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つねに、より高きものをめざして
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Chiba University
2005年10月11日　制定

［千葉大学の目標］

私たち役員と教職員は、上記の理念のもと、自由・自立の精神を堅持して、地球規模的な視点から常に社会とかかわりあいを持ち、普遍的な教養（真善美）、

専門的な知識・技術・技能および高い問題解決能力をそなえた人材の育成、ならびに現代的課題に応える創造的、独創的研究の展開によって、人類の平

和と福祉ならびに自然との共生に貢献します。

1. 私たちは、学生が個々の能力を発揮して「学ぶ喜び」を見いだし、
鋭い知性と豊かな人間性を育んでいく自律成長を支援するために、最高

の教育プログラムと環境を提供します。千葉大学は、学生と私たちがとも

に学ぶ喜びを生きがいと感じ、ともに成長していく知的共同体です。

2. 私たちは、学生とともに、社会で生じるさまざまな問題の本質を、事
実を踏まえて深く考察し、公正かつ誠実な問題解決に資する成果を速や

かに提供して、社会と文化ならびに科学と技術の発展に貢献します。

つねに、より高きものを      めざして

千葉大学憲章

3. 私たちは、総合大学としての多様性と学際性を生かし、国内外の地
域社会・民間・行政・教育研究諸機関と連携して、領域横断的研究と

社会貢献を積極的に推進します。

4. 私たちは、各人の個性・能力・意欲および自主性が継続的に最大
限発揮され、意欲ある人材が積極的に登用される仕組みと環境を構築し、

時代の変化に応じて柔軟に大学を経営します。



　受験生の皆さん、千葉大学は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ています。さらに、来年度には国際教養学部の新設を予定し

ています。
※

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を超える文化系

あるいは運動系のサークル活動、地域・留学生との交流などのための環境も整えられています。学生の健康管理、経済的支

援や将来の進路などに関する相談窓口を設けて、教職員一同が親切な対応で、皆さんの学生生活をサポートしています。

　本冊子に、千葉大学の各学部や学科の特色とアドミッションポリシーとともに養成する人材像などをまとめました。千葉大

学で行われているサークル活動や国際交流活動、さらには福利厚生施設などについての情報もまとめてあります。本冊子を千

葉大学の特徴や特質の理解に役立てていただけたらと思います。

　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。学生の人格形成に向けた支援体制が充実している千葉大学で、

あなたの夢の実現に向けた土台作りを行ってみませんか。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環

境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。

（※国際教養学部は設置構想中のため変更の可能性があります。平成 27 年 5 月時点）

国立大学法人 千葉大学 学長 

徳 久 剛 史
TOKUHISA Takeshi
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｜ 千 葉 大 学 入 学 者 受 入 れ の 方 針 ｜ ｜ 千 葉 大 学 機 構 図 ｜

千葉大学の求める入学者

　千葉大学は、総合大学として多様な研究・教育組織から構成されて
おり、その知的環境を十分に利用して、問題解決能力を培い、創造的
能力を育み、自発的な精神を養い、社会と文化の発展とともに、人類
の平和と地球環境の保全に貢献する人材の養成をめざしています。
　千葉大学は『つねに、より高きものをめざして』の理念のもと、
次のような向上心あふれる学生の入学を求めています。

◉   現代社会を生きていく人間として欠くことのできない国際的、倫理的、
知的な素養を備え、さらに向上させていこうとする熱意を持つ人

◉   本学での修学について強い好奇心、関心を持ち、問題について自発的に
探究し、問題解決の能力を高めていこうとする意欲を持つ人

◉   本学入学後の修学に必要な基礎学力として十分な知識・実技能力を持
つ人

入学者選抜の基本方針
　千葉大学は、複数の受験機会と多様な入試を提供しています。本学の教
育理念・目標に見合う学生を選抜するため、一般入試の他に特別入試とし
て、AO入試、推薦入試、理数大好き学生選抜、経済学特進プログラム選
抜、社会人入試、3年次編入学、私費外国人留学生入試、帰国子女入試、
さらに先進科学プログラム（飛び入学）学生選抜を実施しています。本学
の入試では、大学入試センター試験、個別学力検査、調査書、面接及び小
論文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。

