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１．千葉大学大学院総合国際学位プログラム入学者受入の方針 

 

（１） 千葉大学大学院総合国際学位プログラムの求める入学者 

修士課程では、人文社会科学、自然科学、生命科学の諸領域を融合的に学びつつ、グローバル社会が直面す

る課題を実践的に解決するための課題化的認識力を備え、課題を発見し、その解決のために諸科学を深く学び、

リーダシップを発揮しつつ課題解決を実践し、その解決方法を発信できる能力を涵養したい人の入学を求めて

います。 

 

（２）入学者選抜の基本方針（修士課程） 

この入学者受入れの基本理念や目標に適う学生を選抜するため、修士課程では、一般選抜等を実施し、筆記

試験、書面審査、口述試験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。 
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２．募集人員 

  ５名 

  ※本定員は，大学院人文公共学府の定員（人文科学専攻４名及び公共社会科学専攻１名）を大学院総合国

際学位プログラムの定員として活用しています。 

３．出願資格 

 次のいずれかに該当する者 

（１）大学（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条第１項に定める大学をいう。以下同じ。）を卒業し

た者及び令和２年（2020年）３月までに卒業見込みの者 

（２）学校教育法第 104条第７項の規定により学士を授与された者及び令和２年（2020年）３月までに学士の

学位を授与される見込みの者 

（３）外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和２年（2020 年）３月までに修了見込

みの者 

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における 16年の課程を修了した者及び令和２年（2020年）３月までに修了見込みの者 

（５）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であ

って，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和２年（2020年）３月までに修了

見込みの者 

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関

係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定す

るものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教

育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教

育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを

含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和２年（2020年）３月までに学士の学位

に相当する学位を授与される見込みの者 

（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること，その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

（８）文部科学大臣が指定した者（昭和 28年文部省告示第５号） 

（９）学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本学位プログラムにおいて，大

学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

（10）令和２年（2020年）３月までに次の各号の一に該当する者であって，本学位プログラムの定める単位を

優秀な成績で修得したと認めたもの 

  ① 大学に３年以上在学した者 

  ② 外国において，学校教育における 15年の課程を修了した者 

  ③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該学校の学校教

育における 15年の課程を修了した者 
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  ④ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了し

たとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設

であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

（11）本学位プログラムにおいて，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で，22歳に達したもの及び令和２年（2020年）３月までに 22歳に達するもの 

※出願資格（９），（10），（11）により出願しようとする者については，５Ｐ「５．出願資格の審査・認定」を

参照してください。 

４．出願手続等 

（１）出願受付期間 

   令和２年（2020年）２月 19日（水）から２月 20日（木）17時まで（必着） 

（２）出願方法 

     （４）の出願書類を取り揃え，（１）の出願期間に間に合うよう提出してください。なお，受付期間内に

到着（受領）しない場合は，受理しません。 

①郵送の場合は，簡易書留郵送で郵送してください（封筒の表面に「総合国際学位プログラム修士課程入学

願書在中」と朱書きしてください）。 

  ②持参の場合は，総合国際系大学院設置準備事務室に持参してください。願書の受付は９時から 17 時まで

です（12時から 13時までを除く）。 

注：出願にあたっては，あらかじめ志望する指導教員に問い合わせのうえ，出願してください。 

（３）願書提出先 

   〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33  

千葉大学西千葉地区事務部人社系総務課総合国際系大学院設置準備事務室 Tel:043-290-3621 

（４）出願書類 

  志願者は以下の書類等を提出してください。 

出 願 書 類 等 摘        要 

①志願票 

 

本募集要項の指定用紙を使用してください。記入にあたっては，黒のボ

ールペンで自筆，楷書でていねいに記入してください。誤って記入した

場合は，二重線で消し，余白に記入してください。なお，「※」のある欄

は記入しないでください。裏面の貼り付け欄に検定料の振込依頼書「貼

付用(大学提出用)」をのり付けしてください。 

②写真票・受験票 本募集要項の指定用紙を使用してください。また，写真は，同じ写真（大

きさ縦４cm×３cm，上半身，正面，脱帽で，最新３ヵ月以内撮影のもの）

を貼り付けてください。 

③検定料（30,000円） 出願前に本募集要項の指定用紙（振込依頼書）にて銀行等（ゆうちょ銀

行を除く。）で振り込んでください。（自動振込機は使用せず，必ず窓口

で振り込んでください。）振込手数料は本人負担になります。 

また，振込証明用「貼付用（大学提出用）」は金融機関から受領した際に

必ず取扱金融機関の出納印を確認の上，「志願票」の貼り付け欄にのり
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付けしてください。 

