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ようこそ千葉大学へ

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
これからの皆さんとの学生生活が楽しい日々であ
るために、そして新しい未来の創造のために力を
合わせてまいりましょう。学生、教職員は皆さん
を心から歓迎いたします。学生としてのしっかり
とした目標と生活設計を立てて、勉学に励むこと
を心に誓いましょう。私たち教職員もあなた方の
先輩の学生も、皆さんの学生生活が有意義になる
ように、最大限の支援をしたいと願っています。
わからないこと、心配事あるいは相談事があれば、
気軽に声をかけて下さい。いつでも喜んで相談に
応じます。
　大学生は、高校生に比較すると、時間的にも校則
の面からも、かなり自由です。それは大学生は社
会的に成人として位置づけられるからであり、責
任をもつ一人であるからです。この自由を最大限
に活用して、大学での生活を有意義に過ごしましょ
う。
　大学では、必修授業科目の履修が第一に重要で
す。前向きな態度で受講しましょう。学問は奥が
深く、その楽しさを発見すると勉強が楽しくなり
ます。幅広く学ぶことを心掛け、興味ある選択科
目も積極的に受講しましょう。また、講義に関連
した書物を自由に読み、いろいろな体験にも挑戦
してみましょう。本学は総合大学であり、様々な
分野を専門とする教員がおられます。積極的にそ
れらの先生を訪れて、自らの疑問や意見をお話し
て議論をして下さい。先生方もそんなあなた方を

待っています。それらを通してあなた方は大きく
成長し、素晴らしい人間の基礎を構築することが
できます。
　皆さんは、これから、幅広く、できる限り深い
教養を身に付け、豊かな人間性を涵養し、総合的
判断力を培い、さらには専門分野の学識と体験を
深めることを目指してほしいと思います。いろい
ろな方面で大きな問題を抱える現代社会において、
あなた方が卒業後に専門性を活かしつつ、人間と
して幅広く、柔軟に、かつ充実感をもって活躍す
るために、創造的かつ前向きな行動力を養い、ま
た社会性を身につけることが大切です。
　大学では、友達に出会う、サークル活動をする、
進路について友達や教員と議論する、ボランティア
活動をする、講演会に参加してみる、書物に親しむ、
一人で生活する、生き方を選択する、自然を愛する、
旅をする、人助けをする、アルバイトをする、趣
味を見出す、特技を身につける、人を愛するなど、
授業以外の多様な学習機会と経験があります。そ
れらに、少しだけの勇気と節度、失敗を恐れ過ぎ
ずに、前向きに夢と目標にチャレンジしよう。
　学生生活を実りあるものにするには、大きく目
を開いて、遠くを眺め、耳を澄まして、胸に手を
あてて、夢に向かって進みましょう。あなた方が
充実した学生生活を過ごせるように、私たち教職
員はいつでも相談にのり、支援します。あなたは
千葉大学の大切な仲間です。お互いに有意義で豊
かな時間を過ごしましょう。

学　長 齋　藤　　康
SAITO Yasushi
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ようこそ千葉大学へ

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうござい
ます。
　みなさんは今、期待と不安の中で、これから
の４年間をどう過ごそうかと考えていることで
しょう。
　大学では、勉学・研究を行う正課活動のほか
に、みなさんは自己の能力や環境、趣向などに
応じて、自分に適したサークルを自由に選び、
様々なサークル活動に参加することができま
す。このような正課活動以外に行われる活動を
課外活動と呼びます。
　課外活動は、学生の皆さんの自主性の上に
立って行われるもので、集団生活を通じて、自
己規律性や協調性、指導力などが養われる貴重
な場です。
　充実した学生生活を過ごすためにも、勉学・
研究との両立を考えつつ、課外活動を通して貴
重な人間関係を築き、多くの社会的経験を積ん
でください。

サークルを選びましょう
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■公認サークル
　◆体育会サークル（46団体）
　◆体育系サークル（51団体）
　◆文化系サークル（61団体）
　◆音楽系サークル（20団体）
　◆学部公認サークル

■新入生サークル勧誘
　西千葉キャンパスでは、４月11日（木）に「サークル
の日」を企画し、各サークルがブースを出し、新入生の
ためのサークル勧誘を行っています。総合校舎B・C・D
号館内及び中庭、かたらいの森、ライフセンター前等へ
直接足を運んで、サークルの先輩と話をしながら興味の
あるサークルを見つけてください。
※公認サークルは、肩に公認ワッペンを付けています。
　当日は総合校舎の中庭に案内テントを設置します。

　大学に認められていない団体が様々な勧誘を行ってい
ます。なかにはカルトと呼ばれる団体もありますので、
注意してください。
　安易に住所・氏名・電話番号を教えたり、書いたりし
ないよう、各自で十分注意してください。
トラブルに巻き込まれて困ったとき、その他不安に感じ
た時には
カルト相談窓口　080-1296-6310
学生相談室　    043-290-2235
e-mail : cultsoudan@offi  ce.chiba-u.jp
へ遠慮なく相談してください。

　　悪質な勧誘活動などに要注意！cult
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学務部より
　学生支援プラザには学生支援課・就職支援課（p.10に掲載）・学生相談室があります。

　学生支援課では、学生のみなさんの主に生活面での支援を行っています。
　それぞれ担当の窓口で手続きを行ってください。

　学生支援プラザには、証明書自動
発行機が２台設置されています。
　使用にはパスワードの入力が必要
になります。パスワードを忘れてし
まった場合には、総合メディア基盤

センター窓口へお問い合わせください。
　発行機は平日8：30 ～ 18：00で利用できますが、メ
ンテナンス等で利用できないこともありますので時間
に余裕を持って必要な証明書を発行してください。

●バス定期購入のための通学証明書が欲しい
　⇒所属する学部の学務窓口へ
●普遍教育科目の授業に関すること
　⇒総合校舎Ａ号館　普遍教育係へ
●専門科目の授業に関すること
　⇒それぞれの学部へ
●盗難被害にあった
　⇒所属学部の学務窓口、または被害に
　　あった建物を管理している部署
●学生証を再発行したい
　⇒所属学部の学務窓口へ
●公欠の届を出したい
　⇒所属学部の学務窓口

