界領域や学際領域にわたる研究の必要

性が高まっています。そこで、自然科学系研究

科（理学、工学、融合科学など）とも連携し、

社会の多様な課題に応えうる学際的、実践

的な研究を推進しています。園芸学研究科

は、前期2年、後期3年の博士課程の研究科で

あり、環境園芸学専攻の3コース（生物資源

科学、緑地環境学、食料資源経済学）から構

成されており、それぞれ学部での教育プログ

ラムと密接に連携し、一貫した教育・研究が

可能となるよう相乗効果を高めています。

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

[環境園芸学専攻]
生物資源科学コース　
緑地環境学コース　
食料資源経済学コース

博士前期課程
博士後期課程

医学薬学府は、全人的視野に立った医療従

事者、医学・薬学両方の知識を持った専門

家や先端的生命健康科学に精通する研究

者等を教育・育成する目的で、従来の医学

研究科と薬学研究科を改組して設立された

全国で初めての医学・薬学融合型大学院教

育組織です。2012年度に「免疫システム調

節治療学推進リーダー養成プログラム」が

博士課程教育リーディングプログラムに採

択され、難治性の免疫疾患（アレルギー、自

己免疫疾患、がん、心血管疾患等）に特化し

た新規治療法を開発する「治療学」推進リー

ダーの養成も目指しています。本学府には、

標準修業年限2年の修士課程並びに標準修

業年限4年の4年博士課程および標準修業

年限3年の後期3年博士課程があります。修

士課程は、「医科学専攻」、「総合薬品科学専

攻」の2専攻があり、4年博士課程は、医学系

と薬学系の授業科目を融合した「先端医学

薬学専攻」、千葉大学・金沢大学・長崎大学

による3大学共同大学院「先進予防医学共

同専攻」、後期3年博士課程には薬学系に特

化した「先端創薬科学専攻」があります。本

学府の修士課程の修了者には、修士（医科

学、薬科学）の学位が、4年博士課程修了者

には博士（医学、薬学）の学位が、後期3年博

士課程修了者には博士（薬科学）の学位が

授与されます。

全国で初めての医学・薬学融合

型大学院

[修士課程]（2専攻）
医科学専攻
総合薬品科学専攻
[4年博士課程]（2専攻）
先端医学薬学専攻
先進予防医学共同専攻
[後期3年博士課程]（1専攻）
先端創薬科学専攻　

修士課程
4年博士課程
後期3年博士課程
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大阪大学大学院
大阪大学
金沢大学
浜松医科大学
千葉大学
福井大学

後期3年博士課程

博士課程

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

[看護学専攻]
（博士前期課程・博士後期課程）
高度実践看護学
高齢社会実践看護学
健康増進看護学
地域創成看護学
文化看護学
専門職育成学
看護政策・管理学

[看護システム管理学専攻]（修士課程）
病院看護システム管理学
地域看護システム管理学
ケア施設看護システム管理学
実践看護評価学
継続教育・政策管理学

[共同災害看護学専攻]
（5年一貫制博士課程）
災害看護学

博士前期課程
博士後期課程
修士課程
5年一貫制博士課程

博士課程では、看護職の行う実践の諸活動

に科学的根拠を与える基礎理論とその応用

を体系づけ、看護支援方法の研究・開発が

自立して推進できるナース・サイエンティス

トの育成を目指しています。なお前期課程で

は、5領域（母性、小児、がん、老人、精神）に

おいて専門看護師認定試験受験のための単

位を取得できます。独立専攻修士課程では、

看護を組織的、社会的に推進する人材養成

を理念とし、現職の看護管理者に対して、高

度問題解決能力および保健医療福祉の変

化に対応し変革的に行動する能力の開発を

目標としています。5年一貫制博士課程は、

高知県立大学、兵庫県立大学、千葉大学、東

京医科歯科大学および日本赤十字看護大

学による共同教育課程であり、安全保障の

進展に寄与するため、高度な実践能力かつ

研究能力を兼ね備え、学際的・国際的指導

力を発揮する災害看護グローバルリーダー

を養成することを目標としています。

本研究科の博士前期課程および修士課程の修了者は

「修士（看護学）」、博士後期課程および5年一貫制博

士課程の修了者は「博士（看護学）」の学位が授与され

ます。

連合大学院「連合小児発達学研究科」は

2009年度にスタートしました。「子どものこ

ころの発達研究センター」が整備した基盤の

もとに、「子どものこころの障害」に科学的知

識をもって対応できる専門的な人材を養成

するため、医学、心理学、保健学／看護学、

教育学など、異なる出身履歴を持つ学生が

共に学び研究しています。センターは「人材

育成」と「こどものこころの障害の原因解明

と新規治療法の開発研究」を行う、医学系研

究科を母体として文理融合型の共通教育環

境を提供する「大阪大学大学院大阪大学・金

沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究

科」に設置されています。

2011年度からは、子どものこころの障害に

対し科学的基盤に基づいた認知行動療法に

よる治療を試みている我が国でも数少ない

機関である千葉大学と、子どものうつ病や養

育者・兄弟支援に対して教育研究を推進し

ている福井大学が参加、2012年度からは研

究科にも参加しています。

真に学際的で現在の社会の要求に応える研

究者、指導者層、高度専門家の育成を目指し

ています。

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

本研究科は、大学における教員

養成の充実と学校教育の発展

を目指して、我が国ではじめて

教員養成系大学・学部に設置さ

れた博士課程であり、東京学芸

大学・埼玉大学・千葉大学・横浜

国立大学を母体として構成され

る後期3年のみの課程からなる

独立研究科です。

この研究科の設置は、①教科教

育学を中心とする教員養成系大

学の研究後継者の養成、②学校

現場の経験を踏まえた教員養成

系大学教員の養成、③教育関係

専門職従事者の養成と高度な

研修機会の提供、④「広域科学

としての教科教育学」の諸点を

通じてこれらの課題に応えるも

のです。特に教科教育学の発展

を研究の主な目標とし、学校教

育の主要な部分である各教科の

教育の目的・内容・方法等の研

究を高度化します。さらに、学校

教育の場面で生じている課題の

解決を目指した現実的な研究を

活性化させ、学校教育のより一

層の充実に結びつく研究を展開

することを目標としています。

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

連
合
小
児
発
達
学
研
究
科

東
京
学
芸
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科
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T1

4
April

千葉大学入学式

5
May

T2

6
June

7
July

オープンキャンパス
夏季休業

T3

8
August

9
September

T4

10
October

千葉大祭
（西千葉キャンパス）
亥鼻祭

（亥鼻キャンパス）
戸定祭

（松戸キャンパス）
創立記念日11

November

T5

12
December

冬季休業

1
January

T6

2
February

3
March

千葉大学卒業式

ボルダリング部

硬式庭球部 水泳部

卓球部 バトミントン部

競技ダンス部

※この他にも各キャンパスで多くの団体が活動しています。

学生生活

●　キャンパスカレンダー ●　部活動・サークル（50音順）

体育会部活動 …… 47団体

体育会
合気会合気道部
アメリカンフットボール部
オリエンテーリング部
空手部
キャンピングツアー部
弓道部
競技ダンス部
剣道部
硬式庭球部
硬式野球部
ゴルフ部
男子サッカー部
女子サッカー部
山岳部
柔道部
少林寺拳法部
準硬式野球部
水泳部
スキー部
スケート部
セパタクロー部
漕艇部
ソフトテニス部

CHIBA UNIVERSITY 2018-201996

男子ソフトボール部
女子ソフトボール部
体操競技部
卓球部
徒歩旅行部
トライアスロン部
馬術部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
バドミントン部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
ハンドボール部
フットサル部
ボルダリング部
民族舞踊部
モダンダンス部
ヨット部
ライフル射撃部
ラグビー部
男子ラクロス部
女子ラクロス部
陸上競技部
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体育系サークル …… 44団体

