


受験生の皆さん、千業大学は100年以上の歴史と伝統を持つ多くの学

部や大学院から成る総合大学として、「つねに、より高きものをめざし、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」を育成するための基礎学力を身につける教養教

育に関して、総合大学としての特色を生かして多様な教育科目を準備

して、皆さんの幅広い人格形成の土台作りに応えようとしています。さら

に、今年度からグローバル人材の育成にむけて国際教養学部を新設し

ました。また、海外留学に向けた支援体制やアカデミック・リンクなどの

主体的に学べる学習環境、170を超えるサークル活動、地減・留学生と

の交流などのための環境も整えられています。

本パンフレットに、千葉大学の各学部と学科で養成する人材像などをま

とめました。千葉大学の教育環境をより詳細に知りたいという方は、冊

子版も準備しておりますので、本学のホームページをご覧いただくか、入

試課にお申し出下さい。 

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。あなたの夢

の実現に向けた土台作りを千葉大学で行ってみませんか。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習を提供すること

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。

千葉大学で、
豊かな人格と
夢を育もう



❶ 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文系が主流でしたが、現代

社会の複雑な課題の解決には科学的な視点がかか

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、人文社会科学・自

然科学・生命科学をカバーする総合大学である千葉

大学だからこその強みといえます。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。

❷ 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。留学は自身の目的・能力等に基づいて選択する 

ことができ、千葉大学では多用な留学プログラムを

用意しています。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さまざまな

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。

業種別就職先

公務員 16%
卸売業・小売業 15%
情報通信業 10%
金融業・保険業 10%
教育・学習支援業 7%
製造業 5%
運輸業・郵便業 3%
学術研究・専門・技術サービス業 3%
生活関連サービス業 3%
複合サービス事業 3%
サービス業 3%
その他 5%

主な就職先

関東財務局 津山市役所 長野県立梓川高校
関東地方整備局 良品計画 河合塾大塚製薬
仙台国税局 ヨドバシカメラ 双葉電子工業
東京税関 紀伊國屋書店 図書印刷
千葉県庁 青山商事 東日本旅客鉄道
東京都庁 共同通信社 日本郵便
長野県庁 日立公共システム 生活品質科学研究所

新潟県庁 大塚商会 QVCジャパン
千葉市役所 千葉銀行 全国漁業協同組合

墨田区役所 三井住友信託銀行 連合会

船橋市役所 住友生命 独立行政法人高齢

松戸市役所 千葉県立佐倉高校 ・障害・求職者雇用

佐倉市役所 長野県立梓川 支援機構

国際教養学部 文学部

グローバルな課題解決に向けた
実践的学びの場

計算りきれない
人間・社会・文化を探知す

国際教養学部は、平成28年4月に千葉大学の10番
目の学部として開設された学部です。本学部では、「
グローバル・日本・ローカル」という複合的観点から
国際理解と日本理解の双方を備えた上で、俯瞰的
視野、多元的な視野で物事を考え、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。

自己を知り、世界を知り、自己と世界の関係につい
て学ぶこと。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
することが文学部の目標です。

学科紹介

卒業後の進路について

本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、新設学部なので大学院はありません

が、学部で見つけたテーマに沿った大学院に進んで

  コース紹介

・行動科学コース 
人間や社会とは何か、この最大の謎に挑む

・歴史学コース 
さまざま観点から歴史を考える

・日本ユーラシア文化コース
日本・ユーラシア文化の多様性を学ぶ

・国際言語文化学コース
世界に開かれた広場・ことばと文化の饗宴

写真

6 units

NISHICHIBA 
CAMPUS
Liberal Arts and Sciences
Letters
Law, Politics and Economics
Education
Science
Engineering



業種別就職先

教育・学習支援業 21%
情報通信業 18%
製造業 14%
公務員 14%
卸売業・小売業 7%
金融・保険業 5%
学術研究、専門技術サービス業 3%
その他 20%

主な進学先(理学部)

進学率

70 ％

千葉大学大学院、東京大学大学院、
京都大学大学院、東北大学大学院、
東京 医科歯科大学大学院、など

主な就職先(学部)