入学までに身に付けて欲しいこと
　基礎学力としての十分な知識と共に、他の人との関わり合いの中でコ
ミュニケーション能力を身に付けてください。
　さらに広く社会に目を向け幅広い知識を養い、豊かな人間性と社会や学
問に対する強い好奇心を高めてください。
　これらは、本学に入学してから知識・技能を生かす底力となるでしょう。

千 葉 大 学

教 育 学 研 究 科

人 文 社 会 科 学 研 究 科

理 学 研 究 科

融 合 科 学 研 究 科

看 護 学 研 究 科

医 学 研 究 院

工 学 研 究 科

薬 学 研 究 院

園 芸 学 研 究 科

医 学 薬 学 府

専 門 法 務 研 究 科

東 京 学 芸 大 学 大 学 院 連 合
学 校 教 育 学 研 究 科

大阪大学大学院大阪大学・
金沢大学・浜松医科大学・
千葉大学・福井大学
連合小児発達学研究科

文 学 部

薬 学 部

教 育 学 部

看 護 学 部

法 政 経 学 部

工 学 部

理 学 部

園 芸 学 部

医 学 部

大 学 院

コミュニケーションマーク
千葉大学の頭文字Cと地球をモチーフにし、世界に飛躍する大学
であることを表現したコミュニケーションマークは、平成 25年 1
月に本学関係者への公募により制定されました。  使用されている
赤は伝統を引き継いだ大学カラーを使用し、そこに地球や空をイ
メージするスカイブルーを入れて、グローバルなイメージとなって
おり、9つの赤い部分は、現在の 9学部を表しています。
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｜ 学 部 ・ 学 科 ｜

医学科

看護学科

法 政 経 学 部

理 学 部

薬 学 部

看 護 学 部

工 学 部

園 芸 学 部

医 学 部

文 学 部

教 育 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

メデ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

共生応用化学科

画像科学科

情報画像学科

行動科学科

史学科

日本文化学科

国際言語文化学科

小学校教員養成課程

中学校教員養成課程

特別支援教育教員養成課程

幼稚園教員養成課程

養護教諭養成課程

法政経学科

園芸学科

応用生命化学科

緑地環境学科

食料資源経済学科

数学・情報数理学科

物理学科

化学科

生物学科

地球科学科

薬学科

薬科学科
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工学研究科1965年

医学研究科1955年
薬学研究科1964年

園芸学研究科1969年

1982
（昭和57）年

◉
「
や
よ
い
の
鐘
」
の
除
幕
式
を
開
催

附属図書館屋上に設置された
やよいの鐘（創立30周年事業）

文理学
部

学芸学
部

1949年

医学部
1949年

薬学部
1949年

看護学
部

1975年

工芸学
部

1949年

工学部
1951年

園芸学
部

1949年

1950年

人文学
部

1968年
理学部

1968年

教育学
部

1950年

｜ 千 葉 大 学 の 歴 史 ・ 沿 革 ｜

1949
（昭和24）年

◉ 

千
葉
大
学
設
置　

　

 

新
制
の
国
立
大
学
69
校
の
ひ
と
つ
と
し
て
発
足

◉ 

千
葉
大
学
記
章
（
バ
ッ
ジ
）
制
定

◉ 

千
葉
大
学
開
学
式
を
医
学
部
講
堂
で
挙
行

開学式の様子

稲毛祭（昭和28年頃）

1960
（昭和35）年

◉ 

千
葉
大
学
歌
を
制
定

◉ 

千
葉
大
学
旗
を
制
定

千葉大学旗

1979
（昭和54）年

◉ 

千
葉
大
学
創
立
30
周
年

　

  