OUT KROG（スキューバダイビング）
あるこう会（ハイク）
アルティメット同好会（フライングディスク競技）
あんばらんす
居合道研究会
WOOD STOCK（スノボー・スキー）
H.C.K（バスケットボール）
FC トラベッソ（フットサル）
おれんじes（バトミントン）
空手道同好会
CATS（テニス）
CUATT（スポーツトレーナーとしての資質育成）
くたびれもうけ（各種スポーツ）
硬式庭球サークル ｢あまりぃず｣
硬式テニス同好会「ダブルフォルト」
サイクリング部
soccer circle Naoto
サッカー同好会
SEA － WIND（テニス）
ジークンドークラブ
自動車部
JAM（バスケットボール）
ストリートダンスサークル DLC（ダンス）
相撲部
ソフトテニスサークル　エール
ダブルダッチサークルAX
千葉大学剣道サークル　志剣
千葉大学躰道部
千葉大学フェンシングサークル
千葉大学フロアボールクラブ
DEPORTE（各種スポーツ）
なぎなた同好会
軟式野球サークル　千葉サザン
二輪愛好会
燃焼系（バレーボール）
B.A.S.S.（バドミントン）
バスケットボール同好会
VERDE（バドミントン）
HOOP STAR（バスケットボール）
POTATO（テニス）
骨折り損のバレーボール同好会
MAYBE GOOD（テニス）
ライフセービングクラブ

（海浜にて監視活動及び救助活動）
Lips（チアリーディング）

文化系サークル …… 55団体

Art Publicity
アニメーション研究会
ALABAMA会
E.S.S.（英語）
囲碁部
インドネシア文化交流会
演劇部
お笑いサークル　P-RITTS
絵画同好会
カラー写真をつくる会
KIDS CLUB
競技かるた部
競技麻雀部
キリスト者の会
クイズ研究会ミルフィーユ
芸能同好会（古典芸能楽器演奏）
劇団NONNY
茶道部
C.D.C（千葉大学ディズニーサークル）
シネマウント・フィルム・パーティー
ジャグリングチーム　Possum
写真部
手話サークル「ウルトラマンの会」
障害者問題研究会「おにっこ」
将棋部
植物同好会
書道サークルぼくじる九思会
禅の会
第三文明研究会
たんぽぽ
地域教育研究会「こめら」
地域子ども研究会「あらぐさ」
チェス研究会
千葉大学サバイバルゲーム研究会
千葉大学推理小説同好会
ちば読。
ちばねこ
Chiba Robot Studio
釣部
鉄道研究会
TEDxChiba U
電子計算機研究会
人形劇サークル「かざぐるま」
のびのびの樹（子どもとの交流）
Fabric
Family（児童養護施設支援）
仏教哲学研究会
文藝部
縫製技術研究会
放送研究会
星を見る会
マジックサークル
マンガ研究会
模型同好会
落語研究会

音楽系サークル …… 20団体

アコースティックギターサークル　アンプラグド
ウボイコール（バンド活動）
合唱団
管弦楽団
カントリー＆ウエスタン研究会
ギター部
軽音楽部
コンフローレ室内合奏団
サウンドクリエイト研究会

（音楽の録音・制作活動）
サウンドハウス「ZOO」（バンド活動）
ショパンの会（ピアノ演奏）
吹奏楽団
紫千会（邦楽演奏）
千葉大学エレクトーンサークルえれちば
T.o.N.E.（アカペラ）
マンドリンクラブ
Music Society「道しるべ」（バンド活動）
モダンジャズ研究会
リコーダーアンサンブル
ROCK ＆ POPS 研究会AIM（バンド活動）

躰道部

志剣

紫千会

吹奏楽団NONNY

●　部活動・サークル（50音順）

※ 本案内掲載の学生写真の一部
に つ き ま し て は 本 学 文 化 系
サークル「写真部」の協力を
得ています。
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学生生活

● 学費

1年間に必要な学費

�
入学料 282,000円
授業料 年間 535,800円

半期 267,900円

※入学料は初年次のみ納入です。その他、学生保険互

助会費・学生教育研究災害保険等があります。

※入学料および授業料等の改定が行われた場合に

は、改定時から新入学料および新授業料等が適用さ

れます。

千葉大学正規学生は、入学料および授業料

免除の申請をすると、選考の上その費用の

全額若しくは半額が免除になる制度または

納入を猶予される制度を利用できます。この

制度には、❶入学料免除・❷入学料納入猶

予・❸授業料免除・❹授業料納入猶予・❺�

授業料月割分納等の制度があります。

❶ 入学料免除

入学前1年以内に、学資負担者が死亡、また

は本人若しくは学資負担者が風水害等の災

害を受け、入学料の納入が困難であると認

められる場合、またはこの内容に準ずる場

合

❷ 入学料納入猶予

経済的理由によって納入期限までに入学料

の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認め

られる場合。入学前1年以内に、学資負担者

が死亡、または本人若しくは学資負担者が風

水害等の災害を受け、納入期限までに入学料

の納入が困難であると認められる場合など

やむを得ない事情があると認められる場合

❸ 授業料免除

独立行政法人日本学生支援機構が定める

給付奨学生または給付奨学生採用候補者

である場合

経済的理由によって授業料の納入が困難で

あり、かつ、学業優秀と認められる場合。

入学前1年以内に、学資負担者が死亡、また

は本人若しくは学資負担者が風水害等の災

害を受け、納入期限までに授業料の納入が

困難であると認められる場合などやむを得

ない事情があると認められる場合

❹ 授業料納入猶予

経済的理由によって納入期限までに授業料

の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認め

られる場合。学資負担者が死亡、または本

人若しくは学資負担者が風水害等の災害を

受け、納入期限までに授業料の納入が困難

であると認められる場合などやむを得ない

事情があると認められる場合

❺ 授業料月割分納

経済的理由によって納入期限までに授業料

の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認め

られる場合。学資負担者が死亡、または本

人若しくは学資負担者が風水害等の災害を

受け、納入期限までに授業料の納入が困難

であると認められる場合などやむを得ない

事情があると認められる場合

学生寮は、ただ単に経済生活上の援助だけ

が目的ではなく、集団生活を通じて、社会人

としての人間形成に寄与する場であり、勉学

にふさわしい環境を提供し、良識ある学生と

しての生活を体験できるように建物・敷地等

を整備検討中です。

さつき寮

さつき寮
女子 34名

所在地：千葉市中央区亥鼻1-8-1

雄翔寮
男子 60名

所在地：千葉市中央区亥鼻1-8-1

松戸地区

浩気寮 女子 42名

所在地：松戸市松戸648 男子 20名

小仲台地区

薫風寮 男子 100名

所在地：千葉市稲毛区小仲台6-33-8 女子 70名

■　地区（所在地）毎に寮を設け、通学の利便

性・良好な勉学の環境作りに供しています。

しかし、入居の形態は様々で、寮によっては1

室に1人または2人部屋となっています。
■　入居者の選考は、例にとって説明します

と、学生の自宅からおおむね片道1時間以

上の通学時間を要する者等を対象に家計

状況等により選考を行い、入寮者を決定し

ます。
■　施設概況等につきましては千葉大学ホー

ムページでご確認ください。

● 入学料・授業料免除

● 学生寮
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住まい・アルバイト等を希望する場合には、

千葉大学内の生活協同組合で紹介していま

す。アパートの料金は条件により多少の差異

がありますが、おおむね次のとおりです。

32,000�円〜�60,000�円

（最多価格帯�40,000円）

千葉大生協の「住まい検索システム」

https://cbucoop.com/

また、3月には特設住まい紹介所を設けて

おり、現役の千葉大学生がアドバイザーとし

て、住まい探しをお手伝いしています。

● 住まい等の紹介

外国人留学生以外の学生対象

日本学生支援機構奨学金制度のほか、地方

公共団体、民間育英団体等の奨学制度によ

り、人物・学業ともに優れ、かつ、経済的理由

のため修学困難な場合は奨学金を申請す

ることができます。日本学生支援機構奨学

金の種類と貸与月額は、次のとおりです。

日本学生支援機構奨学金貸与月額

第一種奨学金

無利子

学部生

自宅通学者
20,000円
30,000円
45,000円から選択
自宅外通学者
20,000円
30,000円
40,000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

第二種奨学金

有利子

年利

3％上限

学部生

20,000円、30,000円
40,000円、50,000円
60,000円、70,000円
80,000円、90,000円
100,000円、110,000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