学生支援課

　新入生のみなさんの場合、例えばこんな時に利用
してください。

●家の人から「在学証明をもらってきて！」と言わ
れたら⇒在学証明書

●大学で健康診断を受けてから３～４週間経ったら
　⇒健康診断証明書
●ＧＷに実家へ帰省するなら⇒学割証

●各種奨学金について
地方公共団体や民間育英団体が実施している奨学金制度がありま
す。学生支援課のHP、学生支援課内の掲示板等で閲覧できます。

http://www.chiba-u.jp/student/payment/scholarship

●忘れ物、落し物について
　講義室等に物を忘れる人がとても多いので、教室移動の際には十
分に気を付けてください。
　携帯電話、教科書、電子辞書、筆箱等、多くの方が学生支援課へ
忘れ物をしたと言ってこられますが、大学内には紛失物を一括管理
しているところはありません。忘れ物のお問い合わせは、無くした
場所（講義室など）を管理している事務所へお願いします。
　所持品には学生証番号や氏名を明記しておくといいですね。

●自転車の構内乗り入れについて
大学入構用の自転車ステッカーは、千葉大学生活協同組合の住まい・
アルバイト紹介カウンターで販売しています。

　　　　　　・一般500円
　　　　　　・南門特別駐輪場2000円

こんなときは
どこへ行けばいい？？？

総 合 案 内 ・様々な案内をします

課外活動支援係

・体育施設及び課外活動施設の使用、課外活動用備品の貸出に関すること
・２学部以上にわたる学生の諸団体、集会、および掲示等に関すること
・セミナーハウス山中寮の申込み
・学生教育研究災害傷害保険の諸手続き
・学生証の磁気回復

生 活 支 援 係

・学生寮への入居申請
・民間団体等奨学金の申請
・入学料、授業料の免除及び徴収猶予、月割分納の申請
・日本学生支援機構奨学金の申請
・やよい保育園入園に関すること

学 生 支 援 係 ・学生なんでも相談、学生相談室
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学務部より

　本学では、平成６年度から課外教育活動の振興、社会奉仕精神の涵養を図ること等
を目的として、課外活動や社会奉仕活動において特に優れた成績を収め、又は評価を
受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる学生を表彰することとしています。
　平成24年度は、次の５件を課外活動賞とし、卒業式当日に表彰状及び記念品を授与しました。

　スペインで開催されたソーラー住宅の国際大会『ソーラー・
デカスロン・ヨーロッパ2012』に日本の大学として初めて、唯
一参加し、おもてなしハウスの建設と発表を行い、千葉大学の
環境教育への取組みを世界にアピールした。
　チームは、工学部だけでなく園芸、教育、看護学部等から延
べ80名を超える学生が参加し、総合大学の強みを活かした領域
横断による研究成果を広く社会に提示した。

　東日本大震災後間もない時期から被災地のNPO団体
等に所属しながら、ボランティア・コディネーターを
継続して担い、“支援の届きにくい地域・人々と支援者
とを繋ぐ”という重要な役割を担った。
　平成23年10月から平成24年９月は、被災地での活動
に専念するため休学し、現地に移住し、新事業の企画
と調整の中核役割を担った。

　JR千葉駅構内において、電車内で下半身を露出した男を取
り押え、犯罪行為の容疑者逮捕に大きく貢献した。

　江戸川において、水に溺れた50代
男性をボートにて救出。人命救助に
大きく貢献し、松戸警察署長より感謝状の授与を受けた。

　LSI（大規模集積回路）の設計技術やアイデアを競う
学生の国際大会「LSIデザインコンテスト」において優
勝した。日本の大学チームとしては、５年ぶりの受賞。

千葉大学ソーラー・デカスロンチーム（代表　田島　翔太）

塚田　祐子（看護学部２年）

植松　久宜（法経学部２年）

須藤　　　隆（園芸学部４年）
斎藤　宏二郎（園芸学部３年）

西千葉組
紀井　建彦（工学研究科博士前期課程２年）
西辻　　崇（工学研究科博士前期課程２年）
矢澤　和将（工学研究科博士前期課程２年）

◆◆◆◆  平成24年度　課外活動等に係る学長表彰者  ◆◆◆◆

■■■■ 平成25年度　定期健康診断のお知らせ ■■■■

仮設住宅談話室でのお茶っ子健康相談
（2011年８月）右から二人目が塚田さんです。

西千葉キャンパス総合安全衛生管理機構での健診日程 園芸学部及び附属病院での健診日程

※西千葉地区の学生は、この日程では受診できません。

4/3
5
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
25
26
30
5/1

2

月/日
水
金
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
木
金
火
水

木

学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生（女）
学部１年生（女）
学部１年生（男）
学部１年生（女）
学部１年生（男）
学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（女）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（女）
研究生（男）９：30～10：10
研究生（女）10：20～11：00

6/4
6
14

20

21

火
木
金

木

金

松戸地区学生のみ　　女10：00～11：30　　男11：40～13：00
松戸地区学生のみ　　男  9：45～11：20　　女11：30～13：00
亥鼻地区学生のみ　　男13：00～14：30　　女14：40～16：00

亥鼻地区学生のみ　　男  9：15～11：00　　女11：10～13：00

亥鼻地区学生のみ
男　  9：15～10：15
女　10：25～11：25

亥鼻地区学生のみ
女13：00～14：30　男14：40～16：00
男女16：00～17：00
※放射線取扱健診13時～17時

学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生（男）
学部１年生（男）
学部１年生（女）
学部１年生（男）
学部１年生（女）
学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生（女）
学部生・大学院生（男）
学部生・大学院生・研究生等（女）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（女）
学部生・大学院生・研究生等（男）
学部生・大学院生・研究生等（女）

曜 ９：00～11：00 12：15～15：00

日程上の注意
◦松戸・亥鼻地区の学生は西千葉でも受けられます。
◦受付対応人数を超えた場合は、その時点で受付を終了することがあります。
健康診断項目
　胸部レントゲン（対象者のみ）　　尿　　身長・体重　　血圧　　問診
　視力　　聴力（会話法）　　貧血（視診）　　診察
受診上の注意
◦学生証持参
◦直前にトイレに行かないでください。
◦無地Tシャツ持参
◦前日からビタミン剤の服用は控えてください。
◦前日から暴飲暴食、激しい運動は控えてください。
◦健診終了後３～４週間で結果がわかります。証明書自動発行機で発行し、必ず結果
を確認してください。

ホームページでも日程を確認できます　　　　携帯版
http://www.hsc.chiba-u.ac.jp　　　　　　http://www.hsc.chiba-u.ac.jp/i/
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学務部より

２階

１階

総合学生支援センター

大学会館

【マルチゾーン】の予約はここで受け付けます。
ボランティア活動支援センターが設置されています。ボラン
ティア登録はここでできますので、希望される方はぜひご登
録をお願いします。
http://gakuseisiengp.chiba-u.jp/volunteer-center/
index.html
●ボランティア募集情報の紹介
●学生５団体の活動支援
●学生同士又は教職員とのふれあいをもつイベント、「カタ
リベカフェ」を年に数回開催
●電子ピアノの貸出
●ボランティアポスターの掲示