記
念
式
典
を
開
催

創立30周年記念式典

1950
1960

1970
1980

現在、千葉大学は学生数、約 15,000人。教職員数、約 2,900人と国内有数の総合大学です。
千葉大学が発足したのは、1949（昭和 24）年。千葉県内にあった 7つの学校のさまざまな歴史と伝統を引き継ぎ約 60年、その前
身を加えるとおよそ140年の歴史を積み重ねてきています。2004（平成 16）年には法人化され、現在の姿となりました。法人化後も
千葉大学は更なる成長を続けています。

【学部の変遷】

【大学院の変遷】

19601950 1970
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文学部

理学部

医学部

看護学
部

園芸学
部

教育学
部

薬学部

工学部

文学部
1981年 法経学

部

1981年

教育学研究科1982年

看護学研究科1979年

文学研究科1985年
社会科学研究科1985年

社会文化科学研究科1995年
人文社会科学研究科
2006年

理学研究科2007年
工学研究科2007年
園芸学研究科2007年
融合科学研究科2007年

自然科学研究科
1988年

理学研究科1975年

医学研究部2001年 医学研究院2004年
薬学研究部2001年 薬学研究院2004年
医学薬学教育部2001年 医学薬学府2004年

専門法務研究科2004年

2009
（平成21）年

◉ 

千
葉
大
学
創
立
60
周
年

　

 

記
念
事
業
を
開
催

2013
（平成25）年

◉ 

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
マ
ー
ク
制
定

2005
（平成17）年

◉
「
千
葉
大
学
憲
章
」

　

  「
千
葉
大
学
行
動
規
範
」
制
定

2004
（平成16）年

◉ 

国
立
大
学
法
人
千
葉
大
学
が
発
足

千葉農業専門学校東京高等工藝学校千葉師範学校千葉医科大学

1990
2000

2010

【千葉大学の前身 :7つの学校】

1980 1990 20102000

千葉医科大学（1923年4月～）
千葉医科大学附属医学専門部（1944年4月～）
千葉医科大学附属薬学専門部（1923年4月～）
千葉師範学校（1943年4月～）
千葉青年師範学校（1944年4月～）
東京高等工藝学校（1921年12月～）
千葉農業専門学校（1944年4月～）

法政経
学部

2014年
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国
際
交
流

グローバル・キャンパス・千葉大学へ
ようこそ！

ゲッティンゲン大学
デュッセルドルフ大学
ハイデルベルク大学
ライプツィヒ大学
フンボルト大学
シャリテ医科大学ベルリン
ケルン応用科学大学
ブラウンシュバイク工科大学
ローゼンハイム応用科学大学