※いったん納入した検定料は原則として返還しませんが，検定料を誤っ

て振り込み，出願しなかった者が令和２年（2020年）３月 31日（火）

17時までに所定の返還手続を行った場合は，検定料の全額を返還しま

すので担当まで申し出てください。 

④卒業（見込）証明書 出身大学（学部）長が証明したものを提出してください。 

⑤成績証明書 出身大学（学部）長が作成したものを提出してください。 

外国人留学生（外国の大学を卒業した者）は，出身大学の成績証明書（和

文または英文）を提出してください。 

⑥学位授与証明書 ３．出願資格（２）により該当する場合は，大学改革支援・学位授与機

構が証明したものを提出してください。 

⑦学位授与を申請する旨

の証明書 

３．出願資格（２）により該当する場合は，短期大学長又は高等専門学

校長が証明したものを提出してください。 

⑧志望理由書 本学位プログラムを志願した理由を記入し，提出してください。 

※Ａ４用紙１枚以内（片面のみ）。Microsoft Word形式で作成。フォン

ト等は自由。 

⑨研究計画書 本学位プログラムにおいて，今後行いたい研究について記入のうえ，提

出してください。その際，在学年限中（２年間）における研究計画を時

系列的にわかりやすく記入してください。 

※Ａ４用紙２枚以内（片面のみ）。Microsoft Word形式で作成。フォン

ト等は自由。 

⑩研究成果等 出願時までに研究していた内容（論文、リサーチペーパー等）を５部提

出してください。 

※字数，枚数，様式等自由 

⑪履歴書（外国人志願者の

み） 

本募集要項の指定用紙を使用してください。 

⑫住民票（外国人志願者の

み） 

市区町村長が交付したものを提出してください。（在留期間，在留資格

等が明記してあるもので個人情報（マイナンバー）の記載がないもの）  

なお，外国人登録をしていない者は，提出不要です。 

⑬パスポートの写し（外国

人志願者のみ） 

氏名等が記載されているページの写しを提出してください。 

 

⑭外国語検定試験のスコ

アシート 

本学位プログラムが指定する外国語検定試験のスコアを取得していれ

ば，「英語」の受験を免除することができます。利用する場合は，必要な

書類を同封してください。（詳細は「６Ｐ ７．入学者選抜方法（５）外

国語検定試験による免除」を確認してください。） 

⑮受験票送付用封筒 長型３号封筒（23.5cm×12cm）に郵便番号，住所，氏名を明記し，郵便

切手（84円分）を貼り同封してください。 
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５．出願資格の審査・認定 