※専門法務研究科において150,000円を選択した場

合、40,000円または70,000円の増額貸与を受ける

ことができます。

給付　奨学金

学部生

自宅通学者
20,000円
自宅外通学者
30,000円

※給付・奨学金申請資格等につきましては、日本学生

支援機構ホームページを参照してください。

● 学生教育研究災害傷害保険

● 学生保健互助会

● 奨学金

私費外国人留学生対象

日本学生支援機構の学習奨励費や各種民

間奨学金給付の募集があります。これらの

奨学金に応募を希望する場合、毎年所定の

時期（新入生は入学手続き時）に登録を行

う必要があります。

正課中、学校行事中、課外活動中、通学中に

おける傷害事故および他人にケガをさせた

り、他人の財物を損壊したことにより、法律

上の損害賠償責任を負担することになった

場合、保険金が支払われます。本学では、全

員加入を前提としています。

�

本学には学生全員加入を前提とした学生保

健互助会があります。これは、疾病、負傷等

によって医療機関を受診した際の受診費用

の一部について相互に救済する制度です。
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［就職に関する相談］

毎週月〜金曜日（長期休業中は一部実施）

には専門のキャリアアドバイザーによる就

職相談を実施しています。「就職活動は何か

ら始めればいいのか？」「自己分析の方法

は？」「進学か就職か？」「就職活動がうまく進

まない」などちょっとでも悩んでしまったら、

ひとりで悩まないで相談してみませんか？

どんな些細な事でも相談できます。学年は

問いません。現在、就活中の方も、これから

就活を始める方もキャリアアドバイザーに

ご相談ください。

［学内ガイダンス］

就職支援課主催の就職ガイダンスが年間を

通し開催されています。開催場所は大学構内

のため空き時間に学生が気軽に参加するこ

とができる利点があります。また、園芸学部

の学生のために学部主催で松戸キャンパス

でも開催されています。就職ガイダンスは、

就職への意識づけと、就職について考え、自

己理解を深めるためのキャリア教育的なガ

イダンス、ビジネスマナーや自己PR術、公務

員ガイダンスや業界研究セミナー、模擬面

接講座など多種多様なものが開催されて

おり、学生に大変好評です。就職ガイダンス

一覧については、学務部就職支援課ホーム

ページをご覧ください。

● 就職支援

ユニキャリア（Uni�Career）

［千葉大学就職支援情報システム］

ユニキャリア（UniCCareer）は、千葉大学に

寄せられた企業からの求人情報を学内・自

宅を問わず検索・閲覧できるシステムです

（業種・職種・本社所在地など様々な検索

方法が可能）。また、就活セミナー予約、エン

トリーができるとともに学内における就職

ガイダンス開催情報の閲覧、就職相談の予

約が可能です。

［パソコンによる情報検索］

インターネットに接続可能なパソコンとプリ

ンターを設置しています。

学務部就職支援課ホームページ

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

［国家・地方公務員資料コーナー］

国家地方公務員の募集案内や説明会の情

報を、各省庁都道府県別のファイルで閲覧

することができます。募集案内については、

部数が多く届いた場合、こちらで入手するこ

とができます。

［U・Iターン情報コーナー］

U・Iターンを考えている学生のために、説明

会や地元企業紹介本などの資料を、都道府

県別のファイルで閲覧することができます。

［就職資料コーナー］

就職資料コーナーは、企業等からの求人票

はもちろん、就職に関する様々な資料を設

置していますのでぜひご利用ください。

［学内ガイダンス資料コーナー］

学内ガイダンスに参加できなかった学生の

ために、当日配布された資料を保存し、翌日

以降に配布しています（一部例外あり）。

［就活本貸し出し］

四季報、公務員試験問題集、業界研究など、

就職活動に欠かせない書籍などの貸し出し

を行っています。

［OBOG名簿の閲覧］

企業等から提供された情報を、専用パソコ

ンで見ることができます。閲覧には学生証が

必要となります。

［求人票の閲覧］

求人票ファイルは、企業、国家公務員、地方

公務員、警察官、教員、留学生採用、既卒者

採用、障がい者採用、インターンシップ等に

それぞれ分類されています。また、企業の採

用担当の方が直接千葉大学に持参した求

人票については、別ファイルで管理していま

す。就職活動の際は必見です！
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アクティブ・ラーニングゾーン

図書館や学生支援センターには、共同作業

やディスカッションなどができるグループ学

習のための空間があります。可動式の机と

椅子、自由に使えるホワイトボード、プレゼン

テーションに使えるプロジェクターなどが完

備されている場所もあります。�

ブックセンター［書店］

西千葉キャンパスのブックセンターは、専門

書や資格・検定関連の本を揃えたコーナー

と、一般書籍を揃えたコーナーに分かれて

います。特設コーナーでは、学生に関心の高

いテーマに関連した書籍を紹介しています。

学生食堂

各キャンパスにある学生食堂では、ランチや

軽食を、手頃な価格で提供しています。栄養

バランスが考えられたヘルシーなメニュー

からボリュームのあるメニューまで幅広く展

開。また、定期的に新メニューを投入するな

ど、様々な学生を満足させてくれます。

ライフセンター［売店］

文房具から食品まで揃えた売店が各キャン

パスに設置されています。西千葉キャンパス

の売店には、飲み物やお菓子から実験で使

用する白衣やゴーグルまで、また、焼きたて

パンを販売するコーナーもあり、多くの学生

でにぎわっています。

本学では、障害や疾患を持つ学生が他の学

生と同様に学ぶことができるよう、様々な支

援をしています。支援を希望する場合は、所

属学部・研究科等の学務係、または学生相

談室（障害学生相談担当）に申し出てくださ

い。はじめに担当者が詳しいお話を伺い、そ

の後、学生と教職員との話し合いにより、具

体的な支援方法を検討していきます。

［学生相談室］

学生相談室では、学生生活における相談を

なんでも受け付けています。勉強や進路、心

の悩み、人間関係など、学生生活上の様々

な不安や困りごとについて気軽に相談する

ことができます。また、どこに相談すればよ

いのか分からないといった場合にも利用で

きます。相談は、カウンセラーやグランドフェ

ロー、担当の教職員などが親身になって対

応しています。原則として、相談内容の秘密

は守ります。

● 障害学生支援 ● 厚生施設

● 学生相談
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［行事支援］

被災地支援の第２フェーズとして、継続的に

福島県の富岡町立小・中学校と連携・支援

をしています。避難のため離散している子ど

もたちのための「再会のつどい」や、豆まき

行事、富岡小・中学校との合同運動会など

を手伝っています。

高校までとは違い、大学ではクラスというも

のがありません。高校とは異なり、自分で決

めることが増える大学では、分からないこと

がたくさんあるため、不安も多くなると思い

ます。そんなとき、誰かにちょっと相談したい

などということもあると思います。私たちは

そんな時のために学部・学年を超えたつな

がりの場をつくり、話し合うことのできる環

境を提供しています。

＜主な活動内容＞

[カタリベカフェ]

カタリベカフェとは隔月ペースで開催してい

る、様々なテーマのもと飲み物を片手に参

加者同士で語り合うイベントです。

ぜひふらっとカフェに寄るような気分で参加

してください。

私たち学生スタッフは、あなたのボランティ

アをサポートする団体です。最新のボラン

ティア情報を掲示板やメールマガジンを用

いて発信、ボランティア未経験者が抱える疑

問や不安を解消するための相談、ボランティ

アツアーの企画・運営、また自らも積極的に

ボランティア活動に取り組んでいます。その

他にも様々な情報を掲載しておりますので、

ぜひ足を運んでみてください。

〈主な活動内容〉

・ボランティア情報の整理・提供

・各シンポジウム、イベント等への参加

・研修会、セミナー、ボランティアツアーの企

画、運営

・大学祭への参加

● ふれあいの環

｢ふれあいの環」とは、学生と学生、学生と教

職員が相互にふれあい、イベントなどを通じ

て総合的な人間力をゆっくり身に付けてい

く場所です。下記の６つの学生団体による学

生支援活動も企画・展開されており、皆さん

の修学生活を多様に総合的に豊かな学生

生活へとサポートしています。

｢学生コミュニティ支援団体ピア｣

「ボランティア活動支援学生スタッフ」

「ノートテイク会」

「キャリアポート」

「CISG（千葉大学国際学生会）」

「チャレンジドサポートみのり」

「ふれあいの環」の代表的な取り組みは、

2011年から行っている東日本大震災による

被災地の支援です。ボランティア活動を通し

た社会貢献の推進、学生の人間的成長の支

援を目的として活動しており、ボランティア

活動の企画・情報収集、希望者への情報提

供などを行っています。毎年、東北ボランティ

アツアーを実施しており、千葉大学でも大き

な取り組みとなっています。

主なボランティア活動

［ボランティアツアー］

「第１回千葉大学ボランティアツアー（宮城

県気仙沼市）」をはじめ、毎年被災地各地で

活動しています。過去には、農業支援、学習

支援、瓦礫の撤去や除草を行いました。他に

も、NPOやボランティアセンターなどの各種

団体と協力し、活動の幅を広げています。

  ● 学生コミュニティ支援団体ピア

● ボランティア活動支援学生スタッフ
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千葉大生が自分のキャリアに関心を持ち、