詳細は P.8 でご紹介しています。

渡り廊下で大学会館とつな
がっています。

詳細は P.8 でご紹介しています。

授業やグループディスカッションなどに利用
されます。利用には予約が必要です。

プロジェクター、スクリーンが
設置されています。会議や説明
会、勉強会等、多目的に利用で
きます。

飲食も可能なスペースです。

4/8 ～ 4/11　 10：00～ 16：00
4/12 ～ 4/26　 8：30～ 18：30
4/30 ～ 5/2　 10：00～ 16：00 ●ライフセンター

●トラベルカウンター
●住まい・アルバイトカウンター

　（１階）
●フードコート１（カフェテリア食堂）
●フードコート２（麵専門店）
　（２階）
●フードコート３（丼ぶり、プレート、鉄板）

　（３階）
●第一会議室
●第二会議室
●和室１・２
●和室３・４
●音楽鑑賞室

ふれあいの環　9：00～17：00

イングリッシュハウス

イングリッシュハウス

アクティブラーニングゾーン
【リザーブエリア】 

マルチゾーン
【リザーブエリア】
9：00～17：00

アクティブラーニングゾーン
【フリーエリア】
 9：00 ～20：00

【教科書販売】（期間限定、平日のみ） 千葉大学生活協同組合
（※次頁で紹介しています）

千葉大学生活協同組合
（※次頁で紹介しています）
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千葉大生から通称「ライセン」と呼ばれているお店。広い店
内では弁当や文房具はもちろん、パソコン、千葉大土産まで
コンビニよりも幅広い商品を扱っています。店舗の厨房で焼
いた焼立てパンは好評です。昼休みはもちろん授業の合間に
多くの学生や教職員が利用しています。

通称「すまセン」と呼ばれているお店です。生協
や共済の加入及び共済の給付申請窓口になってい
ます。その他に住まい(アパート)紹介、アルバイ
ト紹介、レンタル自転車の取扱、大学入構用の自
転車ステッカーの販売など様々なサービスを行っ
ています。

通称「トラセン」と呼ばれていますが、個人の国内・
海外旅行とゼミやサークル合宿の申し込みなど旅
行に関する事は何でも相談できます。また、運転
免許取得の教習所(通学・合宿)の申し込み等を扱
うお店です。
ライフセンター内学生支援課側にあります。

ライフセンター

住まい・アルバイト紹介カウンタートラベルカウンター

営業時間　平日 8：30～19：30

営業時間　10：00～17：00
営業時間　10：00～17：00

総合学生支援センター
１階

広々とした明るい食堂です。テーブル席のほか１
人でも利用できるカウンター席やテラス席もあ
り、グループでも１人でも食事のできるおしゃれ
な食堂です。通常のカフェテリアメニューのほか
に、いろいろなメニューから好きなものを好きな
だけ取って、重さで値段の決まる「ビュッフェ」
が大人気です。また、９時30分から営業してい
ますので、朝食メニューもご利用いただけます。

フードコート１（カフェテリア食堂）

営業時間　平日 9：30～18：30

ラーメンや、うどん・そばが利用いただける、学
内唯一の麺の専門店です。麺単品じゃ足りない、
もう少し食べたいという方には、カレーやチャー
ハン、ミニ丼がついたお得なセットメニューもあ
ります。また、ハーフサイズのセットもご用意し
てありますので女性の方にもおススメです。

フードコート２階にある、カレー、丼ぶり、プレート、
鉄板・鍋とバラエティーに富んだメニューがご利用
いただける食堂です。丼コーナーでは注文が入って
作り始める、手作りのカツ丼がお楽しみいただけま
す。また、ビュッフェ・サラダバーコーナーもあり
ますので、もう少し食べたい、野菜やサラダも摂り
たいというときに併せてご利用いただけます。

フードコート２

フードコート３

営業時間　平日 11：00～14：30

営業時間　平日 11：00～15：00

大学会館　１・２階

千葉大学生活協同組合についての詳細はHPをご覧ください。
http://www.univcoop.jp/chiba-u/
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早期の入学や卒業といった制度を活用し，多
様な修学年度を設定。「スーパー・グローバル
人材」と呼ばれるような，優れた学生を育てて
いきます。 学生が自発的に学習する「アクティブ・ラ

ーニング」の環境を生かして，日本文化と
異文化の両方を理解できるように，新たに
「国際日本学」のプログラムを教養教育に
加え，その修了者には履修証明を授与し
ます。

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を用意。専門科目で
は英語による授業を充実させています。

リラックスしながら英語を話し，学ぶイン
グリッシュ・ハウスを新たに設置。イングリ
ッシュ コミュニケーションの科目を充実さ
せるとともに，海外留学への情報提供も強
化します。

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』をスタート

学部・修士の６年間をかけて，日本，
米国，欧州でデザインを学びます。
その領域は，経営，振興，技術と多
岐に渡ります。異なるプログラムで
学び，世界に通用するグローバルな
デザイナーとして，将来の産業を創
る人材を育みます。

日米欧でデザインを学ぶ！

大陸間デザイン教育
プログラム

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。

植物で世界を救う！

植物環境デザイニング
プログラム

教育学研究科と他の研究科の大学院
生がペアを組んでASEAN諸国を訪ね
ます。現地の小中学校で先生となり，
日本語や文化，そして先端研究の授
業や実験を実施します。グローバル
マインドを持った人材（教員）を育
成します。

ツイン型学生派遣
プログラム

ASEANで教育実習！

スキップするように軽快に国際日本人になろう！
世界では国境を越えたビジネスや人的交流が行われるグローバル化が加速しています。日本が世界でのリーダーシップを取り続けるために
は，グローバル化への対応が必須です。千葉大学は2012年，日本のグローバル化を推進する拠点となる11大学のひとつに選ばれました。本
学では，学生がグローバル人材として育つのを支援する「スキップワイズ・プログラム」を展開しています。
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English Loungeオープン！
英語で集い，寛ぐ場