シャープ ローソン 千葉市役所
資生堂 NEC通信システム 中学校教諭
みずほ銀行 内閣府 高等学校
三井住友海上火 東京国税局 教諭
災保険 植物防疫所

主な就職先（大学院理学研究科）

カシオ計算機 フジクラ 国立精神・神経
クレハ 富士通 医療センター
国際石油開発帝石 富士通ゼネラル 国立天文台
小松製作所 三菱電機 東京都庁
東芝 JFEスチール 千葉県庁
凸版印刷 KDDI 埼玉県庁
日立製作所 NEC
フコク情報システム NTT東日本

理学部

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

理学部は自然科学の基礎をなす部門を担っており、
数学・情報数理学、物理学、化学、生物学、地球科学
の５学科で構成されています。知的好奇心に富んだ
教員達が集まり、私たちをとりまく自然界の謎を見
つけ出し真理を解き明かす能力を備えた人材を育
成します。

  学科紹介

・数学・情報数理学科 
伝統的な「数学」と最近発展の著しい「情報数
理」の複合学科です

・物理学科
様々な自然現象に共通する普遍的な法則を
探ります

・化学科
自然界を構成している物質およびその化学変
化を学びます

・生物学科
生物を分子・個体・集団のレベルでとらえ総合
的に学びます

・地球科学科
地球の生い立ちから未来について、いろいろな
観点と手法で研究します

教育学部

学ぶ楽しさを
伝える教育者の育成

教育学部は、進路に応じて5つの課程があります。 
現代社会における教育の諸問題を、多彩なスタッフ
と共に学び、研究することから、教育界で広く活躍で
きる指導的人材の養成を 目指しています。

  課程紹介

・小学校教員養成課程 
小学校教員として必要な様々な分野の資質と
能力を養います

・中学校教員養成課程 
中学校免許2つを取得。少し頑張って高校免許
も取得できます

・特別支援教育教員養成課程 
知的・発達障害を中心とした特別支援教育教
員を養成します

・幼稚園教員養成課程 
発達の理論と実践の調和した学びにより、明日
を担う幼稚 園教員を養成します

・養護教諭養成課程 
子どもの心や体の健康を支援する養護教諭を
養成します

業種別就職先

教育・学習支援業 68%
医療・福祉関係 2%
公務員 9%
金融・保険業 4%
情報通信業 4%
サービス業 5%
製造業 3%
卸売・小売業 2%
その他 3%

主な就職先

小学校教諭 京葉銀行 ベネッセ
中学校教諭 三井住友海上火災保険 厚生労働省
高等学校教諭 千葉県庁 会計検査院
特別支援学校教諭 住友生命 特許庁
幼稚園教諭 ミキハウス 千葉市
保育士 オリエンタルランド 東京都
千葉銀行 大塚商会

写真

業種別就職先

公務員 34%
金融・保険業 22%
情報通信業 13%
製造業 7%
卸売業・小売業 5%
運輸業・郵便業 4%
学術研究・専門・技術サービス業 3%
教育・学習支援事業 3%
電気・ガス・熱供給・水道業 2%
不動産業 2%
複合サービス業 2%
建設業 2%
その他 1%

主な就職先(旧法経学部)

総務省 千葉市役所 ライオン
法務省 目黒区役所 丸紅
厚生労働省 横浜市役所 小田急電鉄
経済産業省 さいたま市役所 有限監査法人トーマツ

金融庁 仙台市役所 駿河台学園
会計検査院 千葉銀行 関西電力
千葉県庁 野村証券 エヌティティ都市開発

東京都庁 損保ジャパン日本 興亜 独立行政法人中
神奈川県庁 朝日新聞社 小企業基盤整備
埼玉県庁 NTTデータ 機構
福岡県庁 日産自動車 大成建設

法政経学部

あるべき社会を
創造する力を 身につける

現代社会はグローバル化と高度情報化の急速な
進展、環境問題、少子高齢化問題などの多くの課
題を抱えています。それらに対応するため法政経
学部は、総合的な社 会科学の知見を活用して時代
を的確に読み取る問題解決能力を有し、かつ指導
力を発揮できるグローバル人材を育成するととも
に生涯にわたり学習意欲を保持し続ける能動的
人材を育成します。