 ２．出願資格（９），（10），（11）により出願しようとする者については，次のとおり出願資格の審査・認定

を行います。 

（１）提出書類 

提 出 書 類 摘   要 

入学試験出願資格認定申請書 本募集要項の指定用紙を使用してください。 

推薦書 （10）により出願しようとする者は，出身大学（学部等）長が

作成した推薦書を提出してください。 

成績証明書等 出身大学（学部等）長が作成したものを提出してください。 

なお，外国において学校教育における 15年の課程を修了した

（見込み）者は，修了（見込み）証明書を合わせて提出してく

ださい。 

出身学校（学部，学科等）規程 卒業（修了）に必要な授業科目・単位数のわかるものを提出し

てください。 

履歴書（外国人志願者のみ） 本募集要項の指定用紙を使用してください。 

注１）出願資格（９），（10），（11）に該当する者は，出願前にあらかじめ問い合わせてください。 

注２）本学位プログラムが必要と判断した場合は，その他の書類の提出を求める場合があります。 

（２）提出期間 

   令和２年（2020年）２月 14日（金）まで 

郵送の場合，最終日 17時までに必着とします。必ず簡易書留とし，封筒の表に「総合国際学位プログラ

ム修士課程入学願書在中」と朱書きしてください。 

   持参の場合，受付は９時から 17時までとします。（12時から 13時までを除く。） 

   どちらの場合も受付期間内に到着しない場合は，受理しません。 

（３）提出先 願書提出先とします。 

（４）審査及び認定 提出書類により審査し，認定します。 

（５）審査・認定の結果は，本人宛通知します。 

（６）出願資格（10）で受験して合格した場合は，以下の書類を令和２年（2020年）３月 19日（木）までに提

出してください。提出された書類に基づき最終の合否判定を行います。判定結果によっては合格を取り消

す場合もあります。なお，最終の合否判定結果は，本人宛通知します。 

   出願資格（10）①：成績証明書（最終的に修得したすべての科目・単位を記載したもの） 

   出願資格（10）②～④：修了証明書及び成績証明書（最終的に修得したすべての科目・単位を記載した

もの） 

６．身体等に障害のある入学志願者の事前相談 

 身体等に障害のある者で，受験上（及び修学上）特別な配慮を必要とする場合は，出願に先立ち，あらかじ

め事前相談の申請を行ってください。 

（１）提出書類 ①事前相談申請書（用紙は総合国際系大学院設置準備事務室に請求してください。） 



- 6 - 
 

        ②医師の診断書（障害の程度及び必要とする具体的な措置等を記載したもの） 

（２）事前相談の締切日 令和２年（2020年）２月 14日（金）まで 

（３）提出先 願書提出先とします。 

（４）相談の結果 提出された書類に基づき，本学関係者で検討を行います。ただし，検討の過程において，

本人，保護者又は出身大学関係者へ照会する場合があります。 

７．入学者選抜方法等 

（１）日付 令和２年（2020年）３月３日（火） 

（２）時間及び選抜科目等 

選抜科目 時間 選抜方法等 

英語 ９：30～10：30 英語による学力検査を行います。ただし、外国語検定試験で所定

の成績を修めた場合は、受験を免除します。 

課題論述 11：00～12：00 文献・資料・データの解析及び分析能力等の専門研究の基礎を問

う総合問題を出題します。 

口頭試問 13：00～ 本学位プログラムで希望する研究課題について、プレゼンテーシ

ョンによる発表及び質疑応答を行います。また，プレゼンテーシ

ョンで使用する資料を作成し，試験当日に５部持参してください。 

※Ａ４用紙２枚以内（片面のみ）。様式等自由（パワーポイント等） 

 （３）配点 

選抜科目 配点 

英語 200 

課題論述 200 

口頭試問 500 

  なお，得点がそれぞれ基準点に満たない科目があった場合は，不合格になります。 

（４）試験会場 

  千葉大学西千葉キャンパス 

（５）外国語検定試験による免除 

  「英語」の受験を免除する基準は，以下のとおりです。なお，対象となる外国語検定試験は平成 30年２月

１日以降に受験した試験となります。また，「英語」が免除になった場合でも，「課題論述」及び「口頭試問」

は必ず受験してください。 

外国語 

検定試験 

Cambridge 

English 

実用英語 

検定試験 
GTEC*1 IELTS TEAP 

TEAP 

CBT 

TOEFL 

iBT 

TOEIC L&R 

+ 

TOEIC S&W 

スコア 160 以上 2,300 以上 1,190 以上 6.5 以上 309 以上 600 以上 80以上 1,560 以上 

※１ GTECは４技能のオフィシャルスコアのみ有効とします。 

※２ TOEIC L&R+TOEIC S&Wについては，両検定試験の受験及びスコアを必須とし，TOEIC S&Wのスコアを 

2.5倍にして合算したスコアで判定します。 

*2 
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 また，必要な提出書類は次のとおりです（原本を提出してください）。 