パリ・デザイン大学
CNRS・コンピエーニュ工科大学
レンヌ第一大学
パリ東大学
ESIGELECルーアン工学学校
ナント大西洋デザイン大学
ストレート大学

工業デザイン大学ローマ校
ローマ大学ラ・サピエンツァ

ミラノ工科大学

ウィーン医科大学

アリストテレス大学

デブレツェン大学

イスタンブル工科大学
イリディズ工科大学

新疆師範大学

アクデニズ大学

バース大学
ロンドン大学教育研究所
グラスゴー美術大学

ビジュアルアート・デザイン・
マーケティング大学（IADE）

リンショーピン大学
ウプサラ大学
ラップランド大学

セイナヨキ応用科学大学
■ セイナヨキ応用科学大学 IECオフィス

東フィンランド大学

モスクワ国立大学
ロシア国立人文大学
ロシア国立研究大学高等経済学院

■ 千葉大学中国オフィス

南開大学
天津中医薬大学
南京信息工程大学

南京農業大学 上海交通大学
華東理工大学
■ 上海交通大学 IECオフィス

王立プノンペン大学

ノンラム大学
■ 千葉大学ベトナム・ホーチミン事務所（筑波大学共同利用）

サラワク大学

ハサヌディン大学

シドニー大学
マッコーリー大学

浙江大学
浙江工業大学
杭州師範大学
浙江工商大学
中国美術学院
■ 浙江大学 IECオフィス

雲林科技大学
高雄医学大学

東海大学
国立台湾大学
南台科技大学
成功大学
国立台湾芸術大学
国立清華大学

全北大学
延世大学
ソウル国立大学
朝鮮大学校

安徴医科大学

香港科技大学

貴州大学

インド情報技術大学
ジャバルプール校

アジア工科大学
キングモンクット工科大学トンブリ校

■ マヒドン大学 IECオフィス
マヒドン大学

チュラロンコーン大学
カセサート大学
秦日工業大学

シルパコーン大学
チュラポーン大学院大学

プリンス オブ ソンクラ大学
マラヤ大学

マルチメディア大学
ナンヤン理工大学

シンガポール工科デザイン大学（SUTD）
ボゴール農科大学
インドネシア大学

■ インドネシア大学 IECオフィス
 インドネシア気象・気候・地球物理庁

バンドン工科大学
パジャジャラン大学
ディポネゴロ大学
ガジャマダ大学

セプルフノペンベル工科大学（スラバヤ工科大学）
ウダヤナ大学

モナシュ大学

RMIT大学
（ロイヤルメルボルン工科大学）

オーストラリア国立大学

湖南大学

中央民族大学
清華大学

中国農業大学
北京印刷学院

アールト大学科学技術校
アールト大学芸術デザイン校

欧州地域
大学間交流協定 39協定
部局間交流協定 41協定
留学生 34人　

アフリカ地域
大学間交流協定 0協定
部局間交流協定 2協定
留学生 11人　

中近東地域
大学間交流協定 4協定
部局間交流協定 3協定
留学生 11人　

大学間交流協定校

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校
（アメリカ）

アルバータ大学
（カナダ）

ゲッティンゲン大学
（ドイツ）

イリノイ大学シカゴ校
（アメリカ）

スイス連邦工科大学
ベルン応用科学大学

カイロ大学

大連理工大学

中国医科大学

東北師範大学
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国
際
交
流

世界のキャンパスから千葉大学へ。
千葉大学から世界のキャンパスへ。
世界50ヵ国以上、約800名の留学生が学ぶ千葉大学キャンパス。
世界の人々との新たな出会いが待っています。
また、世界200校以上の大学・研究所とのグローバルネットワークを形成し、
世界を舞台に競い合い、活動する学生を応援します。

州立カンピ－ナス大学

ペルー国立工科大学

※大学間、部局間協定校の詳細については、
　P96をご確認ください。

アグアスカリエンテス自治大学

モンテレイ大学

ヴェラクルス大学

アリゾナ大学

カリフォルニア大学ロスアンゼルス校

アルバータ大学

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校
ニュースクール大学

シンシナティ大学

ウォータールー大学
■ ウォータールー大学 IECオフィス

アラバマ大学タスカルーサ校

イリノイ大学シカゴ校

アジア地域
大学間交流協定 64協定
部局間交流協定 151協定
留学生 700人　

オセアニア地域
大学間交流協定 6協定
部局間交流協定 1協定
留学生 4人　

北米・中南米地域
大学間交流協定 15協定
部局間交流協定 31協定
留学生 27人　

ライプツィヒ大学
（ドイツ）

東フィンランド大学
（フィンランド）

シドニー大学
（オーストラリア）

湖南大学
（中国）

合計

大学間交流協定 128協定

部局間交流協定 229協定

留学生 787人　

■……千葉大学海外オフィス

フィリピン大学ロスバニョス校

マッセイ大学
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大学間交流協定校一覧　
2015年4月現在　128協定　50音順

○は学生交流協力校

国
際
交
流

アメリカ ○アラバマ大学タスカルーサ校
○アリゾナ大学
○イリノイ大学シカゴ校
○ウィスコンシン大学ミルウォーキー校
カリフォルニア大学ロスアンゼルス校
○シンシナティ大学
○ニュースクール大学
○ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校