英語を身近に感じ，気軽に楽しむ！
平成24年12月5日（水）のお昼休み，イングリッシュ・ハウス１階イングリッシュ・
ラウンジのオープニングイベントが開催されました。
大井恭子教育学部教授の英語による司会のもと，齋藤康学長のご挨拶，学長か
らのメッセージ“Click your Heart Into Bon voyage Ahead!”を自ら壁に貼った
り，学生代表によるスピーチ，また参加者全員が思い思いの英語のメッセージを
壁に貼るなど，多くの方々にご参加頂き，大変盛り上がるイベントとなりました。
イングリッシュ・ハウスは，英語を身近に感じ，気軽に楽しみ，おまけに英語が学べてしまうような空間にしたいと思っています。
今後，色 な々企画を考え中ですので，ぜひ一度気軽に遊びに来てください！

メッセージ
“Click your Heart Into Bon voyage Ahead!”を壁に貼っているところです。

各自思い思いの素敵な英語のメッセージを
壁に貼って楽しんでいるところです。
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千葉大学のキャリア
1年次 2年次

高

　
　
　
校

キャリアデザインの
ポイント

キャリア支援

就職支援

いつでも
受けられる支援

自分を知り、目標を仮設する
●自分探し

●大学と社会について学ぶ

入学までの自分史を振り返り、自分が大学
生活のなかでやってみたいことを考える。

自分磨き
●大きな目標を定め、専門を選択する
●スキルアップ
・興味を掘り下げ、得意科目をつくる
・目標達成に必要なスキルは？
・資格取得や公務員志望者は
早めの対策・準備を！

自分が入った学部・学科がどのように
社会と関連し、職業と結びついているか
学ぶ

社会
●具体

●就職
・企業

・学内
・自己分
筆記
・企業就

新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション

学年ガイダンス学年ガイダンス

キャリア教育キャリア教育

就職就職

インターンシップ（就業体インターンシップ（就業体

・企業、
・ビジネ
・さまざ

就職支援課ホームページ

就職

クラス担任・部局の担当者による支援
千葉大学ユニキャリアへの登録

キャリアポートフォリオ（CURIOK）　http://gakunai.jm.chiba-u.jp/gakuseibu/cur

 Ｑ：就職支援課はどこにあるの？

 Ｑ：就職活動について疑問が出たり、
　　 不安に思ったら誰かに相談できるの？

ここでは次のようなことができます。
　・求人票や企業パンフレット等の閲覧
　・インターネットによる情報検索
　　（パソコンとプリンターを設置しています）
　・学内外で開催される就職イベント情報掲示
　・就職に関する各種資料の入手
　・OB・OG名簿の閲覧
　・就職に関する書籍の貸出・・・など
お昼休みなどの空き時間を利用して、一度自分の
目でチェックしてみましょう。

「就職と進学で迷っている」、「何から始めたらいいのか
全然わからない」、「自己ＰＲを書いてみたのでチェック
してほしい」など就職に関する相談なら何でもＯＫです。
希望者はUniCareerからご予約ください。

 Ａ：学生支援プラザにあります。

Ａ：就職支援課では毎週月～金曜日の13時からキャリア
アドバイザーによる就職相談を実施しています。

　　（相談時間は１人50分の予約制）。

岩渕桂子先生

キャリアアドバイサー

清水知子先生

就職支援課
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ア支援プログラム
3年次 4年次 大学院生

社

　
　
　
会
自
立
し
た
社
会
人
と
し
て
の
生
活

会への跳躍
体的な進路を考える

夢の実現へ
●各採用試験の受験
●大学院受験
●進路が決まったら、進路届を提出
（後輩たちへの貴重な資料となります）

職活動の準備開始
業就職、公務員、教員、進学、留学等。

修士課程（博士前期課程）の１年生は
３年次生、前記同課程の２年生は４年
次生に当てはめて対応を！（６年制課
程の人は、卒業２年前を３年次生、卒
業年次を４年次生に読み替えてくださ
い。）の就職ガイダンスに積極的に参加

分析、業界・企業研究、OB・OG訪問、
記・面接等試験対策
就職希望者は企業へのエントリーから

職ガイダンス・セミナー職ガイダンス・セミナー業界・企業セミナー業界・企業セミナー

体験）体験）

公務員、また留学生、女子学生向けなど対象別にそれぞれガイダンスを実施
ネスマナー・応募書類・面接対策講座も実施
ざまな業界の特徴を理解するための「仕事研究セミナー」や企業説明会にあたる「仕事発見フォーラム」や学内合同企業セミナーを実施

上記のスケジュールはモデルケースの一つです。自分にあった学生生活をデザインしましょう。

職相談
riok/

Career Support Book（就職ガイドブック）

キャリアを考える科目「導入セミナー」「ライフデザイン」「キャリア入門」「職業倫理」など
自己理解と現状認識を基に、自分らしく生きるために大学で何を学び、大学生活をどう
過ごすかを考え、それらがキャリア形成に結びつくきっかけとなることを目指します。

インターンシップ
働くってどういうこと？社会人はどんな仕事をしているの？就職活動の時に必ず突きあ
たる疑問点を、身をもって解消できる貴重な体験がインターンシップです。その体験を
就職活動の際の企業研究や業界選びに活かしたり、自分が将来どんな仕事をしたいの
かをある程度明確にしたりすることができます。積極的に参加しましょう。

 Ｑ：学外では就職情報はチェックできないの？

Ｑ：就職支援課ホームページには何が掲載されているの？

 Ｑ：UniCareerってなんですか？

Ａ：就職支援課ホームページや求人検索システムUniCareer（ユニ
キャリア）はインターネットがつながる環境であれば、いつでも
どこでも就職情報をチェックできます。

Ａ：学内ガイダンス情報はもちろんのこと、学外開催のガイダンス情
報や、OB・OG名簿の掲載企業一覧、貸出本のタイトル一覧など
UniCareerには掲載されていない情報が入手できます。携帯サイ
トもあります（一部PCサイトのみの情報もあり）。

Ａ：『千葉大学UniCareer』は、千葉大学に寄せられた求人情報を、
学内・自宅問わず検索・閲覧できるシステムです。

　　（ＰＣ・携帯）
　　また、就職支援課主催のガイダンスやキャリア相談予約もこのシ

ステムを使って閲覧・申込が出来ます。（ＰＣ・携帯）

５月中旬ごろに
１，２年生のため
のキャリアガイ
ダンスを開催す
る予定ですので、
ぜひ参加してく
ださい！
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キャンパスライフ

サークル紹介

　新入生のみなさん、ご入学おめ
でとうございます。
　私たち千葉大学体育会硬式野球
部は現在千葉県大学野球連盟２部
リーグに所属しております。リー
グ戦で優勝し、１部リーグに昇格
することを目標に、日々練習に励
んでおります。私たちのチームは