行動を起こすことにより、仕事・家庭・趣味・

学問・社会貢献など、自身の人生を総合的

に考え、それらに積極的にはたらきかける

“きっかけ”を提供します。

＜主な活動内容＞

学生だからこそできる就職支援

・内定者と語り合う「内定者座談会」

・内定者を知る「内定者インタビュー」

総合的に考えるキャリア形成

・自分を知る「自己分析ワークショップ」

・軌跡をまとめる

「ポートフォリオ活用セミナー」

・社会人に学ぶ「学内講演会」

CISGとは「Chiba�University� International�

Students� Group」の略で、国際教育センタ

ーの傘下の組織。イベントの運営、ボランテ

ィア等を通して様々な国からの留学生を支

援、交流しよう！という団体です。

＜主な活動内容＞

・新入留学生の入寮手伝い（4月、10月）

・Universal� Festivalの企画、運営（6月、12

月）

・大学祭での出店、留学生屋台の手伝い

（11月）

・チャットルームの運営、定期ミーティング、

合宿など各種イベント

  ● チャレンジドサポートみのり

体に障害を持ち、車椅子などを利用する学

生が、有意義な学生生活を送れるように支

援します。

＜主な活動内容＞

・車椅子使用者の移動や授業参加の支援

・学生生活にまつわる相談

・障害の理解促進のための広報・啓発活動

・勉強会などの実施

・学内バリアフリーマップの作成

大学のほとんどの講義では、教授は話すこ

とで情報を伝えます。けれども聴覚障害学

生には、この情報は伝わりません。講義を受

けているにもかかわらずです。そのため、情

報保障のサポートが必要になります。私たち

ノートテイク会は、聴覚障害学生とともに講

義に同席し、周りの音を文字にして見せるこ

とで情報保障をしています。

＜主な活動内容＞

・Universal�Festival

（CISGと共同のイベント）

・練習会、研修会、合宿

・大学祭にてポスター発表

・PEPNet-Japannシンポジウム（全国の大

学にあるノートテイク団体、情報保障団体が

集まるイベント）

● キャリアポート ● CISG（千葉大学国際学生会）● ノートテイク会



104 CHIBA UNIVERSITY 2018-2019

2018年度 一般入試実施状況（前期日程試験）

学部 学科・課程等 募集

人数

志願者数 志願

倍率

受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

国際教養学部
国際教養学科（通常型） 75 187 271 458 6.1 171 256 427 37 59 96 33 50 83
国際教養学科（特色型） 10 5 9 14 1.4 5 9 14 3 7 10 3 6 9
計 85 192 280 472 5.6 176 265 441 40 66 106 36 56 92

文
学
部

人
文
学
科

行動科学コース 49 94 90 184 3.8 90 89 179 28 27 55 28 26 54
歴史学コース 23 55 34 89 3.9 52 33 85 18 12 30 15 10 25
日本・ユーラシア文化コース 28 42 76 118 4.2 39 75 114 10 19 29 8 17 25
国際言語文化学コース 25 18 60 78 3.1 18 59 77 5 22 27 5 19 24
計 125 209 260 469 3.8 199 256 455 61 80 141 56 72 128

法政経学部 法政経学科 295 709 281 990 3.4 690 273 963 223 98 321 210 95 305

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科、社会科、算数科、理科、家
庭科、教育学、教育心理学、ものづ
くり・技術、小学校英語選修

164 211 265 476 2.9 200 257 457 79 100 179 74 98 172

音楽科選修 9 2 14 16 1.8 2 14 16 0    9 9     0 9 9
図画工作科選修 9 3 12 15 1.7 3 12 15 2 8 10 2 8 10
体育科選修 13 22 12 34 2.6 20 10 30 8 6 14 8 5 13
小計 195 238 303 541 2.8 225 293 518 89 123 212 84 120 204

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 7 8 17 25 3.6 8 15 23 2 6 8 2 6 8
社会科教育分野 7 22 4 26 3.7 21 4 25 5 3 8 4 3 7
数学科教育分野 8 22 10 32 4.0 21 10 31 4 4 8 4 4 8
理科教育分野 8 18 10 28 3.5 17 10 27 5 3 8 4 3 7
音楽科教育分野 5 2 10 12 2.4 2 8 10    0 5 5   0  5 5
美術科教育分野 5 4 8 12 2.4 2 8 10 2 3 5 2 3 5
保健体育科教育分野 8 14 5 19 2.4 13 5 18 6 2 8 6 2 8
技術科教育分野 5 13 8 21 4.2 12 8 20 3 3 6 3 3 6
家庭科教育分野 5   0  36 36 7.2    0 36 36 0    6 6  0   6 6
英語科教育分野 7 10 8 18 2.6 10 8 18 5 2 7 5 2 7
小計 65 113 116 229 3.5 106 112 218 32 37 69 30 37 67

特別支援教育教員養成課程 15 6 37 43 2.9 6 35 41 2 18 20 2 16 18
幼稚園教員養成課程 15 1 58 59 3.9 1 53 54 1 15 16 1 15 16
養護教諭養成課程 25   0  58 58 2.3     0 54 54 0    25 25 0    25 25
計 315 358 572 930 3.0 338 547 885 124 218 342 117 213 330

理
学
部

数学・情報数理学科 29 161 15 176 6.1 156 13 169 29 1 30 27  0   27
物理学科 23 104 10 114 5.0 98 10 108 23 2 25 23 2 25
化学科 31 141 59 200 6.5 133 52 185 27 8 35 24 7 31
生物学科 29 89 57 146 5.0 83 55 138 21 11 32 19 10 29
地球科学科 30 74 26 100 3.3 70 26 96 25 9 34 23 9 32
計 142 569 167 736 5.2 540 156 696 125 31 156 116 28 144

工
学
部

総
合
工
学
科

建築学コース 50 177 86 263 5.3 173 82 255 32 21 53 30 20 50
都市環境システムコース 38 85 24 109 2.9 81 24 105 29 13 42 28 13 41
デザインコース 44 113 82 195 4.4 108 74 182 30 22 52 30 21 51
機械工学コース 55 242 14 256 4.7 230 14 244 51 7 58 49 6 55
医工学コース 30 84 25 109 3.6 83 23 106 25 7 32 24 7 31
電気電子工学コース 55 278 14 292 5.3 272 14 286 58 3 61 56 3 59
物質科学コース 60 159 36 195 3.3 159 34 193 51 15 66 50 15 65
共生応用化学コース 70 126 52 178 2.5 125 52 177 56 22 78 55 22 77
情報工学コース 57 203 22 225 3.9 194 22 216 57 3 60 56 3 59

計 459 1,467 355 1,822 4.0 1,425 339 1,764 389 113 502 378 110 488

園
芸
学
部

園芸学科 44 74 56 130 3.0 72 55 127 27 28 55 25 28 53
応用生命化学科 20 24 40 64 3.2 21 38 59 7 19 26 6 18 24
緑地環境学科 40 80 58 138 3.5 78 55 133 30 23 53 27 21 48
食料資源経済学科 17 41 49 90 5.3 40 45 85 10 14 24 9 11 20
計 121 219 203 422 3.5 211 193 404 74 84 158 67 78 145

医学部 医学科 97 230 82 312 3.2 207 76 283 84 19 103 82 18 100
薬学部 60 178 209 387 6.5 171 190 361 32 36 68 32 32 64

