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千葉大学 

 

国際教養学部の設置について 
 

 千葉大学では，国際教養学部の設置を計画しており，そのことは既に「平成 28 年度千葉大学

入学者選抜要項」等で予告していますが，このたび文部科学省大学設置・学校法人審議会の審議

の結果，設置が認められ，入学者選抜方法等が次のとおり確定しましたのでお知らせいたします。 

 

１．入学定員 
 国際教養学部国際教養学科 ９０名 

 

２．学部の概要等 
（１）学部の目的 

  千葉大学国際教養学部は，「つねに，より高きものをめざして」という千葉大学の基本理念に基づ

き，既存の学問分野単独では対応が困難な地球規模で生起する複雑な問題群の解決に寄与すべく，グ

ローバル社会・現代日本・地域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上で，俯瞰

的視野，多元的な視点でものごとを考え，日本独自の視点から課題を発見・解決し，当該解決策を世

界へ発信することができる人材の育成を目的としています。 

 

（２）学部の概要 

千葉大学国際教養学部は，「国際」「日本」「科学」の混合（ブレンド）によって，新たな価値を創

造するために，特定の学問分野の中で専門性を高める既存の学部とは異なり，人文社会科学・自然科

学・生命科学の学問分野を混合しながら，その中で課題を発見し，さらにその課題を実践的に解決す

る過程を通じて，専門性を高めていくことを特徴としています。  

そして，目的とする人材の育成を実現するために，特定の専門領域に限定しない文理混合教育によ

り俯瞰力を修得し，この俯瞰力を基礎として，グローバルな世界を舞台にした社会的学びや主体的学

びを中心とした新たな教育手法をとります。これにより， 

【１】日本および世界を分析する力 

【２】日本および世界において解決すべき課題を発見する力 

【３】課題解決に必要な知識を多くの学問分野から自ら選択する力 

【４】知識と方法を課題解決に向けて横断的に統合する力 

【５】卒業研究や卒業論文を通じた課題を解決する力 

【６】国際理解と高度な英語運用能力に基づき解決策を世界に向けて発信する力 

といった能力を段階的に修得していきます。 

 

（３）学部の教育課程 

  千葉大学国際教養学部では，以下のカリキュラムに沿って学修することで，課題の発見・解析・解

決能力を体系的に身に付けることができます。 

 【全学共通科目】 

 ①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。具体的には，「外国語科目」，

「情報リテラシー科目」，「スポーツ・健康科目」，「教養コア科目」，「教養展開科目」がそれに該当し

ます。 

 【学部専門科目】 

 ②俯瞰科目 

  人文社会科学・自然科学・生命科学の学問領域を混合し，分野を超えた俯瞰力を身に付ける科目で

す。 

 ③スキル形成科目 

  課題解決をするために必要とされる基礎的な技能を身に付ける科目です。 

 ④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，国内外におけるインターンシップ，ボランティ

ア等の現場体験を通じ，課題発見能力と解決能力を身に付ける科目です。 



 ⑤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，協定校を中心とした海外派遣プログラムを通じ，

課題発見能力と解決能力を身に付ける科目です。 

 ⑥メジャー科目 

  「グローバルスタディーズ」・「現代日本学」・「総合科学」の３つの科目群から形成され，学生はそ

のうち１つの科目群を選択することになりますが，選択した科目群のみではなく，３つの領域を横断

的に学ぶことにより，課題を解析する知識や諸方策を身に付けます。 

  〇グローバルスタディーズ 

   移民・環境・紛争等の地球規模の視野を持って解決すべき諸問題の解析・解決に必要な科目群で

す。 

  〇現代日本学 

   現代日本の文化・技術・社会等が抱える諸問題の解析・解決に必要な科目群です。 

  〇総合科学 

   先端科学・社会・生命・サイエンスコミュニケーション等の諸科学を学び，現代科学を社会的視

点から問い直すために必要な科目群です。 

 ⑦メジャープロジェクト科目 

   グループワークやグループディスカッション等を通じて，中心的に取り組む課題を選択し，その

解決方法や発信技術を学ぶ科目です。３年次初めから継続的に学修していきます。 

   なお，本学部を卒業するためには，長期・短期を含め，在学中に１回以上の海外での学修経験が

必要となります。 

   また，「授業科目のナンバリング」，「ターム制（原則８週間毎の授業設定）」，「単位の履修登録上

限制度（キャップ制）」等を導入することで，学修の質を高めていきます。 

 

（４）授与される学位 

本学部の教育の特徴は，グローバルな観点から課題の発見と解決を主体的に自己設計することを通

じて，専門性を獲得していくことにあります。このような主体的で社会的な学びこそ，現代社会にふ

さわしい新しい国際的な教養であると考えており，卒業時にはその教育課程を修得したことを認定し，

「学士（国際教養学）」の学位を授与します。 

 

（５）卒業後の進路 

  本学部で得た能力を基盤として，国際公務員をはじめ，公共機関や企業の国際・企画部門，国際的

なＮＧＯ／ＮＰＯ職員および大学院への進学等，多様性を持つ進路を想定しています。 

 

 