イギリス ○グラスゴー美術大学
バース大学
ロンドン大学教育研究所

イタリア ○工業デザイン大学ローマ校
○ミラノ工科大学
ローマ大学ラ・サピエンツァ

インド ○インド情報技術大学ジャバルプール校

インドネシア ○インドネシア大学
○インドネシア気象・気候・地球物理庁
○ウダヤナ大学
○ガジャマダ大学
○セプルフノペンベル工科大学（スラバヤ工科大学）
○ディポネゴロ大学
○ハサヌディン大学
○パジャジャラン大学
○バンドン工科大学
○ボゴール農科大学

エジプト ○カイロ大学

オーストラリア ○RMIT大学（ロイヤルメルボルン工科大学）
○オーストラリア国立大学
○シドニー大学
マッコーリー大学 
○モナシュ大学

オーストリア ウィーン医科大学

カナダ ○アルバータ大学
ウォータールー大学

韓国 ○ソウル国立大学
○朝鮮大学校
○全北大学
○延世大学

カンボジア ○王立プノンペン大学

ギリシャ ○アリストテレス大学

シンガポール ○シンガポール工科デザイン大学（SUTD）
ナンヤン理工大学

スイス ○スイス連邦工科大学
○ベルン応用科学大学

スウェーデン ウプサラ大学
○リンショーピン大学

タイ ○アジア工科大学
○カセサート大学
○キングモット工科大学トンブリ校
シルパコーン大学
チュラポーン大学院大学
○チュラロンコーン大学
プリンス オブ ソンクラ大学
○マヒドン大学 
○泰日工業大学

台湾 雲林科技大学
○国立清華大学
○国立台湾芸術大学
国立台湾大学
○成功大学
高雄医学大学
○東海大学
○南台科技大学

中国 ○安徽医科大学
○華東理工大学
○貴州大学
○杭州師範大学
○湖南大学
○新疆師範大学
○上海交通大学
○清華大学
○浙江工業大学
○浙江工商大学
○浙江大学
○大連理工大学
○中央民族大学
中国医科大学
○中国農業大学
○中国美術学院
○天津中医薬大学
東北師範大学
南開大学
○南京信息工程大学
○南京農業大学
○北京印刷学院
香港科技大学

ドイツ ○ゲッティンゲン大学
○ケルン応用科学大学
シャリテ医科大学ベルリン
○デュッセルドルフ大学
○ハイデルベルク大学
ブラウンシュバイク工科大学
フンボルト大学
○ライプツィヒ大学
○ローゼンハイム応用科学大学

トルコ ○アクデニズ大学
○イスタンブル工科大学
○イリディズ工科大学

ニュージーランド マッセイ大学

ハンガリー ○デブレツェン大学

フィリピン ○フィリピン大学ロスバニョス校

フィンランド ○アールト大学科学技術校
○アールト大学芸術デザイン校
○セイナヨキ大応用科学大学
○東フィンランド大学
○ラップランド大学

ブラジル 州立カンピーナス大学

フランス ○CNRS・コンピエーニュ工科大学
○ESIGELECルーアン工学学校
○ストレート大学
○ナント大西洋デザイン大学
○パリ・デザイン大学
○パリ東大学
○レンヌ第一大学