看護学部 看護学科 49 12 169 181 3.7 11 160 171 2 54 56 2 53 55

合計 1,748 4,143 2,578 6,721 3.8 3,968 2,455 6,423 1,154 799 1,953 1,096 755 1,851
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2018年度 一般入試実施状況（後期日程試験）

2018年度一般入試合格者の新卒・既卒割合

学部 学科・課程等 募集

人数

志願者数 志願

倍率

受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

文
学
部

人
文
学
科

行動科学コース 15 82 100 182 12.1 36 41 77 5 12 17 3 10 13
歴史学コース 3 51 35 86 28.7 24 13 37 3 0    3 3    0 3
日本・ユーラシア文化コース 3 47 87 134 44.7 17 42 59 1 4 5 0    4 4
計 21 180 222 402 19.1 77 96 173 9 16 25 6 14 20

法政経学部 法政経学科 75 530 209 739 9.9 245 79 324 61 20 81 52 16 68

理
学
部

数学・情報数理学科 15 154 8 162 10.8 80 5 85 23 1 24 20 1 21
物理学科 12 100 16 116 9.7 42 5 47 17 2 19 15 2 17
化学科 8 119 29 148 18.5 52 8 60 14   0  14 8 0    8
生物学科 10 73 53 126 12.6 47 38 85 7 7 14 5 6 11
地球科学科 5 19 5 24 4.8 11 4 15 6    0 6 6 0    6
計 50 465 111 576 11.5 232 60 292 67 10 77 54 9 63

工
学
部

総
合
工
学
科

建築学コース 19 94 60 154 8.1 62 38 100 14 8 22 10 8 18
都市環境システムコース 14 130 38 168 12.0 62 16 78 15 0    15 13 0    13
機械工学コース 19 248 21 269 14.2 118 10 128 27 1 28 22 1 23
医工学コース 9 59 21 80 8.9 26 9 35 8 3 11 3 3 6
電気電子工学コース 19 211 10 221 11.6 109 6 115 19 1 20 15 1 16
物質科学コース 18 98 25 123 6.8 43 10 53 15 3 18 13 3 16
共生応用化学コース 24 131 44 175 7.3 63 17 80 19 5 24 13 5 18
情報工学コース 19 194 29 223 11.7 96 14 110 20 1 21 19 1 20

計 141 1,165 248 1,413 10.0 579 120 699 137 22 159 108 22 130

園
芸
学
部

園芸学科 12 63 48 111 9.3 36 24 60 7 5 12 3 5 8
応用生命化学科 7 44 39 83 11.9 25 17 42 7 2 9 5 2 7
緑地環境学科 17 48 65 113 6.6 29 30 59 6 13 19 6 11 17
食料資源経済学科 8 25 44 69 8.6 10 26 36 2 10 12 1 10 11
計 44 180 196 376 8.5 100 97 197 22 30 52 15 28 43

医学部 医学科 20 294 73 367 18.4 63 13 76 17 3 20 15 2 17
薬学部 薬科学科 10 101 61 162 16.2 48 27 75 11 4 15 7 4 11

合計 361 2,915 1,120 4,035 11.2 1,344 492 1,836 324 105 429 257 95 352

学部 学科・課程等 合格者数

計

新卒者 既卒者

人数 割合
（%）

人数 割合
（%）

国際教養学部
国際教養学科（通常型） 96 85 89 11 11 

国際教養学科（特色型） 10 10 100 0 0 

文
学
部

人
文
学
科

行動科学コース 72 57 79 15 21 

歴史学コース 33 29 88 4 12 

日本・ユーラシア文化コース 34 29 85 5 15 

国際言語文化学コース 27 22 81 5 19 

法政経学部 法政経学科 402 319 79 83 21 

教
育
学
部

小学校教員養成課程 212 173 82 39 18 

中学校教員養成課程 69 61 88 8 12 

特別支援教育教員養成課程 20 15 75 5 25 

幼稚園教員養成課程 16 16 100 0 0 

養護教諭養成課程 25 21 84 4 16 

理
学
部

数学・情報数理学科 54 38 70 16 30 

物理学科 44 26 59 18 41 

化学科 49 39 80 10 20 

生物学科 46 31 67 15 33 

地球科学科 40 20 50 20 50 

学部 学科・課程等 合格者数

計

新卒者 既卒者

人数 割合
（%）

人数 割合
（%）

工
学
部

総
合
工
学
科

建築学コース 75 45 60 30 40 
都市環境システムコース 57 47 82 10 18 
デザインコース 52 40 77 12 23 
機械工学コース 86 67 78 19 22 
医工学コース 43 25 58 18 42 
電気電子工学コース 81 55 68 26 32 
物質科学コース 84 60 71 24 29 
共生応用化学コース 102 70 69 32 31 
情報工学コース 81 59 73 22 27 

園
芸
学
部

園芸学科 67 51 76 16 24 
応用生命化学科 35 21 60 14 40 
緑地環境学科 72 53 74 19 26 
食料資源経済学科 36 28 78 8 22 

医学部 医学科 123 68 55 55 45 
薬学部 83 63 76 20 24 

看護学部 看護学科 56 45 80 11 20 
合計 2,382 1,788 75 594 25
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学部 学科・課程等 前期日程 後期日程
配点 合格者数 合格者の

最高点
合格者の
最低点

合格者の
平均点

配点 合格者数 合格者の
最高点

合格者の
最低点

合格者の
平均点

国際教養学部
国際教養学科（通常型） 1,350 96 1,186 920 980 

国際教養学科（特色型） 1,350 10 1,086 910 970 

文
学
部

人
文
学
科

行動科学コース 1,000 55 795 667 705 850 17 752 642 669 

歴史学コース 1,050 30 851 675 728 850 3 合格者が10名未満のため開示
しません日本・ユーラシア文化コース 1,050 29 811 715 742 750 5 

国際言語文化学コース 1,000 27 758 669 700 

法政経学部 法政経学科 1,250 321 968 756 806 850 81 725 578 613 

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科、社会科、算数科、理科、家
庭科、教育学、教育心理学、ものづ
くり・技術、小学校英語選修

900 179 725 591 623 

音楽科選修 900 9 合格者が10名未満のため開示
しません

図画工作科選修 900 10 664 523 582 

体育科選修 900 14 740 586 630 

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 1,150 8 

合格者が10名未満のため開示
しません

社会科教育分野 1,150 8 

数学科教育分野 1,150 8 

理科教育分野 1,150 8 

音楽科教育分野 1,150 5 

美術科教育分野 1,150 5 

保健体育科教育分野 1,150 8 

技術科教育分野 1,150 6 

家庭科教育分野 1,150 6 

英語科教育分野 1,150 7 

特別支援教育教員養成課程 1,000 19 760 659 701 

幼稚園教員養成課程 1,000 16 729 656 686 

養護教諭養成課程 1,150 25 896 737 793 

理
学
部

数学・情報数理学科 1,350 30 922 751 810 750 24 642 512 557 

物理学科 1,350 25 941 815 857 700 19 610 504 550 

化学科 1,350 34 1,132 897 946 650 13 588 511 539 

生物学科 1,350 32 979 814 875 900 14 671 593 624 

地球科学科 1,350 34 946 772 824 750 6 合格者が10名未満のため開示
しません

工
学
部

総
合
工
学
科

建築学コース 1,350 53 1,006 858 895 750 22 604 524 554 

都市環境システムコース 1,350 42 1,042 833 896 950 15 744 666 689 

デザインコース 1,350 52 1,026 815 879 

機械工学コース 1,350 58 1,017 825 873 950 28 791 664 713 

医工学コース 1,350 32 982 817 856 950 11 761 621 673 

電気電子工学コース 1,350 61 958 846 887 950 20 766 678 703 

物質科学コース 1,350 66 1,033 774 841 950 18 742 634 681 

共生応用化学コース 1,350 78 997 813 865 950 24 785 646 697 

情報工学コース 1,350 60 934 800 855 950 21 829 672 712 

園
芸
学
部

園芸学科 1,350 55 968 775 823 850 12 699 611 650 

応用生命化学科 1,350 26 982 778 832 850 9 合格者が10名未満のため開示
しません

緑地環境学科 1,350 53 877 726 782 850 19 732 617 665 

食料資源経済学科 1,350 24 965 796 874 850 12 671 596 623 

医学部 医学科 1,450 103 1,194 1,006 1,065 1,450 20 1,225 1,094 1,134 

薬学部 850 68 694 614 641 750 15 693 601 639 

看護学部 看護学科 1,350 56 1,106 841 906 
※この集計は当初合格者のみを対象としており、追加合格者は含みません。
※得点は小数点以下四捨五入しています。