監督やコーチ等、全てにおいて学生が務めており、全員で意見を出し合いながら活動しております。高校の
ように、専門的な指導者が考えたメニューをこなし、受動的に練習に参加するのではなく、自律した姿勢で、
常に考えながら練習をすることが部員には求められます。他の私立大学とは異なり、練習時間や環境も限ら
れておりますが、その分試合に勝利した時の喜びは大変大きなものです。あなたも私たちと共に、全国の名
門高校から選手を集めている強豪私立大学を相手に、本気で野球をしてみませんか。　　　　　（朝夷　　啓）

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！千葉大学体育会水泳
部です。いきなりですが、皆さんは水泳と聞いて何をイメージします
か？水泳は一見、個人スポーツと見られがちですが、決してそうではあ
りません！チームのみんながいるから力を発揮できます。チームのみん
ながいるから頑張れます。大学対抗戦である関甲信では毎年好成績を残
していますが、これもチームの力の結束の証です。水泳部にはインカレ
出場者から大学で水泳を始める人まで選手のレベルも様々ですが、部員
で切磋琢磨し励まし合いながら頑張っています。また多くの部員がアル
バイトも両立していますよ♪水泳部は充実した大学生活を送るのにぴっ
たりの場所です！水泳部で共に目標に向かって頑張りましょう！マネー
ジャーも大募集しています！大学プールで、部員一同心よりお待ちして
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文本　利予）
【HP】http://web11.jp/chiba_swim/

　新入生の皆さんご入学おめでとうございます。私たちサッカー部は火水金土日
の週五回活動を行っています。平日は16：15 ～、土曜日は9：00 ～学校のグラウ
ンドで練習することが多いですが、近くの人工芝のグラウンドで練習することもあ
ります。日曜日は練習試合や公式戦があります。
　高校までサッカーをやっていたけれど、大学に入ってやめてしまうのは本当に
もったいないです！高校サッカーには劣りますが、実は大学サッカーは今かなり注
目度を上げてきているので、大学でサッカーを続けていく価値は大いにあります。
　私たちは昨年千葉県リーグ３位という好成績を残し、今年は１位になって関東
リーグへ参入することを目標に非常に高いモチベーションで練習をしています。初
心者経験者問わず歓迎しますので是非私たちの力になってください！お待ちしてい
ます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十嵐　貴光）
【HP】https://sites.google.com/site/chibaunivfootballclub/
【Twitter】 @chiba_univ_fc

❖ 硬式野球部 ❖

❖ 水泳部 ❖

❖ 男子サッカー部 ❖
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キャンパスライフ

サークル紹介

　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。
　我々千葉大学柔道部は顧問の村松先生や諸
先生、先輩方の指導のもと西千葉キャンパス武
道場にて練習しています。練習時間は週３回と
少ないですが、少ない時間の中でも強くなるた
めに集中して練習をしています。
　体育会と聞くと上下関係がとても厳しいとい
う印象を受けるかもしれませんが、先輩に対し

て敬語で接するなど最低限のことさえできれば、特に厳しいと感じることはありません。
　また柔道という競技の性質上、部員に経験者が多いのは事実です。ですが、大学に入って初心者から始めた部
員もいますし、未経験者でも先輩が優しく指導するので心配することはありません。少しでも柔道に興味があれば、
是非柔道場まで足を運んでください。たくさんの新入生の入部を心よりお待ちしております。　　　　（片山　雄登）
【HP】https://sites.google.com/site/chibajudo/

　体操競技は男子は床、鞍馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
の６種目、女子は床、平均台、跳馬、段違い平行棒の４種目
で技の難度と美しさを競うスポーツです。ロンドンオリンピッ
クで活躍した内村航平選手の演技を見た人も多いでしょう。
美しい伸身姿勢から吸い付くような着地。体操は世界で一番
美しいスポーツです。
　見た目の難解さゆえに初心者は避けてしまいがちなスポー
ツですが段階を踏み丁寧に教えていくので大学から始めても
男子だったら床のバック転や鉄棒での大車輪などの技がコツ
さえわかれば簡単にできるようになります。また千葉大学体操競技部ではそれぞれが自分の目標に向かって
練習しているので、マット運動などでちょっと体を動かしたい人から大会に出て点数を狙う人など様々です。
ちょっとでも興味を持った方は来てみてください！第一体育館で待っています。　　　　　　（板垣　　治）
【HP】http://www.geocities.jp/gym_chiba/

❖ 柔道部 ❖

❖ 体操競技部 ❖

‼
　関甲信（関東甲信越大学体育大会）とは、関東甲信越地区（東京は除く）の国公立大学13校
のスポーツ振興と競技レベル向上を目的として毎年開催されている大会です。今年度は、ここに
紹介しました体育会５団体を含む６競技が千葉大学の当番となっています。
　みなさん、ぜひ応援よろしくお願いします！

【硬 式 野  球】　8月20日～21日　青葉の森スポーツプラザ野球場
　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県総合スポーツセンター野球場
　　　　　　　　　　　　　　　　　秋津総合運動公園秋津野球場
【男子サッカー】　8月27日～30日　稲毛海浜公園スポーツ施設球技場
【ソフトテニス】　8月21日～22日　千葉県総合スポーツセンター庭球場
【水　　　　泳】　8月27日～28日　千葉県国際総合水泳場
【体　　　　操】　8月23日　　　　 千葉県総合スポーツセンター体育館
【柔　　　　道】　8月22日～23日　千葉県総合スポーツセンター武道場
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キャンパスライフ

サークル紹介

　なでしこJAPANがＷ杯で優勝、ロンドン五輪で準優勝したことはみなさんの記憶にも新しいことでしょ
う。もはやサッカーは男の人だけのスポーツではありません。今、女子サッカーが熱いです！
　私たち女子サッカー部は週３回、各２時間程の練習の中で、顧問の先生やコーチのアドバイスを元に、全
員で決めた目標に向かって練習・試合に取り組んでいます。「観るのは好きだけど、私にできるのかな…」

なんて心配の必要はありません。現在の部員の約７割が
大学からサッカーを始めました。もちろん経験者も大歓
迎です！本気でサッカーができます！
　練習以外でも、学年を越えてご飯を食べに行ったり遊
びに行ったり語り合ったり…と仲の良さが自慢です。女
子サッカー部なら同じ目標に向かって切磋琢磨する、最
高の仲間が作れる、そして自己成長できること間違いな
しです！　　　　　　　　　　　　　　　（堀井　朋恵）
【HP】http://cugsc.web.fc2.com/