３．募集人員                             単位（人） 

学部 学科・課程 入学定員 

募集人員 

一般入試 

前期日程 後期日程 

国際教養学部 国際教養学科 90 90※  

※本学部では，「通常型入試」（募集人員 80 名）と「特色型入試」（募集人員 10 名）の２種類の入学試

験を実施します。なお，「通常型入試」と「特色型入試」の同時出願はできません（出願時に選択す

ることになります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．入学者選抜方法等 
（１）大学入試センター試験の指定教科・科目 

 

【「通常型入試」および「特色型入試」共通】 

パターン 教科名 科目名 

パターン

① 

国語 「国語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

外国語 
「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」 

から１ 

地理歴史，公民 
「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」，「倫理，政治・経済」 

から２ 

理科 「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」から２ 

パターン

② 

国語 「国語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

外国語 
「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」 

から１ 

地理歴史，公民 
「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」，「倫理，政治・経済」 

から２ 

理科 「物理」，「化学」，「生物」，「地学」から１ 

パターン

③ 

国語 「国語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

外国語 
「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」 

から１ 

地理歴史，公民 
「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」，「倫理，政治・経済」 

から１ 

理科 
「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」から２ 

「物理」，「化学」，「生物」，「地学」から１ 

パターン

④ 

国語 「国語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

外国語 
「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」 

から１ 

地理歴史，公民 
「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」，「倫理，政治・経済」 

から１ 

理科 「物理」，「化学」，「生物」，「地学」から２ 

・ パターン①，②，③，④のいずれかを満たすように受験してください。（複数のパターンを満たし

ている場合には高得点となるパターンを採用します。） 

・ パターン③の理科の選択（基礎を付した科目を 2科目受験し，基礎を付さない科目を１科目受験す

る）において，同一名称を含む科目（例：「物理基礎」と「物理」等）を選択することができます。 

 

 



 

（２）個別学力検査の出題教科・科目等 

選抜方法 出題教科・科目等 

通常型入試 

国語（国語総合・国語表現・現代文Ａ・現代文Ｂ・古典Ａ・古典Ｂ） 

 または 

理科（物理基礎・物理，化学基礎・化学，生物基礎・生物，地学基礎・地学 

から１） 

数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ） 

 または 

地理歴史（世界史Ｂ，日本史Ｂから１） 

外国語（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ） 

特色型入試 
小論文 

面接（英語） 

 

 

（３）大学入試センター試験および個別学力検査等の配点 

 〇大学入試センター試験 

【「通常型入試」および「特色型入試」共通】 

パターン 国語 地理歴史，公民 数学 理科 外国語 計 

パターン① 100 50 50 50 50 ＊50  100 450 

パターン② 100 50 50 50 50 50  100 450 

パターン③ 100 50  50 50 ＊50 50 100 450 

パターン④ 100 50  50 50 50 50 100 450 

 ＊印は「基礎を付した科目」2科目の配点を示します。（大学入試センター試験における「物理基礎」， 

「化学基礎」，｢生物基礎」，「地学基礎」は 2 科目を受験しますが，2 科目の合計点（100 点満点）を

理科 1科目分の素点として扱います。） 

 

 〇個別学力検査 

選抜方法 
国語または 

理科 

数学または 

地理歴史 
外国語 小論文 面接 計 

通常型入試 300 300 300   900  

特色型入試    400 500 900  

 

 

（４）外国語検定試験の利用 

  国際教養学部志願者のうち，通常型入試での受験希望者については，実用英語技能検定，GTEC CBT

等の外国語検定試験で本学が指定する等級又はスコアを取得していれば，個別学力検査の「外国語」

の得点（配点が 300点）を満点に換算する，又は「外国語」の得点に所定の点数を加点することがで

きます。（満点を上限とします。） 

 ※ 国際教養学部のうち，特色型入試での受験希望者は外国語検定試験の成績の利用はできません。 

※ 個別学力検査の「外国語」の得点を満点に換算した場合，個別学力検査の「外国語」の受験を免

除します。（「外国語」の得点に所定の点数を加点する場合には「外国語」の受験が必要です。） 

 

【外国語検定試験の得点換算】 

  個別学力検査の「外国語」の得点として換算する外国語検定試験の等級又はスコアは次のとおり

です。なお，利用できる外国語検定試験は平成 26 年 1 月 1 日以降に受験した試験を対象とし，利

用できる外国語検定試験の得点換算は１つのみとします。 



 

「外国語」の 

得点換算 
TOEFL iBT IELTS 

実用英語技能 

検定（英検） 
GTEC CBT 

TOEIC ＋ 

TOEIC SW ※ 

満点に換算 80以上 6.5以上 準 1級以上 1200以上 1090以上 

30点加点 65以上 5.5以上 － 1050以上 890以上 

15点加点 60以上 4.5以上 － 1000以上 790以上 

5点加点 55以上 － － 950以上 770以上 

※「TOEICテスト」及び「TOEIC SWテスト」両検定試験の受験及びスコアを必須とする。 

 

 

 

     ＜お問い合わせ先＞ 

千葉大学企画総務部企画政策課 

国際教養学部設置準備担当 

Tel：043-290-2495,2496 

                      E-mail:kikaku-cla@chiba-u.jp 

 