ベトナム ○ノンラム大学

ペルー ペルー国立工科大学

ポルトガル ○ビジュアルアート・デザイン・マーケティング大学
（IADE）

マレーシア ○サラワク大学
○マラヤ大学
○マルチメディア大学

メキシコ アグアスカリエンテス自治大学
○ヴェラクルス大学
○モンテレイ大学

ロシア ○モスクワ国立大学
○ロシア国立人文大学
○ロシア国立研究大学高等経済学院

詳細は大学ホームページへ

http://www.chiba-u.jp/international/
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アメリカ アラバマ大学バーミングハム校看護学部，イリノイ大学シカゴ校医学部 ，
ウィスコンシン大学マディソン校物理学科，コンコーディア大学ウィスコン
シン校教育学部，サンディエゴ大学看護学部，サンノゼ州立大学コミュニ
ケーション学部，ジョージア大学農業環境科学部，戦争捕虜・行方不明者共
同捜索指令（JPAC）中央識別研究所，チャップマン大学地球システムモデ
リング観測センター，トーマスジェファーソン大学医学部，ニューヨーク州
立大学バッファロー校工学及び応用科学部，ハーバード大学公衆衛生大学
院，ハワイ大学数学科，ヒューストン大学経商学部，ペンシルバニア州立大
学農学部，ミシガン大学看護学部，ミネソタ大学公衆衛生大学院，ライス大
学土学部，ラトガーズ大学環境生物学部，ワシントン大学環境学部，ワシン
トン大学建築・都市計画学部

アルジェリア フエリ・ブメディエン科学技術大学

イギリス ウォリック大学文芸学部，カーディフ大学化学科，シェフィールド大学社会
学部ランドスケープ学科，ブリストル大学理学部地理学科，ボーンマス美術
大学，リーズベケット大学（リーズメトロポリタン大学）　健康・社会科学
学部，ロンドン大学ユニバーシティカレッジ・言語・国際教育センター

イタリア ヴェネツィア建築大学，トレント大学工学部，フィレンツェ大学文学・哲学
学部，ボローニャ大学農獣医学部

イラン 州立マシュハド医科大学

インド インド農業科学大学農学部バンガロール校，タミールナドウ農業大学 

インドネシア インドネシア科学院化学研究センター，インドネシア科学院地質工学研究開
発センター，インドネシア気象庁・地球物理庁，インドネシア国技術評価応
用庁，インドネシア大学工学部、理学部，ウダヤナ大学，ウダヤナ大学大学
院プログラム，ウダヤナ大学海洋リモートセンシング研究センター，ガジャ
マダ大学地理学部，ガジャマダ大学理学部，セプルフノペンベル工科大学
（スラバヤ工科大学）理学部，ハサヌディン大学理学部、大学院プログラム、
研究・コミュニティ開発センター，ハサヌディン大学環境研究センター、理
学部，パジャジャラン大学理学部、農学部、農業工学部、環境学部，バンド
ン工科大学デザイン学部、地球工学部、生命工学部，ボゴール農科大学農学
部，マカッサール国立大学 大学院，ムハマディアゴロンタロ大学，ランブ
ンマンクラット大学農学部コラボレーションセンター

オランダ アイントホーフェン工科大学工業デザイン学部，アムステルダム自由大学環
境学研究所

ガーナ ガーナ大学農学部　カデ農業研究センター

カザフスタン カザフスタン科学アカデミー植物学研究所

カナダ アルバータ大学薬学部，ダルハウジー大学，ブリティッシュ・コロンビア大
学 植物園・植物研究センター

韓国 亜州大学校大学院エネルギーシステム学研究科，蔚山科学技術大学校デザイ
ン及び人間工学部，延世大学校工科大学，高麗大学工学系大学院電気工学研
究科，金剛大学校通商行政学部，仁荷大学校経済・国際通商学部，仁済大学
医学部，仁済大学環境産業医学教室・環境産業医学研究所，全南大学校農業
生命科学大学，ソウル国立大学グリーンバイオ研究センター，ソウル国立大
学農業生命科学部，ソウル国立大学美術学部，ソウル国立大学薬学部，釜慶
大学校工科学部，忠南大学校農業生命科学大学

シンガポール Institute for Infocomm Research，シンガポール国立大学建築学部，シンガ
ポール国立大学理学部，南洋理工大学機械航空工学部，ニーアン・ポリテク
ニック工学部