　新入生のみなさん、『高校でやったし大学ではもういいや』なんて思っていませんか？私たちのほとんど
は入学当初そう思っていたのに、結局ラグビーしたくて戻ってきた部員でできています。
　練習は週４（火・水・金・土）で、秋季リーグ戦に向けて日々練習しています。監督がいないのでキャプ

テンだけでなくたまには部員が練習を考えて提案したりと、
部員みんなが部活との一体感を感じることができます。
　そしてあまり知られていない事実ですが、大学でラグビー
を続けると一気に伸びます。特に技術面やフィジカル面で。
みなさんも、まだ自分の中にある可能性を伸ばしてみたい
と思いませんか？ラグビーの中には日常には決してない「全
力で闘うことが許される」世界が広がっています。
　ぜひグラウンドにきてみてください！見学、練習参加待っ
てます‼　　　　　　　　　　　　　　　　（矢内　巧馬）
【HP】http://curfc.d2.r-cms.jp

❖ 女子サッカー部 ❖

❖ ラグビー部 ❖

　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます！
　千葉大学クイズ研究会ミルフィーユです。私達は、いわゆる「早押しクイズ（TV
で見るような早押しボタンを使うアレです）」を中心に男女仲良く活動しています。
時には部員が企画して部内杯を開いたり、外部で開催される大会に参加したり
もします。全国規模の大会で上位入賞・優勝の実績もあります！
　クイズというと「頭が良くないとできない」と思われがちですが、絶対にそん
なことはありません。「分かった！」で答えて、その後に聞こえる正解音と拍手。
学校の勉強には役立たなかった趣味の知識も活かせて、誰でも楽しめる、そ
れがクイズの醍醐味ですよ！あなたの活躍できる場も必ずあります。
　月木17時～か土14時～、大学会館（学生食堂のある建物）３階第二会議室
にて、皆様のご参加をお待ちしています。…TVで見た人にも会えるかも⁉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（白砂　　大）
【HP】http://www32.atwiki.jp/chibadaiquiz/

❖ クイズ研究会 ❖
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キャンパスライフ

サークル紹介

　私たち千葉大学マンガ研究会では、特定の活動時間を定めず、自由に活動しています。活動内容も創作活
動全般について理解があり、幅広い活動が行われています。作品を載せた部誌を定期的に制作する以外にも、
創作活動に力をいれている人や、絵を練習する人、部室にある漫画を読む人、好きな作品について語る人、ゲー

ムに興じる人…など様々な人がいます。
　大学祭等では、部員の描いたイラストを展示し、キャラ
の描かれたポストカードや部誌を販売しています。また、
年に二回あるあの大きなイベントにも、学漫サークルとし
てスペースをもらい参加しています。
　絵を描くのが好きな人も、絵は描かないけれど漫画・ア
ニメ・ゲームは好きという人も大歓迎です！興味のある方
は、サークル会館１階の部室までお気軽にお越し下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坂本　真望）
【HP】http://chibaunivmanken.web.fc2.com/

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。私たちは書道サークルぼくじるです。私たちは火曜日
と木曜日の週二回、大学会館三階にある和室で活動をしています。それぞれが好きな書体を好きな形式で書
いていて、大学祭で作品展を開いたり不定期に図書館で作品を展示させていただいたりしています。メンバー

の中にはこのサークルに入るまで書道を全然やっていな
かった人もいるので初心者の方でも安心してできます。ま
た、筆や墨・半紙などの道具もそろっているので、書道用
品を持っていない人でもすぐに練習を始められます。メン
バー同士仲が良く、よくご飯を一緒に食べに行くような良
い雰囲気の中で活動しているので書道を頑張りながら楽し
い大学生活を送れます。私たちと充実した大学生活を過ご
していきましょう。少しでも興味があったら是非一度和室
まで来てください！お待ちしています！　　（平田　裕樹）
【HP】http://bokujiru.tumblr.com

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。我々
Sound House ZOOはライブサークルといって、基本的には軽
音サークルと考えてもらって構いませんが、バンド演奏をす
るだけでなく、自分たちで会場のセッティングをし、自分た
ちの機材でライブを行い、片付けまできちんとします。１か
らライブを作り上げていく、という意味でライブサークルと
名乗っています。新歓、合宿、大祭、季節ライブなど１年を
通してライブ回数がとても多いので出演する機会もたくさん
あります！また学年を問わずいろいろな人とバンドを組める
のでとてもアットホームな雰囲気です！初心者も大歓迎です
ので興味を持った方、音楽が好きな人はぜひ一度ZOOのライ
ブにお越し下さい、お待ちしています！　　　（吉田　　景）
【HP】http://www.soundhousezoo.com/top.html

❖ マンガ研究会 ❖

❖ ぼくじる ❖

❖ Sound House　ZOO ❖
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第50回  千葉大祭
　2012年11月１日（木）から４日（日）にかけて開催された千葉大祭。
秋晴れに恵まれ、大いに盛り上がりました。屋外では、焼きそば、チュ
ロス、唐揚げなどの模擬店が所狭しと並び、図書館前の特設ステー
ジではバンド演奏、ダンス、ジャグリングなどを披露。一方、屋内でも
様 な々展示や体験企画、ライブなどが行われ、とても１日では回りき
れないほどの充実ぶりでした。この年は第50回という節目を迎えたこ
とから、アーティスト・奥華子さんの記念コンサートや、熊谷千葉市長
による講演なども開催され、祭りに色を添えました。
　第50回の実行委員長を務めた諏訪貴大さんから新入生のみなさん
へのメッセージをいただきました。

ちぃ めぃ

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。受験勉強から解放され
て、いよいよ待ちに待った大学生活のスタートですね。
　おそらく大学に入って、まず驚くことは大学生としての「自由さ」だと思い
ます。興味を持った分野の勉強をするもよし、アルバイトをしてお金を貯め
るもよし、毎日サークルに打ち込むもよし、本当に大学生は今までより自由
に使える時間がとても多いです。今回は自分が３年間、その時間の大部分
を費やした大学祭実行委員について紹介したいと思います。
　千葉大祭は11月の初めに４日間に渡って行われる千葉大学の一大イベン
トです。実行委員は千葉大祭の裏方として、その運営を行います。やること
は参加団体との交渉やパンフレットの作成、当日の装飾品の作成、本部企
画の企画・運営と多種多様でその量も膨大です。実行委員の活動はとても
大変ですが、一つ一つの作業を実行委員の仲間と知恵を出し合いながら
一緒に乗り越え、大学祭当日の盛り上がりを見たときの感動は一入です。実
行委員でなくてもサークルや学科、仲のいい友達同士でも参加できるの
で、是非参加して、その盛り上がりを肌で感じてみてください。
　大学生は人生の中でも、一番時間にゆとりのある時期だと思います。こ
の時に自発的にいろいろな事にチャレンジして、様 な々価値観や世界に触
れて、有意義な大学生活を送ってください。

野外の特設ステージは多芸な
学生ヒーローたちで大盛り上がり!

