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１．千葉大学における学部改組等

千葉大学では，平成 28 年度入学者選抜（平成 28 年 4 月入学）において，国際教養学部の設置並び

に文学部の学部改組を予定しています。これらの計画は文部科学省大学設置・学校法人審議会の審査

結果を受けて確定するので変更がありえます。

なお，教育学部において一部課程等の学生募集停止も予定しており，国際教養学部の設置，文学部

の学部改組が文部科学省大学設置・学校法人審議会の審査結果を受けて確定すれば，千葉大学におい

て全学的な入学定員の移行を行います。

⑴ 国際教養学部の設置

平成28年度入学者選抜において，現行の9学部に加えて新たに国際教養学部を設置することを予定しています。

この計画は文部科学省に認可申請中であり，その審査結果を受けて確定するものです。ついては，この入学者選

抜要項に掲載する国際教養学部の学科名称，入学定員などは，現時点では全て予定であり，変更がありえます。

確定した内容については，文部科学省大学設置・学校法人審議会の審査結果通知後（平成 27 年 9月頃を予定）

に千葉大学ホームページにて公表する予定です。

ア 国際教養学部の概略図

学部名 学科名 入学定員 学位

国際教養学部 国際教養学科 90 名 学士（国際教養学）

イ 国際教養学部・学科の目的

本学部は，「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。

ウ 国際教養学部・学科の概要

本学部は，「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。

エ 国際教養学部・学科の教育課程

本学部では，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。
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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。

オ 国際教養学部の卒業後の進路

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。

カ 国際教養学部の平成 28 年度入学者選抜（平成 28年 4月入学）の概要

平成 28 年度入学者選抜の選抜日程，募集人員，大学入試センター試験の指定教科・科目並びに個別学力検査の

出題教科・科目及び配点などの選抜方法については，10～31ページを参照してください。
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(2) 文学部の学部改組

文学部では，平成 28年 4月入学者から現行の 4学科（行動科学科，史学科，日本文化学科，国際言語文化学科）

を 1 学科（人文学科）に再編する学部改組を予定しています。この計画は文部科学省に認可申請中であり，その

審査結果を受けて確定するものです。

ついては，この入学者選抜要項に掲載する文学部の学科名称，コース名称，入学定員などは，現時点では全て

予定であり，変更がありえます。確定した内容については，文部科学省大学設置・学校法人審議会の審査結果通

知後（平成 27年 9 月頃を予定）に千葉大学ホームページにて公表する予定です。

ア 学部改組の概略図

          改組後（平成 28 年度）                  改組前（平成 27年度）

学部名 学科名 入学定員 コース※ 学士号 学部名 学科名 入学定員

文学部 人文学科 170

行動科学コース

学士

（文学）
文学部

行動科学科 77

計

180

歴史学コース 史学科 33

日本・ユーラシア文化

コース
日本文化学科 33

国際言語文化学コース 国際言語文化学科 37

※ あらかじめ専門コースを選択した上で受験し，入学時に所属する専門コースを決定します。ただし，2 年次

進級時にコースの再選択（転コース）も可能です。（ただし，教室設備等の関係により，一定の人数制限はあ

ります。）

※ 文学部の学部改組の他に国際教養学部の設置も予定しています。国際教養学部の設置が確定した場合には，

文学部から国際教養学部に入学定員 10 名分が移行する予定であり，文学部の入学定員は 180 名から 170名に減

員となります。

イ 学部改組の概要

文学部は，行動科学，歴史学，日本・ユーラシア文化学，国際言語文化学など，他にあまり例を見ない特徴的

な学問分野における教育・研究を発展させてきました。この特徴を最大限に活かしつつ，同時に国際性や社会性

を養うための共通基礎教育を充実させるために，現行の 4 学科（行動科学科，史学科，日本文化学科，国際言語

文化学科）を 1 学科（人文学科）に統合してコース制を導入し，あわせて，専門コースの枠組を越える柔軟な履

修を実現します。

ウ 学科の統合とコース制のメリット

受験者は，従来と同様に，入学前に自身の希望に従って専攻分野（専門コース）を決定することができ，また，

入学時に選択した専門コースでの履修が保証されます。同時に，1 年次には様々な分野の共通基礎科目を幅広く

履修し，自己の問題関心や学問的視野を広げた上で，2 年次進級時に，一定の割合でコースの再選択（転コース）

も可能です。これにより，学びたい学問分野を入学前から選択した上で深く学んでいくことも，人文科学の隣接

領域にまで幅広く目配りした上で，改めて自分の専攻したい領域を考え直すことも，どちらも可能になり，選択

の幅が広がります。（改組後の各コースの詳細については，計画確定後，文学部ホームページにて公表します）。

エ 各コースの概要

① 行動科学コース：人間とその行動の多様な側面について，総合的，かつ学際的な教育・研究を行う。哲学・

認知情報科学・心理学・社会学・文化人類学などの学問領域を含む。

② 歴史学コース：文献史料のみならず，モノ，イメージなどの多彩な資料を複合的に利用しつつ，世界史的な

視野から多面的に人類の歴史を考察する。

③ 日本・ユーラシア文化コース：日本の言語・文学・思想・民俗・芸能などの諸文化を多面的な視野から見つ

めると同時に，日本文化と深い関わりを持つユーラシア大陸における諸民族の言語・文化等を考察する。

④ 国際言語文化学コース：ヨーロッパ文化，英語圏文化を中心に，言語・文学・文化の多様性や国際関連性，

さらにその内部構造についての多角的・多元的な教育・研究を行う。

オ 改組が確定した場合の平成 28年度入学者選抜における募集人員（平成 28年 4月入学）

   