  コース紹介 

・法学コース 
法的な視点から社会の様々な問題を分析・解
決する能力を高いレ ベルで身に付けます

・経済学コース 
経済学の修得を通じて、過去、現在、未来の経
済問題の本質を理 解し、より望ましい経済社
会の在り方を考えます

・経営・会計系コース
日本・ユーラシア文化の多様性を学ぶ

・国際言語文化学コース
理論を修得し、企業の最前線を鋭く観察するこ
とにより、自らが問 題を発見し考え判断できる
行動能力を養います

・政治学・政策学コース
社会科学諸分野の、思想的な基盤に立脚しつつ、
実践力を身に付け、地域、国際社会の公共的な
課題の解決に取り組める人材を養成します



工学部

工学は社会と
環境のための総合科学

工学は、人間、社会及び環境のための総合科学で
す。工学部では、この理念に基づき、「学ぶ力を育み、
創る力を鍛える」教育を目指しています。専門にお
ける目的意識の向上を図り、「こまめに学生を見守
る教育」を行います。

  学科紹介

・建築学科 
芸術と技術の融合した建築物をつくる

・都市環境システム学科 
人と環境が調和する都市を創る技術を拓く＋究める

・デザイン学科 
感性と知性とを備えたデザイナーの養成

・機械工学科 
身の回りから最先端までのあらゆる機械の設計

・メディカルシステム工学科 
健康・医療・福祉に寄与するエンジニアの養成

・電気電子工学科 
電気電子工学の基礎学問から先端的応用分野まで

・ナノサイエンス学科
１０億分の1メートルの世界を究める明日の科学

・共生応用化学科 
バイオと環境をキーワードとする新しい応化学

・画像科学科 
画像を通じて夢ある未来を実現する

・情報画像学科
画像を使って未来社会を実現する情報工学

業種別就職先

製造業 35%
運輸・情報通信業 24%
建築業 13%
公務員 10%
サービス業 7%
卸売・小売業 5%
その他 5%

主な進学先(理学部)

進学率

72.4 ％

千葉大学大学院、東京大学大学院、
東京工業大学大学院、京都大学大学
院、東北大学大学院、筑波大学大学院

主な就職先(学部)

積水ハウス ＪＦＥ鋼板 東芝マイクロエ
前田建設工業 トヨタ自動車 レクトロニクス
東日本旅客鉄道 日本ＧＥ 岩谷産業
東京ガス 日本電気 サカタインクス
マツダ 東京電力 日本放送協会
内田洋行 日本電信電話 図書印刷
キヤノン 日本アイ・ビー・エム

主な就職先（大学院理学研究科）

鹿島建設 本田技研工業 花王
清水建設 三菱電機 凸版印刷
東日本旅客鉄道 リコー 大日本印刷
日立製作所 キヤノン ＮＴＴデータ、ソフ
トヨタ自動車 パナソニック トバンク

業種別就職先

公務員 25%
製造業 21%
運輸・通信業 12%
サービス業 8%
卸売・小売業 10%
金融・保険業 8%
農業・林業・漁業 6%
その他 5%

主な進学先(理学部)

進学率
39 ％

千葉大学大学院、東京大学大学院、
京都 大学大学院 など

主な就職先(学部)

タキイ種苗 東日本旅客鉄道 農林省
住友林業緑化 ジャパンフード 東京都庁
敷島製パン 野村証券 千葉県庁
日本製紙 東急不動産 横浜市役所
日本IBMシステムズ みずほ情報総研

・エンジニアリング JA全農

主な就職先（大学院理学研究科）

大和ハウス工業 東京急行電鉄 林野庁
大成建設 豊田通商 東京都庁
日本製粉 日発販売 千葉県庁
ツムラ JA全農 埼玉県庁
中外製薬 (独)森林総合研究所 文京区役所

園芸学部

食と緑の総合学府

園芸学部は、国立大学法人唯一の学部として100年
以上の歴史と伝統を持ち、「食と緑」の総合学府とし
て、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り、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。