スイス ベルン応用科学大学建築・木材・建設学部，ベルン大学ARTORG医用生体
工学研究センター

スウェーデン スウェーデン農業科学大学ランドスケープ計画・園芸・農業科学部

スペイン アルカラ・デ・エナーレス大学アルカリングア（アルカラ大学カルデナル・
シスネロスカレッジ），マドリッド大学ナノサイエンス学系

タイ キングモンクット工科大学トンブリ校生物資源工学研究科，コンケン大学農
学部，シルパコーン大学薬学部，タイ国保健省医科学局（国立衛生研究所），
タイ国立科学技術開発公社・国立遺伝子工学・生物工学センター，タマサー
ト大学シリントーン国際工学部，チェンマイ大学薬学部，チュラロンコーン
大学薬学部，マヒドン大学薬学部，マヒドン大学理学部・大学院，メーファー
ルアン大学農工学部

台湾 雲林科技大学デザイン学院，国立清華大学理学部物理学科，国立交通大学人
文社会学院，国立交通大学理学院，国立台湾師範大学教育学院，国立台湾大
学工学院、電気情報学院，国立台湾大学公共衛生学院，国立台湾大学生物資
源農学院，実践大学観光管理学科・レクリエーション産業管理学科，成功大
学計画デザイン学部，大同大学デザイン部，台湾国立中央大学地球科学学院，
長庚大学生体医工学研究センター，南華大学管理学院，南華大学非営利事業
管理学研究所，銘伝大学デザイン学部

チェコ パラツキー大学医学歯学部

中国

内モンゴル師範大学リモートセンシング・GIS重要実験室，内モンゴル大学
モンゴル学学院，内モンゴル大学民俗学・社会学学院及び外国語学院，燕山
大学外国語学院，華東理工大学外国語学院，吉林大学基礎医学学院，貴陽医
学院基礎医学院，江南大学設計学院，湖南師範大学，湖南大学研究生院，山
東工芸美術学院，山東大学物理学部，山東農業大学，上海交通大学医学院附
属上海市精神衛生センター，上海交通大学研究生院（船舶海洋建築工学院），
上海交通大学デジタルメディシン工学研究センター，上海交通大学農業生物
学院，上海交通大学附属上海市第一人民病院，上海交通大学メディア ・デザ
イン学院，新疆医科大学第一病院皮膚科および真菌医学研究センター，瀋陽
農業大学，瀋陽薬科大学，西安交通大学医学院第一付属病院，西安理工大学，
西北農林科技大学園芸学部，清華大学建築学院，清華大学浙江清華長三角研
究院，清華大学美術学院，浙江工商大学日本語言文化学院，浙江工商大学日
本文化研究所，浙江大学光華法学院，浙江大学国際デザイン学院，浙江大学
コンピューター学院，浙江大学理学院，蘇州大学機能性ナノ・軟質材料研究
所，中国海洋大学海洋遥感研究所，中国科学院寒区旱区環境与工程研究所天
山氷河観測試験所，中国科学院合肥物質科学研究院，中国科学院声学研究所，

入
試
情
報

国
際
交
流中国 中国科学院大気物理研究所，中国科学院地理科学・資源研究所，中国礦業大

学理学院・（北京）理学院，中国社会科学院民族文学研究所，中国電子科技
大学 電子工学部、微細電子・固体電子工学部，中国薬科大学薬学院，中南
大学精神衛生研究所，天津医科大学看護学院，同済大学建築 ･都市計画学院，
南開大学社会史研究センター，南開大学日本研究院，武漢大学日本研究中心，
北京科技大学自動化学院，北京大学看護学院，北京大学国立薬物依存研究所，
北京大学地球及び空間科学学院，北京大学法学院，北京徳稲アカデミー機構，
北京理工大学デザイン・芸術学院，北京林業大学園林学院，香港科技大学生
命医工学プログラム，香港バプチスト大学中国医薬学部，魯東大学文学院

チリ キリスト教人文主義アカデミア大学，コンセプション大学自然科学・海洋学
部

ドイツ アウグズブルク大学数学・自然科学部
エアランゲン－ニュルンベルグ大学工学部
カールスルーエ工科大学物理学系
ドイツリウマチ研究所
ドレスデン応用科学大学
ドレスデン工科大学
バイロイト大学理工学部
ビュルツブルグ大学物理・天文研究科
フンボルト大学 第一数学・自然科学部・融合科学研究所 
ライプニッツ大学ハノーファー建築・ランドスケープ学部