外国語検定試験 提出書類（成績証明書等） 

Cambridge English 
「Statement of Results」（結果ステートメント）又は 

「Certificate」（認定証） 

実用英語技能検定（英検） 「合格証明書」又は「英検 CSEスコア証明書」 

GTEC 「GTEC Official Score Certificate」 

IELTS 「IELTS Test Report Form」（成績証明書） 

TEAP 「成績表」 

TEAP CBT 「成績表」 

TOEFL iBT 「TOEFL Internet-based Test Examinee Score Report」 

TOEIC L&R + TOEIC S&W 

以下の①及び②の両方 

① 「TOEIC Listening & Reading Official Score Certificate」 

② 「TOEIC Speaking & Writing Official Score Certificate」 

 注．提出いただいた成績証明書等（原本）は受験票送付時に同封して返却します。（受験票送付用封筒に入る

ように折り曲げて送付することがあります。） 

８．合格者発表 

 合格者は，令和２年（2020 年）３月 17 日（火）14 時に千葉大学西千葉キャンパスに掲示します（令和２年

（2020年）３月 20日（金）17時まで掲示）。また，合格発表後速やかに，合格者には合格通知書等を，志願票

に記載した住所等に簡易書留で送付します（直接交付はしません）。合格者であるにもかかわらず上記書類が届

かない場合は，総合国際系大学院設置準備事務室まで問い合わせてください（不合格者への通知は行いません）。 

 なお，合否についての電話等での照会には応じません。 

９．入学手続等 

（１）入学手続期間：令和２年（2020年）３月 26日（木）から３月 27日（金）まで（９時から 17時まで） 

（２）入学手続場所：千葉大学西千葉キャンパス 

（３）入学手続の際に納入する経費  

   ①入学料           282,000円 

   ②学生保険互助会費       4,000円（２年分） 

   ③学生教育研究災害傷害保険料  2,430円（２年分） 

    （学研災付帯賠償責任保険含む） 

（注）１．入学料の納入については，入学手続時に納入願います。 

   ２．授業料の納入については，入学後の前期授業料は５月に，後期授業料は 10月に口座引落しにより納

入願います。口座引落手続等の詳細は，入学手続の際に改めてお知らせします。 

     なお，前期分・後期分授業料はそれぞれ 321,480円（年額 642,960円）です。 

     また，入学して２年目から，前期分授業料は４月が口座引落しの月となります。 

   ３．入学料及び授業料の改定が行われた場合には，改定時から新入学料及び新授業料等が適用されます。 

   ４．入学料及び授業料が免除される制度があります。詳細は千葉大学ホームページ 
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    （http://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/exemption.html）をご覧ください。 

     入学料及び授業料免除に関する問い合わせ先 

     学務部学生支援課 電話 043-290-2178 

      ５．学生保険互助会費（疾病負傷の際に相互に救済し，進んで健康保持に寄与することを目的としてお

ります。）及び学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険料（正課中，学校行事中，課外

活動中，通学中における傷害事故に対して補償するものです。また，他人にケガをさせたり，他人

の財物を損壊したりした場合の補償も含まれます。保険料の改定が行われた場合には，改定時から

新保険料が適用されます。）は，令和２年（2020年）３月 31日（火）までに郵便局又はゆうちょ銀

行で払い込んでください。 

      詳細は，学務部学生支援課へ問い合わせてください。 

      電話 043-290-2220（学生保健互助会） 

      電話 043-290-2162（学生教育研究災害傷害保険） 

   ６．納入した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

 

10．その他 

（１）受験時に必要な注意事項は，受験票送付時に同封するとともに，令和２年（2020年）３月２日（月）10

時に掲示板に掲示します。 

（２）出願書類に不備がある場合には，受理しないことがあります。 

（３）いかなる理由があっても，出願手続き後の書類の変更，受理した出願書類等の返却及び検定料の返還は

しません。 

（４）入学願書等に虚偽の記載をした者は，入学後であっても入学の許可を取り消すことがあります。 

（５）試験当日，受験票は必ず持参してください。 

（６）車での来学はできるだけ避けてください。 

（７）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。 

（８）入学者選抜の過程で収集した個人情報は入学者選抜の実施のほか，管理運営業務，修学指導業務，入学

者選抜方法等における調査・研究に関する業務等を行うために利用します。 

（９）本試験に関する個人情報の提供については，令和２年（2020年）５月１日（金）から７月 31日（金）ま

での間，受験者本人からの申し出により行います。なお，その際には受験票が必要となりますので，大切

に保管しておいてください。 

（10）試験に関する問合せ先は以下のとおりです。 

    〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33  

千葉大学西千葉地区事務部人社系総務課総合国際系大学院設置準備事務室 Tel:043-290-3621 

  電話での問合せは，９時から 12時，13時から 17時までです。ただし，土・日曜日，祝日は除きます。 
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11．大学院総合国際学位プログラムについて 

１）学位プログラムとは 

 大学は，横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって，教育研究

に支障がないと認められる場合には，当該大学に置かれる２以上の研究科等との緊密な連係及び協力の下，当

該２以上の研究科等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する

研究科以外の基本組織を置くことができるという制度です。 

 千葉大学大学院総合国際学位プログラム（研究科等連係課程実施基本組織）は，大学院人文公共学府及び大

学院融合理工学府（連係協力研究科等）と連係しながら教育課程を実施していきます。 

 