  学科紹介

・園芸学科 
植物の生産とその環境に関係する諸問題を
科学する

・応用生命化学科 
生物機能を生物学・化学的に解明し、諸問題
の解決に挑む

・緑地環境学科
エコロジカルで快適な環境の保全・創造をめざす

・食料資源経済学科
食料と農村資源環境の新たな役割を科学する

・園芸別科
理論と技術に秀でた実務に堪能な人材を育成する

写真

1 units

MATSUDO 
CAMPUS
KASHIWANOHA
CAMPUS
Horticulture



医学部 薬学部

次世代の医療を
担うエキスパートを育成する

「創薬研究者・ 薬剤師」を
育成する

千葉大学は医学、薬学、看護学における学部、大
学院(修士課程、博士課程)全てを完備した日本で
も数少ない医療系総合大学です。医学部は長い歴
史を有し、研究と臨床の両面で国際的に高く評価
され、全国に教授や指導者を多数輩出してきまし
た。超高齢社会を迎えるわが国において、豊かな
健康長寿社会と安全・安心な社会の実現を支える
次世代対応型の医療人を総合的に育成します。 

薬学部は、国際的に活躍する創薬研究者を育成す
る4年制薬科学科と、薬剤師、医薬品開発研究者そ
して医療行政従事者等の育成を目的とする6年制
薬学科の2学科から構成されています。それぞれの
学科で進路は異なりますが、両学科共に「くすり」を
介して人類の健康と福祉に貢献でき、問題解決能
力を身に付けた人材の育成 を進めています。 

  学科紹介

・医学科
医師を目指すものとしての心・技・知を養う

  学科紹介

・薬学科(6年制) 
薬剤師の養成(国家試験の受験資格が得ら
れます)

・薬科学科(4年制) 
医薬品研究開発に必要な資質が磨かれます

業種別就職先

製造業 44%
医療・福祉業 28%
卸売・小売業 16%
学術研究・専門・技術サービス業 8%
公務員 3%

主な進学

進学率
91 ％

千葉大学大学院医学薬学府など
(薬科学科)

薬学師国家試験合格率

進学率

80.56 ％ 平成26年度卒業生

主な就職先(薬学科)

千葉大学医学部附属病院 日本新薬
慶応義塾大学附属病院 ゼリア新 薬工業
鹿児島大学医学部・歯学 部付属病院 第一三共
船橋市立医療センター ウエルシア薬局
慶応義塾大学附属病院 大正製薬
医薬品医療機器総合機構 ライ オン
慶応義塾大学附属病院 中外製薬
神奈川県

主な就職先(大学院)

東洋紡 Meiji Seiksファルマ アステラス製薬
中外製薬 協和発酵キリン 日本ジェネリック
久光製薬 田辺三菱製薬 エ-ザイ
大日本住友製薬 日立化成 セントラル硝子
富士フィルムRIファーマ 常磐植物化学研究所 横浜市 

学部卒業後の主な初期研修先

公務員 25%
製造業 21%
運輸・通信業 12%
サービス業 8%
卸売・小売業 10%
金融・保険業 8%
農業・林業・漁業 6%
その他 5%

医師国家試験合格率

進学率
100 ％ 平成26年度卒業生

主な就職先(学部)

千葉大学医学部附属病院               千葉市立青葉病院
国立病院機構千葉医療センター                 国保松戸市立病院
千葉県済生会習志野病院               成田赤十字病院
国保直営総合病院君津中央 病院

写真写真

写真

3 units

INOHANA 
CAMPUS
Medicine
Pharmaceutical Sciences
Nursing



看護学部

人間の健康生活を
科学する

看護学は人々の命と健康、生活を支えるための知
識と技術を創り出す学問です。本学部では、「つね
により高きものを目指すナース・サイエンティスト」
の育成を目指しています。看護学の学びを通して、
生命の尊さを深く感じる感性と、科学的根拠に基
づき考えながら行動できる知性と、新たなことに挑
戦しつづけるための気概を、バランスよく育てます。 

  学科紹介

・看護学科 
看護師、保健師、助産師という看護専門職の
基盤となる学問を学ぶ とともに、大学院進学
の基礎固めもします

業種別就職先

看護師 79%
保健師 12%
助産師 6%
その他 3%

国家試験合格率 (平成25年度卒業生)