2018年度一般入試合格者の平均点、最高点、最低点
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選抜
区分

学部 学科・課程等 募集
人数

志願者数 志願
倍率

受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

推
薦
入
試

文学部 人文学科 24 10 35 45 1.9 10 35 45 5 19 24 5 19 24

教
育
学
部

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 2 3 9 12 6.0 3 9 12   0  1 1 0    1 1
社会科教育分野 2 10 2 12 6.0 10 2 12 1 1 2 1 1 2
数学科教育分野 2 12 12 24 12.0 12 12 24 1 1 2 1 1 2
理科教育分野 2 6 2 8 4.0 6 2 8 2     0 2 2 0    2
音楽科教育分野 2 2 9 11 5.5 2 9 11   0  2 2  0   2 2
美術科教育分野 2 1 2 3 1.5 1 2 3 1 1 2 1 1 2
保健体育科教育分野 2 7 1 8 4.0 7 1 8 1 1 2 1 1 2
技術科教育分野 2 2 2 4 2.0 2 2 4  0   2 2     0 2 2
家庭科教育分野 2 1 1 2 1.0 1 1 2    0 1 1 0    1 1
英語科教育分野 2 1 8 9 4.5 1 8 9   0  2 2   0  2 2
小計 20 45 48 93 4.7 45 48 93 6 12 18 6 12 18

特別支援教育教員養成課程 5 3 14 17 3.4 3 14 17   0  2 2     0 2 2
幼稚園教員養成課程 5 4 28 32 6.4 4 28 32 1 4 5 1 4 5
養護教諭養成課程 10     0 37 37 3.7    0 37 37     0 10 10  0   10 10
計 40 52 127 179 4.5 52 127 179 7 28 35 7 28 35

理学部
物理学科 4 2 0    2 0.5 2 0    2   0    0      0  0   0         0
地球科学科 4 1   0  1 0.3 1  0   1 1   0  1 1 0    1
計 8 3   0  3 0.4 3   0  3 1  0   1 1   0  1

薬学部 薬学科 10 17 36 53 5.3 17 36 53 3 7 10 3 7 10
看護学部 看護学科 24 5 76 81 3.4 5 76 81  0   24 24    0 24 24

合計 106 87 274 361 3.4 87 274 361 16 78 94 16 78 94

A
O
入
試

国際教養
学部 国際教養学科 5 5 18 23 4.6 5 18 23 2 4 6 2 4 6

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科選修 6 8 22 30 5.0 8 22 30   0  6 6 0    6 6
社会科選修 6 17 17 34 5.7 17 17 34 1 4 5 1 4 5
算数科選修 6 17 17 34 5.7 17 17 34 2 3 5 2 3 5
理科選修 6 8 12 20 3.3 8 12 20 1 5 6 1 5 6
音楽科選修 2 1 10 11 5.5 1 10 11 1 1 2 1 1 2
図画工作科選修 2 0    5 5 2.5     0 5 5     0 1 1 0    1 1
体育科選修 3 8 11 19 6.3 8 11 19 1 2 3 1 2 3
家庭科選修 2  0   5 5 2.5   0  5 5    0 1 1  0   1 1
教育学選修 6 5 19 24 4.0 5 19 24    0 4 4   0  4 4
教育心理学選修 6 4 26 30 5.0 4 26 30 1 5 6 1 5 6
ものづくり・技術選修 3 2 9 11 3.7 2 9 11     0 4 4   0  4 4
小学校英語選修 2 2 8 10 5.0 2 8 10     0 2 2   0  2 2

計 50 72 161 233 4.7 72 161 233 7 38 45 7 38 45
工学部 総合工学科デザインコース 20 36 50 86 4.3 36 50 86 4 9 13 4 9 13

園芸学部

園芸学科 2 1 2 3 1.5 1 2 3    0   0   0       0 0     0    
応用生命化学科 4 1 1 2 0.5 1 1 2    0   0     0     0     0     0 
緑地環境学科 9 1 5 6 0.7 1 5 6     0 0       0      0    0      0
計 15 3 8 11 0.7 3 8 11 0 0 0 0 0 0

合計 90 116 237 353 3.9 116 237 353 13 51 64 13 51 64

理
数

大
好
き

学
生
選
抜

工学部 総合工学科 若干名 2 1 3 - 2 1 3 0 0 0 0 0 0
合計 2 1 3 - 2 1 3 0 0 0 0 0 0

経
済
学
特

進
プ
ロ
グ

ラ
ム
選
抜

法政経学部 法政経学科 若干名 3 3 6 - 3 3 6    0 1 1 0    1 1
合計 3 3 6 - 3 3 6 0 1 1 0 1 1

園
芸
産
業
創

発
学
プ
ロ
グ

ラ
ム
選
抜

園芸学部
園芸学科 6 7 1 8 1.3 7 1 8 3 1 4 3 1 4
食料資源経済学科 4 1    0 1 0.3 1 0    1 0     0   0     0        0   0   

合計 10 8 1 9 0.9 8 1 9 3 1 4 3 1 4
帰
国
子

女
入
試

薬学部 若干名 2 2 4 - 2 2 4 0 0 0 0 0 0
合計 2 2 4 - 2 2 4 0 0 0 0 0 0

社
会
人
入
試

文学部 人文学科 若干名 6 4 10 - 6 4 10 1  0   1 1     0 1
園芸学部 緑地環境学科 若干名 1     0 1 - 1  0   1     0 0        0 0        0      0
看護学部 看護学科 7 1 12 13 1.9 1 10 11 1 3 4 1 3 4

合計 8 16 24 - 8 14 22 2 3 5 2 3 5

先
進
科
学

プ
ロ
グ
ラ
ム

学
生
選
抜

文学部 （方式Ⅱ） 若干名   0  3 3 - 0    3 3 0    1 1  0   1 1

理学部
（方式Ⅰ） 若干名 1 1 2 - 1 1 2  0   0    0       0  0       0  
（方式Ⅱ） 若干名 3    0 3 - 3 0    3 1  0   1 1 0    1

工学部
（方式Ⅰ） 若干名 0       0   0   -    0 0    0     0    0     0    0    0    0     
（方式Ⅱ） 若干名 1 3 4 - 0 3 3 0    0    0     0     0        0

園芸学部（方式Ⅱ） 若干名 0 1 1 - 0 1 1      0 0       0     0 0 0
合計 5 8 13 - 4 8 12 1 1 2 1 1 2

総計 231 542 773 - 230 540 770 35 135 170 35 135 170
※受験者数は第1次選考の数です。（推薦入試・AO入試・理数大好き学生選抜・園芸産業創発学プログラム選抜）

2018年度特別入試実施状況
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千葉大学 Data File

合計

入学者数	 2,373人
志願者数	 11,529人

北海道地区

入学者数	 44人
志願者数	 210人

その他

入学者数	 7人
志願者数	 68人

東北地区

入学者数	 164人
志願者数	 661人

都道府県 入学者数 志願者数

青森県 24 82
秋田県 19 72
岩手県 21 76
山形県 23 67
宮城県 29 201
福島県 48 163

関東地区

入学者数	 1,538人
志願者数	 8,008人

中部地区

入学者数	 378人
志願者数	 1,454人

都道府県 入学者数 志願者数

新潟県 46 184
富山県 37 104
長野県 69 259
山梨県 30 98
静岡県 91 339
愛知県 49 276
岐阜県 19 65
石川県 28 99
福井県 9 30

中国・四国地区

入学者数	 75人
志願者数	 294人

都道府県 入学者数 志願者数

鳥取県 3 28
島根県 9 14
岡山県 10 33
広島県 25 92
山口県 6 36
香川県 10 29
徳島県 2 9
愛媛県 7 30
高知県 3 23