２）概要と目的 

 大学院総合国際学位プログラムは，現代世界と現代日本が抱えるグローバルな諸課題を解決するために，社

会課題と学術知を結合する高度な能力を有する人材を育成することを目的として，千葉大学全体で創設する新

たな学位プログラムです。このプログラムは，１）既存の学問領域を超え，分野を横断して問題の解決を目指

した知識生産を行うトランスディシプリナリーな教育・研究，２）大括りの探求課題である「移民・難民研究」，

「科学技術社会論」，「環境科学」をそれぞれ学修しつつ，学生が自主的・自律的に研究計画を立案するセルフ・

デザインド・メジャー（自己設計専攻)，３）時間・空間・学問領域の制約を超えた新たな創造の場を形成する

スマートラーニングの実現，という３つの特徴を有しています。 

 本学位プログラムでは，現実に生起している問題の解決に貢献することができるように知の社会実装を重視

し，新たな社会を構想して，価値を創造する人材を育成します。その目的を実現するために，特色あるカリキ

ュラムを編成し，学生が，特定学問分野の知識を修得するだけでなく，学際性に対する認識を獲得するととも

に，実践的な学修を通じて自己設計専攻を深化させることを目指しています。 

 

３）修了要件 

 以下の６つの科目群でそれぞれ必要単位数を修得したうえで，合計３０単位以上修得し，必要な研究指導を

うけ，修士論文を提出し合格することが必要です。合わせて，在学中に，１回以上の留学が必須です。 

ａ）研究基盤科目（研究・倫理，研究手法関する学修知識を修得する科目）…４単位 

ｂ）学際認識科目（研究分野の知識を修得するとともに学際認識を深める科目）…８単位 

ｃ）実践・演習科目（共同研究や現地実践を通じて研究の発展を深める）…４単位 

ｄ）研究基盤科目（自己設計専攻に基づき連係協力研究科等の科目等を履修）…４～８単位 

ｅ）研究指導・卒業論文（自己設計専攻に基づく研究計画立案と継続的な研究指導）…６単位 

ｆ）自由選択科目（知識の深化のため他研究科科目及び大学院共通科目等を履修）…０～４単位 

 

４）所属について 

 入学すると，「千葉大学大学院総合国際学位プログラム」に所属します。 

 

５）取得できる学位について 

 本学位プログラムを修了した場合，「修士（学術）」の学位を取得できます。 
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６）指導教員について 

 本学位プログラムにおける指導教員は「12．指導教員」で確認してください。 

 

７）長期履修学生について 

 職業を有している等の事情で，通常の学生よりも１年間または１学期間に修得可能な単位数や研究指導を受

ける時間が限定される等の理由により，本学位プログラムの標準修業年限（修士課程は２年間）を超えて在学

しなければ課程を修了することが出来ないと考える者に対して，申請に基づき，大学が審査し，最長４年間の

修業年限で在学し，計画的に課程を修了することにより学位の取得を認める制度です。長期履修学生として認

められた者は，通常の修業年限において支払う授業料の総額を，あらかじめ認められた修業年限を超えた年数

（学期）で除した額をそれぞれの年（学期）に支払うことになります。 

 

８）大学院設置基準第 14 条に基づく教育方法の特例措置について 

 大学院の課程においては教育上特別の必要があると認められる場合には，大学院設置基準第 14 条に基づき，

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行う特例措置が

認められています。受け入れの体制は研究室等で異なりますので，この特例措置を受けようとする志願者は，

志望する指導教員に相談してください。 

 

12．指導教員一覧 

探求課題 氏名 職名 分野 

移民・難民研究 

小澤 弘明 教授 歴史学，国際関係論 

村岡 英裕 教授 社会言語学 

福田 友子 准教授 国際社会学，移民研究 

小林 聡子 准教授 教育学，言語人類学，質的研究方法論 

佐々木 綾子 講師 社会学，国際社会福祉，福祉政策 

科学技術社会論 

神里 達博 教授 科学技術社会論，リスク論，科学史 

串田 正人 教授 ナノ・マイクロ科学，電気電子工学 

東島 仁 准教授 科学技術社会論，生命倫理 

三野 弘文 准教授 物理学 

環境科学 

渡邉 誠 教授 デザイン学 

永瀬 彩子 准教授 都市環境デザイン学 

徳永 留美 准教授 人間情報学，視覚情報処理，色彩工学 

鈴木 雅之 准教授 建築学，地域研究 

 ※指導教員の詳細な研究内容等については，千葉大学国際教養学部ホームページ教員一覧 

（http://www.las.chiba-u.jp/teachers/index.html）を参照してください。 

 