改組が確定した場合，文学部における平成 28年 4月入学者の募集人員は次ページ表のとおりとなります。
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改組が確定した場合の募集人員 昨年度（平成 27年度入学者選抜）の募集人員

学科等

一般入試 特別入試

学科等

一般入試 特別入試

前期

日程

後期

日程

推薦

入試

社会人

入試

前期

日程

後期

日程

推薦

入試

社会人

入試

人
文
学
科

行動科学コース 49 15 9 - 行動科学科 51 16 10 -

歴史学コース 23 3 5 若干名 史学科 23 3 5 2

日本・ユーラシア

文化コース
28 3 - - 日本文化学科 28 5 - -

国際言語文化学

コース
25 - 10 -

国際言語文化

学科
26 - 11 -

   ※ 改組が確定した場合の各コースの募集人員はおおよその人数であり，志願状況等により増減がありえま

す。

   ※ この表に記載する改組が確定した場合の募集人員は国際教養学部の設置及び文学部の学部改組が確定し

た場合の人数です。

   

カ 改組が確定した場合の平成 28年度入学者選抜方法（平成 28 年 4月入学）

   改組が確定した場合，文学部における平成 28 年 4 月入学者の一般入試及び特別入試における選抜方法等は次

のとおりとなります。（改組が確定しなければ，現行の文学部 4学科での選抜となります。）

   ① 平成 28 年度入学者選抜の大学入試センター試験の指定教科・科目，個別学力検査の出題教科・科目及び

配点などの選抜方法は，現行の文学部 4学科で予定している選抜方法で実施します。

詳しくは平成 28年度千葉大学入学者選抜要項（本誌）に掲載していますので，該当するページを参照し

てください。（一般入試は 10～31 ページ，特別入試は 34，43，45，47～50ページ）

なお，現行の文学部 4 学科は，次のとおり専門コースに移行します。改組前の学科に対応する専門コー

スに出願してください。

学部名 学科名 コース（改組後） 学科（改組前）

文学部 人文学科

行動科学コース 行動科学科

歴史学コース 史学科

日本・ユーラシア文化コース 日本文化学科

国際言語文化学コース 国際言語文化学科

② 出願した専門コースで合格すれば「人文学科」の志願した専門コースに所属します。ただし，2 年次進

級時に別の専門コースへ進むことを希望すれば，その専門コースへ進むこともできます（教室設備等の関

係により，一定の人数制限はあります）。



（�）

⑶ 教育学部の一部課程等における学生募集停止等

ア 一部課程等における学生募集停止

教育学部では，平成 28年度入学者選抜（平成 28年 4月入学）から次の課程・分野の学生募集を停止する

ことを予定しています。そのため学生募集を停止する予定の課程・分野においては入学者選抜を行わないので

ご注意ください。

学生募集を停止する課程・分野

学生募集を停止する入試

（前年度入学者選抜における募集人員）

一般入試 特別入試

前期日程
推薦

入試

帰国子女

入試

社会人

入試

私費外国人

留学生入試

中学校教員養成課程

総合教育分野 5 － － － 若干名

教育心理分野 5 － － － 若干名

情報教育分野 5 － － － 若干名

スポーツ科学課程 12 3 － － 若干名

生涯教育課程 14 6 若干名 若干名 若干名

イ 小学校教員養成課程における選修名の変更

   平成 28年度入学者選抜から小学校教員養成課程の選修名を以下のとおり変更します。

      【変更後】            【変更前】

選修名 選修名

教育学選修 総合教育選修

教育心理学選修 教育心理選修
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⑷ 平成 28年度入学者選抜における入学定員の移行

平成 28年度入学者選抜（平成 28 年 4 月入学）において，国際教養学部の設置，文学部の学部改組，教育学部

の一部課程の学生募集停止を行う予定であり，文部科学省の審議結果を受けて確定した場合には，次のとおり千

葉大学において全学的な入学定員の移行を行います。

ついては，この入学定員の移行を行う学部においては，平成 28年度入学者選抜における一般入試，特別入試の

募集人員も変更する予定です。

入学定員移行後（平成 28 年度入学者選抜） 入学定員移行前（平成 27 年度入学者選抜）

学 部 学 科 ・ 課 程 入学定員 学 部 学 科 ・ 課 程 入学定員

国際

教養

学部

国際教養学科

（設置予定）

※入学定員（90名）は他の

学部から移行

90 - - －

文学部
人文学科

（改組予定）
170 文学部

行動科学科 77

史学科 33

日本文化学科 33

国際言語文化学科 37

教育

学部

中学校教員養成課程

※総合教育分野，教育心理

分野，情報教育分野は学

生募集停止予定

85
教育

学部

中学校教員養成課程 100

学生募集停止予定 スポーツ科学課程 15

学生募集停止予定 生涯教育課程 20

理学部

数学・情報数理学科 44

理学部

数学・情報数理学科 45

物理学科 39 物理学科 40

化学科 39 化学科 40

生物学科 39 生物学科 40

地球科学科 39 地球科学科 45

工学部

建築学科 69

工学部

建築学科 70

都市環境システム学科 49 都市環境システム学科 50

デザイン学科 64 デザイン学科 65

機械工学科 74 機械工学科 75

メディカルシステム工学科 39 メディカルシステム工学科 40

電気電子工学科 74 電気電子工学科 75

ナノサイエンス学科 34 ナノサイエンス学科 35

共生応用化学科 94 共生応用化学科 95

画像科学科 44 画像科学科 45

情報画像学科 79 情報画像学科 80

園芸

学部

園芸学科 64

園芸

学部

園芸学科 68

応用生命化学科 31 応用生命化学科 32

緑地環境学科 66 緑地環境学科 70

食料資源経済学科 29 食料資源経済学科 30

※前年度から入学定員に増減がない学科等の記載は省略しています。