近畿地区

入学者数	 79人
志願者数	 430人

都道府県 入学者数 志願者数

三重県 7 64
滋賀県 5 32
京都府 9 59
大阪府 15 96
奈良県 5 31
和歌山県 7 20
兵庫県 31 128

九州・沖縄地区

入学者数	 88人
志願者数	 404人

都道府県 入学者数 志願者数

大分県 1 25
福岡県 23 107
宮崎県 9 37
熊本県 17 41
佐賀県 6 16
長崎県 7 40
鹿児島県 13 65
沖縄県 12 73

日本全国各地から集まる約10,000名の学生たちが、ともに学び、お互いに刺激し合うことができる
環境が千葉大学の魅力のひとつです。この環境によって、実社会の様々な分野で真のリーダーとし
て活躍する力が培われます。

学生は全国から
千葉大学の学生は、関東地区から約7割、
その他の都道府県から約3割の割合で構成されています。
卒業後、千葉県内をはじめとする首都圏だけでなく、
出身の地元に戻って就職・進学する学生も多く、
卒業生のネットワークは、日本全国に広がっています。

都道府県 入学者数 志願者数

茨城県 89 454
栃木県 58 212
群馬県 42 189
埼玉県 180 937
千葉県 641 3,255
東京都 443 2,479
神奈川県 85 482
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入学者数	 				2,373人
志願者数	 11,529人

入学者数 98人

志願者数 495人

新卒 91人

既卒 7人

その他 0人

入学者数 209人

志願者数 1,320人

新卒 139人

既卒 68人

その他 2人

入学者数 85人

志願者数 606人

新卒 68人

既卒 17人

その他 0人

入学者数 174人

志願者数 929人

新卒 147人

既卒 24人

その他 3人

入学者数 631人

志願者数 3,328人

新卒 453人

既卒 177人

その他 1人

入学者数 83人

志願者数 275人

新卒 68人

既卒 15人

その他 0人

入学者数 374人

志願者数 1,735人

新卒 300人

既卒 74人

その他 0人

入学者数 192人

志願者数 820人

新卒 146人

既卒 46人

その他 0人

入学者数 410人

志願者数 1,342人

新卒 355人

既卒 55人

その他 0人

入学者数 117人

志願者数 679人

新卒 64人

既卒 53人

その他 0人

国際教養学部

理学部

薬学部

文学部

工学部

看護学部

法政経学部

園芸学部

教育学部

医学部

※一般入試・AO・推薦・理数大好き・社会人・帰国子女・先進科学プログラムの合計です。

男子 38.8%

新卒 92.9%

既卒 7.1%
女子 61.2%

男子 82.3%

新卒 66.5%

既卒 32.5%
女子 17.7%

男子 49.4%

新卒 80.0%

既卒 20.0%
女子 50.6%

男子 39.1%

新卒 84.5%

既卒 13.8%
女子 60.9%

男子 77.7%

新卒 71.8%

既卒 28.1%
女子 22.3%

男子 3.6%

新卒 81.9%

既卒 18.1%
女子 96.4%

男子 70.1%

新卒 80.2%

既卒 19.8%
女子 29.9%

男子
58.5%

新卒
77.1%

既卒
22.6%

女子
41.5%

男子 44.3%

新卒 76.0%

既卒 24.0%
女子 55.7%

男子 32.0%

新卒 86.6%

既卒 13.4%
女子 68.0%

男子 82.9%

新卒 54.7%

既卒 45.3%
女子 17.1%

その他
0.3%

その他 0.1%

その他 1.7%

その他 1%

入学者内訳	［2018年度］

学部別入学者内訳	［2018年度］
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西千葉地区 西千葉キャンパス 約３96,000m²

・〒 263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33 

・TEL 043-251-1111

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。

総合校舎
（国際教養学部・普遍教育事務）

国際教養学部棟

国際教養学部・
普遍教育




         文学部 ・ 法政経学部
文学部 ・ 法政経学部(事務)
人文社会科学系総合研究棟


 3

8

9

10

11

4

5 







































北門

正門

南門

京成みどり台駅まで
徒歩７分

千葉都市モノレール
天台駅まで
徒歩１０分

JR西千葉駅
附属幼稚園

附属小学校

かたらいの森

附属中学校

サッカー・ラグビー場 陸上競技場

弓道場

プール

ゴルフ練習場






         教育学部
教育学部(事務)




         理学部
理学部(事務)
先進科学センター、 理学系総合研究棟






         工学部
工学部（事務）
工学系総合研究棟1
自然科学系総合研究棟2
工学系総合研究棟2




















　　その他
事務局
留学生課ISD
統合情報センター
アイソトープ実験施設
産業連携研究推進ステーション
環境リモートセンシング研究センター
ベンチャービジネスラボラトリー、マルチキャリアセンター
附属図書館 /アカデミック・リンク・センター
総合安全衛生管理機構
けやき会館
体育施設
総合学生支援センター
学生支援プラザ
フロンティア医工学センター
共用機器センター
サイエンスパークセンター
知識集約型共同研究拠点
次世代モビリティパワーソース研究センター

野球場 松戸

西千葉キャンパス

成田

館山

銚子

千葉
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亥鼻地区 亥鼻キャンパス 約267,000m²

・〒 260-8670(医)

・〒 260-8675(薬) 千葉市中央区亥鼻 1-8-1

・〒 260-8672(看)

・TEL 043-222-7171

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。

総合校舎
（国際教養学部・普遍教育事務）

国際教養学部棟

国際教養学部・
普遍教育




         文学部 ・ 法政経学部
文学部 ・ 法政経学部(事務)
人文社会科学系総合研究棟


 3

8

9

10

11

4

5 







































北門

正門

南門

京成みどり台駅まで
徒歩７分

千葉都市モノレール
天台駅まで
徒歩１０分

JR西千葉駅
附属幼稚園

附属小学校

かたらいの森

附属中学校

サッカー・ラグビー場 陸上競技場

弓道場

プール

ゴルフ練習場






         教育学部
教育学部(事務)




         理学部
理学部(事務)
先進科学センター、 理学系総合研究棟






         工学部
工学部（事務）
工学系総合研究棟1
自然科学系総合研究棟2
工学系総合研究棟2




















　　その他
事務局
留学生課ISD
統合情報センター
アイソトープ実験施設
産業連携研究推進ステーション
環境リモートセンシング研究センター
ベンチャービジネスラボラトリー、マルチキャリアセンター
附属図書館 /アカデミック・リンク・センター
総合安全衛生管理機構
けやき会館
体育施設
総合学生支援センター
学生支援プラザ
フロンティア医工学センター
共用機器センター
サイエンスパークセンター
知識集約型共同研究拠点
次世代モビリティパワーソース研究センター

野球場 松戸

西千葉キャンパス

成田

館山

銚子

千葉

松戸

千葉
亥鼻キャンパス

成田

館山

銚子

　　　  医学部
	医学部（事務）
	医学研究院附属動物実験施設

　　　  附属病院
	医学部附属病院

　　　  薬学部
	薬学部、医薬系総合研究棟Ⅰ
	薬学部（事務）、医薬系総合研究棟Ⅱ

　　　  看護学部
	看護学部（事務）、管理棟
	看護・医薬系総合教育研究棟

　　　  その他
	附属図書館亥鼻分館
	千葉大亥鼻イノベーションプラザ
1	体育館
1	ゐのはな記念講堂
1	ゐのはな同窓会館
1	サークル会館
1	さつき寮
1	雄翔寮
1	亥鼻地区厚生施設
1	学生相談室
1	真菌医学研究センター





JR常磐線、
新京成線
松戸駅から
徒歩約15分
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松戸地区 松戸キャンパス 約149,000m²

・〒 271-8510 松戸市松戸 648

・TEL 047-308-8712

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。

松戸

千葉

松戸キャンパス 成田

館山

銚子

	A棟
	B棟
	C棟
	D棟
	E棟
	浩気寮
	100周年記念戸定ヶ丘ホール
	厚生施設
	イタリア式庭園
1	フランス式庭園
1	実験圃場
1	研究温室

1	管理棟（事務）
1	附属図書館松戸分館
1	職員宿舎





松戸

千葉

柏の葉キャンパス

成田

館山

銚子

JR常磐線、
新京成線
松戸駅から
徒歩約15分
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柏の葉キャンパス