100を超えるお店が並ぶ
テント通りは連日大賑わい！

赤いジャンパーが目印
の第50回大祭実行委員の
仲間たち。
『来場者も参加団体も全力
でサポートいたします！』

本部企画の工作セミナーは
子どもたちに大人気！

第50回千葉大祭
　マスコットキャラクター

キャンパスライフ

千葉大祭



千葉大学学生フォーラム  №10（2013.4） 17

　西千葉キャンパスにある附属図書館本館は「アカデミック・リンク」として千葉大学のみなさんの学習をサポートする
様 な々取り組みを行っています。本館はL棟、I棟、N棟、K棟で構成され、それぞれの棟に特徴があります。ここでは主
にN棟についてご紹介します。

○授業資料ナビ
　主に１年生で履修する教養コア科目や教養展開科目の一部の科目や文
学部の一部の科目で、「授業資料ナビ」を作成しています。「授業資料ナ
ビ」とは、授業で学ぶ内容の基本的な知識が得られる図書やWebサイトな
どの情報源やキーワードを、コンパクトにまとめたリストで、教員と図書館
員が協同で作成したものです。N棟２階にありますので、レポート作成時や
さらに学びを深めたいときにぜひ利用してみてください。
○学習支援デスク
　N棟２階には「分野別学習相談」「オフィスアワー」「レファレンスデス
ク」の３つのデスクがあります。分野別学習相談では各分野を専門とする
大学院生（ALSA）が、「数学」「化学」「物理」「文系学習相談」等の学
習相談に応じます。「授業や勉強について誰に相談したらいいのかわか
らない…」と感じたときは、気軽にALSAに相談してください。オフィスア
ワーでは、教員が学生の皆さんから学業や大学生活全般について相談を
受け付けます。レファレンスデスクでは、図書館員が、資料や文献探しの
お手伝いをするレファレンスサービスを行いますので、「文献の探し方がわ
からない」など、資料や文献について、わからないこと、困ったことがあれ
ば、相談してください。
○1210あかりんアワー
　「1210あかりんアワー」というショートセミナーをN棟1階プレゼンテー
ションスペースで行っています。さまざまな分野の先生が、自分の研究の
楽しさについて語ったり、職員がおすすめの本を紹介する企画が行われま
す。オープンなスペースで実施しているので、お気軽にお越しください。所
属している学部以外の先生のお話など、普段聞く機会のない内容のお話
が聞けるかもしれませんよ。
〇展示スペース（ブックツリー）やプレゼンテーションスペースの貸出
　附属図書館では、本の貸し出しだけではなく、ブックツリーやプレゼン
テーションスペースなどの場所も借りることができます。ゼミでの研究・学
習成果や、サークル活動の成果などを発表する場としても、図書館を使っ
てみませんか？

詳細や、最新の情報はWebページやTwitter、facebookなどでチェックしよう！
・附属図書館　HP　　http://www.LL.chiba-u.jp
・アカデミック・リンク・センター　HP　　http://alc.chiba-u.jp

　　　　@ALC_Chiba_Univ

　　　　http://www.facebook.com/ALC.Chiba.Univ

 アカデミック・リンク
（附属図書館本館/アカデミック・リンク・センター）
　～ 学生のみなさんの学習を支援します ～ マスコットキャラクター　あかりん

キャンパスライフ

アカデミック・リンク
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　夏の山中湖合宿は、教育学部梅田ゼミの年中行事である。教員採用試験
の一次試験が終わった直後の週末に、卒論の中間発表をおこなう。三年生
は、野外巡検で調べたことをまとめて発表する。木の香りただようセミナー
ハウスの研修室で、緊張感ただよう熱い発表会は日暮れまで続く。
　午後８時、待ちに待った夕食スタート。グルー
プ対抗のコンテスト形式で作られる鍋やカレー
は、毎年どれも超本格的！満腹である。食後は
当然、親睦の宴となる。深い森に包まれたセミ
ナーハウス、その玄関前の広場にキャンピング

用のテーブルセットを整え、夜更けまで話し込む。歩いて数分の山中湖畔に繰り出し、
花火を楽しむこともある。問答無用の楽しさである。
　こうして、合宿の一夜は終わる。四年生たちは、教採や就活に染まっていた日々に
区切りをつけ、卒論に向けて再始動する。梅田ゼミの大切な年中行事である。

（教育学部　梅田克樹先生）

　私は、これまで山中寮を数回、利用させていただいている。そこで、今回は、山中湖周辺の魅力について紹介
していく。
　まず、第一は、山中湖周辺の自然である。富士登山、山中湖でのカヌー、ウォーキング、ワカサギ釣り等景観
を楽しみながら行う活動はなんとも表現しがたいものである。
　次に、文学の森公園、美術館、花の都公園、交流プラザ「きらら」等自然以
外にも楽しむことができる施設が多くある。
　そして、他ではあまり体験ができないこととして、KABAバスと呼ばれる水
陸両用バスがある。山中湖畔を走ってから、そのまま、湖に入り、湖の上を遊
覧し、陸と湖の上から、山中湖周辺の景色を楽しむことができる。車に乗った
まま、湖に入っていくときは、なんとも言えない感覚も味わえる。
　また、食に関しては、寮のすぐ近くにほうとうのお店があり、またここに歩
いていくときにも富士山を眺めながら歩いていくことができる。少し車で移動
すると、吉田うどんなど、地元の料理も楽しむことができる。
　まだ、他にも様々な楽しみがあるので、ぜひ、
一度、利用してみられることをお勧めする。

（教育学部　下永田修二先生）

夏・恒例の山中湖合宿 ～教育学部梅田ゼミ～

山中湖周辺を探索！

宿泊施設のご案内

セミナーハウス山中寮

　セミナーハウス山中寮は食事の提供がないため、自炊、外食、またはデリバリー等、
みなさんそれぞれに楽しまれているようです。梅田ゼミでは毎回「お料理コンテスト」
を企画されていると伺い、とても楽しそうだなと興味津々、ぜひゼミ合宿の様子を伝
えていただきたく先生に原稿をお願いしました。なお、湖畔での花火は、夜10時まで
なら公式にＯＫだそうです。