製造業 98.8%
医療・福祉業 98.9%
卸売・小売業 100%

主な就職先

千葉大学医学部附属病院(看護師・助産師)
東京大学医学部附属病院
国立国際医療研究センター病院
千葉県こども病院
がん研究会有明病院
湘南鎌倉総合病院
千葉メディカルセンター(助産師)
葛飾赤十字産院(助産師)
虎の門病院
千葉市(保健師) ( )内標記が無い場合は看護師として就職

主な就職先(大学院)

大学院等進学 5人
千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程
東京大学大学院医学系研究科 

写真

写真

一足早く研究者・ エンジニアを
目指す飛び入学

文・理・工学部 対象

先進科学プログラム（飛び入学）は、将来の独
創的な研究を担う人材を育成する目的で、平成
１０年にスタート。特定の分野に優れた能力を
もつ高校生に、いち早く大学で学ぶ機会を提供
してきました。平成２５年度からは、従来の高校
２年生を対象とする春飛び入学に加えて、高校
３年の９月から入学する「秋飛び入学」を開始し
ました。飛び入学には、少人数セミナー、個別研
究指導、入学金免除、無償海外研修など手厚い
プログラムが用意されています。卒業後は、ほと
んどが大学院に進学、その過半数は博士号を
目指して博士後期課程に進みます。博士課程修
了後には、大学教員や博士研究員、企業の研究
員、官公庁職員などで活躍しています。

学生サポート
● 入学料免除・授業料免除 本学の入学料（282,000円）、授業

料（年間535,800円）が全額または半額免除される制度があ

ります。（免除を受けるには条件があります。） 
● 奨学金 日本学生支援機構奨学金制度、地方公共団体、民

間育英団体などの奨学制度があります。人物・学業ともに優

れ、かつ、経済的な理由のため就学困難な場合は申請するこ

とができます。
● 学生寮  「安心・安全」な住環境を整備 ・ 提供する場として、

各キャンパスには学生寮が設けられております。 西千葉キャ

ンパス近くの小仲台地区には、平成28年度より日本人学生

と留学生とが一緒に暮らす混住型の新しい学生寮「薫風寮」

が新設されました。また、亥鼻キャンパスには雄朔寮(男子60

名)、さつき寮(女子32名)、松戸キャンパスには治気寮(男子

42名、女子20名) があります。 詳細は、千葉大学ホームペー

ジに掲載しております。
● 住まい・アルバイトの紹介 学内の生活協同組合で紹介して

います。民間アパートは、月額およそ32，000～60,000円です。
● 就職支援 本学独自の就職支援情報システムUni Careerに

より、求人情報を学内・自宅を 問わず検索・閲覧できます。ま

た、就活セミナー、就職ガイダンスの情報を提供するなど、き

め細かい就職支援を行っています。

先進科学
プログラム

業種別就職先
物理学コース 理学部 : 物理学科
物理化学・生命化学コース 理学部 : 化学科
フロンティアテクノロジー
(FT)コース

工学部 : 建築学科、都市環境システム学科、デザイン学科、機械工学科、メティカル
システム工学科、電気電子工学科、ナノサイエンス学科、画像科学科、情報画像学科

人間探求コース 文学部 : 人文学科

ハワイ大学大学院

奈良先端科学技術大学院大学４名

考える力を問う入試

先進科学セミナーでの少人数教育

１年次又は２年次の海外研修

卒業生の進路(平成２７年１０月現在)
大学院博士課程在学中(7名)
民間会社(28名)
大学教員(東大、筑波大)(3名)
大学等の博士研究員(2名)
公的研究機関研究員(1名)
民間研究機関研究員(4名)
官公庁(5名)
その他(4名)

詳細はホームページをご覧ください。（千葉大学トップ＞学

部・大学院＞先進科学センターからもご覧いただけます。）

千葉大学先進科学センター
http://www.cfs.chiba-u.ac.jp/

先進科学
プログラム

東京大学
大学院
１５名

京都大学
大学院

７名

総合研究大学院大学３名
その他の大学５名(東北大、
名古屋大、東工大、筑波大、
電通大)
大学編入１名(医科歯科大)
就職４名
その他２名

マサチューセッツ工科大学(MIT)大学ラトガース大学大学院
École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

千葉大学
大学院
２０名