柏の葉地区 柏の葉キャンパス 約167,000m²

・〒 277-0882 柏市柏の葉 6-2-1

・TEL 04-7137-8000

	環境健康フィールド科学センター管理研究棟
	シーズホール・農産物直売所「緑

み

楽
ら く

来
る

」
	柏の葉診療所・柏の葉鍼灸院
	予防医学センター柏の葉研究棟
	ケミレスタウン実証実験施設
	農場運営中央棟
	温室
	実習作業棟
	加工実習棟
1	高度化セル成型苗生産利用システム
1	植物工場
1	植物工場　研修棟A
1	植物工場　研修棟B
1	薬草園
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海洋バイオシステム研究センター

房総半島の鴨川市にあり、銚子市には実験場もあります。

海洋生態系に関する研究を行っており、国内外の研究機

関と連携をはかりながら、主に沿岸域に生息する生物の

生活史について、実験・調査・理論解析を展開しています。

また、研究・教育の場所も提供しています。

バイオメディカル研究センター

免疫・神経・発生をテーマに疾患モデルマウスを用いて、

病気の成り立ちや治療法開発に向けた基礎的研究を行っ

ています。また、学内研究支援センターとしてマウス受精

卵の凍結保存および凍結卵の融解・移植など、発生工学

実験に関する各種研究支援を行っています。

学術研究推進機構
産業連携研究推進ステーション

企業などとの共同研究を含む産・学・官の連携に関する

業務協力の推進や、知的財産の管理・活用に関する業務

などを行い、本学における研究成果の社会的還元を図る

ことを目的としています。

未来医療教育研究センター

基礎科学と臨床医学の間の知の循環に関する教育研究

を行い、将来的にその中核的拠点を担う人材の養成を推

進することを目的とする。センターには、探索的先端治療

学部門・未来医療推進科学部門・未来医療評価科学部門

及び未来医療検証科学部門が置かれています。

再生治療学研究センター

再生治療学研究センターは、再生医学や幹細胞生物学を

基盤とした新しい治療学研究を推進しています。多能性

幹細胞や臓器幹細胞を、基礎医学だけでなく再生医療の

観点から研究するとともに、様々な疾患のiPS細胞を作製

し、病態解析や治療法開発、新薬評価等、革新的治療学

の確立を目指しています。

グローバル関係融合研究センター

難民・移民問題や紛争、格差の拡大や排外主義など、現代

の国際社会が直面する様々な危機を、分野横断的、包括

的に分析し解決方法を模索する、本学初めての人文社会

科学系の研究センターです。

アカデミック・リンク・センター
（教育関係共同利用拠点）

「生涯学び続ける基礎的な能力」「知識活用能力」を持つ

『考える学生』を育成するために、附属図書館、統合情報

センター、全学教育センターが協力して2011年に設置さ

れました。学生の皆さんが、自ら問題意識を持って自発的

に学ぶことができるように、多様なニーズに対応できる学

習空間とコンテンツを統合的に提供しています。

ソフト分子活性化研究センター

触媒化学、分析化学、マテリアルサイエンスを融合し、新

規な機能性ソフト分子の開発を行っています。「千葉ヨウ

素資源イノベーションセンター」を設立し、千葉が産出す

るヨウ素の高機能化を目指しています。

附属施設・センター 2018-2019 年度版

総合安全衛生管理機構

本学の環境安全管理と学生・職員の健康支援をする組織

です。学生保健部は保健管理棟を拠点とし、健康診断、カ

ウンセリングを実施するとともに、修学・就業環境を常に

監視し、その保全に努めています。

真菌医学研究センター

病原真菌を中心とした各種病原体による感染症を専門と

する研究施設であり、病原体の病原性や薬剤耐性、宿主

生体防御などの基礎的研究および、真菌感染症を中心と

した臨床研究などを行っています。また、文部科学大臣認

定の共同利用・共同研究拠点「真菌感染症研究拠点」とし

て、国内外の関連研究者との共同研究を推進するととも

に、文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクト

「病原真核微生物」の中核機関として、病原真菌・放線菌

の収集・保存・分譲事業を行っています。

環境健康フィールド科学センター

食と緑と健康を学際的に教育研究する組織として2003 

（平成15）年4月に柏の葉キャンパスに設置されました。

環境・健康・食を通して地域社会の持続性を希求する多

様な活動を展開して、国内外の学部学生、 大学院生に教

育・研究の場所を提供しています。

社会精神保健教育研究センター

当センターには、法システム研究部門、病態解析研究部

門、治療・社会復帰支援研究部門、非行臨床研究部門が

あり、精神障害に係る法律や精神鑑定方法、病態解明、治

療・社会復帰支援方法について、法律学や精神医学、精神

科学的視点から教育研究を行っています。

アイソトープ実験施設

本実験施設は1992年に設立した学内共同利用施設であ

り、放射性同位元素を使用する研究の推進と安全管理・

教育訓練等を行っています。施設内の遺伝子実験室、細

胞・組織培養室、動物実験室、人工気候室、照射室、合成・

化学実験室には、これらの実験に必要な機器が設置され

ており、放射性同位元素を用いた様々な教育研究が実施

できます。また、小動物用SPECT/CT装置と代謝実験用機

器も設置されており、分子イメージングを活用した創薬研

究も可能となっています。

子どものこころの発達教育
研究センター

子どもから大人までの幅広い発達段階の人間のこころと

脳に関する教育研究と高度な専門職の養成を進めてい

きます。考え方（認知）、行動、感情、注意等の悪循環による

問題を解決していく認知行動療法を推進します。

分子キラリティー研究センター

本センターは、理学・工学・薬学・医学まで跨る教員で構

成されています。光の「キラリティー」をはじめとする新し

い物理現象を大胆に駆使して新時代の「キラリティー」研

究の開拓、イノベーション創出を目指します。

環境リモートセンシング	研究センター
（CEReS）

人工衛星データをはじめとして、様々な地球環境の観測

データをリモートセンシングにより取得し、解析していま

す。文部科学大臣の認定を受けた共同利用、共同研究拠

点として、データを公開・活用して国内外との共同研究を

実施するとともに、環境リモートセンシング分野で日本を

代表する研究機関として国際的な人材育成にも貢献して

います。

統合情報センター

学内の共同教育研究施設として発足し、「大学情報企画 

運営部門」、「情報法務・評価部門」、「情報教育部門」、「学

術情報部門」、「高速計算部門」の5研究部門と学術国際

部情報企画課情報基盤室からなり、千葉大学情報基盤の

高度化を推進し、情報中核拠点として先進的役割を果た

しています。

フロンティア医工学センター

工学系と医学系の研究者が協力して、新しい医療画像や

情報システム、治療機器など臨床に役立つ機材やシステ

ムの研究開発を行っています。試作開発・基礎実験部があ

り、新しい機器やソフトウェアの試作と前臨床試験が行え

る特徴を生かして、多くの研究成果と実用化の実績を世

に送り出しています。

予防医学センター

本センターは、2007年に体の健康、心の健康、健康によ

い環境を研究の三本柱として創立されました。子どもの

健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）や、高齢者

を対象とした日本老年学的評価研究（JAGESプロジェク

ト）、医療・介護情報共有システムSHACHIの開発などの

活動を行っています。また、千葉大学、金沢大学、長崎大学

による先進予防医学共同大学院を設置し、研究や教育を

推進しています。

セミナーハウス山中寮	

山中寮は、山梨富士五湖のひとつ山中湖畔に建つセミ

ナーハウスで、ゼミナール合宿や各種研究会などに利用

されています。壮大な富士山と木々に囲まれており、夏

は避暑地として過ごすことができます。開寮期間4月20

日〜11月10日 ※冬季閉寮しています。

ベンチャービジネスラボラトリー

公募により採択された研究プロジェクトを主軸に、新規産

業創出に向けた独創的な研究が行われています。また、 

「ベンチャービジネス論」「ベンチャービジネスマネージメ

ント」「ベンチャービジネストレーニング」などの講義を展開

し、学生のベンチャーマインドの育成に力を入れています。

共用機器センター	(旧:分析センター )

大型分析機器を集中管理し、教育・研究の共同利用に供

するとともに、分析技術の開発研究を行っています。また

教育研究設備の有効利用を促進するため、学内共用機器

の管理支援や、技術者育成も行っています。全国の研究機

関との設備相互利用も行っています。