　下永田先生には、お仕事仲間とゴルフを楽しんだり、ご家族と山中湖周辺探索をさ
れたり、とご利用いただいています。みなさんもいろんな楽しみを見つけてくださいね。

　ここでご紹介しました「千葉大学セミナーハウス山中寮」は、洋室ツインルーム６室のログハウス風宿泊施設です。（開寮期間は４
月20日～ 11月10日、18名まで宿泊可能）ご予約は学生支援課にて随時受け付けています。使用料金等詳細につきましては学生支援
課までお問い合わせください。
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お知らせ

国立大学協会より

学生の皆さんへ。 国立大学法人 千葉大学

2013年４月１日発行　千葉大学　学務部学生支援課課外活動支援係
〒263-8522　千葉市稲毛区弥生町1-33　Tle 043-290-2162　Fax 043-290-2165
e-mail：ddc2162@office.chiba-u.jp http://www.chiba-u.jp/

運営費
交付金

10,792億円
45％

附属病院
収入

9,032億円
38％

授業料等
3,706億円
16％

雑収入
238億円
1％

収入

外部資金（受託研究収入、寄付金収入、特許料収入等）は含まれていない。
（平成25年度国立大学法人運営費交付金予定額の構成）

収入計　２兆3,768億円

国立大学法人
運営費交付金

高等教育費における公費・私費負担割合の国際比較

経常費用における
教育経費・研究経費
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16年度 22年度

＊国立大学法人及び
大学共同利用機関全体の削減総額 いずれも平成25年１月末現在

■ 研究経費　　■ 教育経費

12,415
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3,371

2,332
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4,279

2,86910,792
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■ 家計負担　 ■ 私費負担（企業からの寄付金、奨学金等）　■ 公財政支出

50.7 14.1 35.3

45.3 16.6 38.1

9.7 7.3 83.1

15.6 84.4

1,623億円減 908億円増

●国立大学全体の収入の約半分は、
国からの交付金です。

　国立大学は、自律性に富んだ大学経営を行
うために、平成16年度に法人化されました。
しかし、国立大学全体を支える収入の約半分
は、国から支出される国立大学法人運営費交
付金です。 
　これは、大学の根幹となる教育研究活動を
支える最も重要な経費です。皆さんの勉学の
ために、国民からの貴重な税金が多く投入さ
れていることを日頃から認識していただきた
いと考えています。

●国立大学は、欧米諸国と比べて高額な家計負担の軽減のため、学生の皆さん
に対する支援が拡大がされるよう政府に強く訴えています。

●国立大学の授業料は、平成17年度から
　年額535,800円（標準額）で据え置きです。

平成25年度政府予算案における学生への経済支援　

●国立大学の授業料減免等の拡大
　・授業料減免
　　５万４千人（４千人増）
●奨学金事業の充実  （国公私立大学）
　・無利子奨学金
　　42万６千人（２万７千人増）
　・有利子奨学金
　　101万７千人（６万１千人増）
　・所得連動型の無利子奨学金制度の適用範囲の拡大
　　低所得の場合、返済猶予期間が５年間から無期限になります。

●運営費交付金は削減されています
が、学生の皆さんの教育や研究活
動に係る支出は増加しています。

　国立大学が法人化されてから、運営費交付金
は毎年減額され続け、平成16年度と比較すると
平成25年度（予算額）では、マイナス1,623
億円（およそ39大学分*）となっています。
　しかし、国立大学では教育・研究活動に係る
支出額は平成16年度と比較して平成22年度で
は、プラス908億円となっており、経費の無
駄を省き、学生の皆さんに特色のある教育・研
究環境を提供しています。

出典：文部科学省「国立大学法人等の平成22事業年度決算等について」及び
「平成25年度 文部科学関係予算（案）主要事項」より国立大学協会事務局調べ

出典：文部科学省「平成25年度文部科学関係予算（案）のポイント」より作成出典：OECD, 『Education at a Glance 2012』 (2009年実績)より作成

＊平成24年度の運営費交付金の少ない大学順で合算した場合の大学数

※ドイツの15.6は、家計負担 及び私費負担の合計を示す
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つねに、より高きものをめざして

文学部
法経学部
文学部
法経学部

N

・ JR西千葉駅より西千葉キャンパス南門まで徒歩約２分 
・ 京成みどり台駅より西千葉キャンパス正門まで徒歩約７分 
・ 千葉都市モノレール天台駅より北門まで徒歩約10分

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

至 穴川

野球場

陸上競技場

音楽系・
体育系

サークル会館

音楽系・
体育系

サークル会館

サッカー・ラグビー場

テニスコート

サッカー・ラグビー場

体育施設

弓道場弓道場

体育管理施設 テニスコート

理学部理学部

附属小学校
アイソトープ
実験施設
アイソトープ
実験施設

工学部工学部

かたらいの森かたらいの森

大学会館大学会館

場
道
武

けやき会館

正 門
事務局

財務部
（経理課、契約課）
学生部
（教務課）

事務局

国際教育センター
学生部（留学生課）
国際教育センター
学生部（留学生課）

総合安全
衛生管理機構
総合安全
衛生管理機構

南 門
ゲストハウス
やよい保育園
ゲストハウス
やよい保育園附属幼稚園

松韻会館松韻会館

至 汐見丘

附属中学校

至 東京

至 千葉

至 小仲台

環境リモートセンシング
研究センター

工学部
創造工学センター

分析
センター

総合メディア
基盤センター

分析
センター

総合メディア
基盤センター

産学連携・
知的財産機構

フロンティアメディカル工学研究開発センターフロンティアメディカル工学研究開発センター

自然科学系総合研究棟２

至 みどり台駅

JR西千葉駅

教育学部教育学部
北 門

プール

ゴルフ練習場

普遍教育センター、言語教育センター、
普遍教育係

先進科学センター、理学系総合研究棟

有害廃棄物
管理施設
有害廃棄物
管理施設

サイエンスパーク
センター
サイエンスパーク
センター

人文社会科学系
総合研究棟

附属図書館
アカデミック・リンク・センター

附属図書館
アカデミック・リンク・センター

施設環境部
キャンパス整備企画室

千葉大学・上海交通大学
国際共同研究センター

自然科学系
総合研究棟

１

自然科学系
総合研究棟

１

施設環境部
キャンパス整備企画室

工学系総合研究棟

財務部
（経理課、契約課）
学生部
（教務課）

人文社会科学系
総合研究棟

学生支援プラザ
（学生支援課、就職支援課）

総合学生支援センター

（入試課）

系
化
文

総合校舎総合校舎
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