トルコ イズミール経済大学美術デザイン学部

ニュージーランド オークランド大学モーリスウィルキンスセンター

ネパール トリブバン大学パタンマルチプル・キャンパス

ノルウェー エービク大学情報メディア研究科

パキスタン ペシャワール農業大学

パナマ パナマ大学

ハンガリー セントイシュトヴァーン大学テシュディックシャムエル大学センター水環境
管理学部

フィリピン 国際稲研究所，サント・トマス大学理学部・大学院・自然科学研究センター

フィンランド タンペレ大学教育学部

ブラジル サンパウロ州立大学医学部，サンパウロ州立大学薬学部，パラナ州立ロンド
リーナ大学生物学研究所病理学講座 

フランス 国立パリ建築大学ラ・ヴィレット校，フランス原子力・代替エネルギー庁
グルノーブル・グルノーブル工科大学

ベトナム ハノイ師範大学，ハノイ農業大学，ベトナム海洋研究所，ベトナム国家大学
ハノイ校教育大学，ベトナム国家大学ホーチミン市校科学大学生物学部，ベ
トナム国立熱帯生物研究所，ベトナム森林大学，ホーチミン市バイオテクノ
ロジーセンター

ベルギー ルーヴァンカソリック大学生物工学部，集合物質ナノサイエンス研究所

ポーランド ヴロツワフ工科大学工学基盤問題学部数学・計算科学研究所，ヤゲウオ大学
言語学部・哲学部・歴史学部

マレーシア プトラ・マレーシア大学農学部，マレーシア国立大学健康科学部、薬学部、
科学技術部，マレーシア国立大学　工学・建築環境学部

ミャンマー イエジン農業大学

メキシコ ヴェラクルス大学建築学部

モンゴル モンゴル科学技術大学物質科学部，モンゴル国立大学地球物理研究セン
ター，モンゴル国立リモートセンシングセンター

ヨルダン ヨルダン大学人間社会科学部

ラオス ラオス国立大学

ロシア A.Iゲルツェン記念ロシア国立教育大学附属北方民族大学，ロシア科学アカ
デミー極東支部イリチェフ太平洋海洋研究所

部局間交流協定校一覧　
2015年4月現在　229協定

詳細は大学ホームページへ

http://www.chiba-u.jp/international/
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流

News 異文化体験ニュース

西千葉キャンパスの総合学生支援センター内にある「イングリッシュ・ハウ
ス」はリラックスしながら英語を身近に感じ、気軽に楽しく学べる場所です。
１階のイングリッシュ・ラウンジでは、ランチチャットや様々なイベントを
通じて、国籍や学年、学部を越えた多くの人との英語によるコミュニケー
ションを楽しめます。２階のイングリッシュ・サポート・センターでは、英
語学習に限らず海外に関すること等幅広く質問を受け付けています。その
他、無料の個別指導や講座に参加したり、英語学習に役立つ図書や新聞、
DVD等を利用することもできます。 ［開館時間］　平日／9：00～17：00

日本を知り、異国を知る。
伝統芸能の発表会や留学生向けの体験企画などを実施。

千葉大学では年間を通じて、さまざまな国際交流イベントが実施されていま
す。6月と12月にはユニバーサルフェスティバルが行われます。これは、毎年、
世界の国々の歴史や伝統芸能を紹介するイベントです。留学生が中心となっ
て発表を行うとともに、伝統芸能の発表では日本人の学生も参加します。発
表の終了後には、各国の料理も振る舞われます。また、留学生が日本の文化
や伝統を知るイベントも実施。地域の人々の協力を得た茶道体験、七夕飾り
の体験、工場見学や名所旧跡をめぐる日帰り旅行などが企画されています。

Ｊ－ＰＡＣ生

ゴフ　カイル　ジェームス
GOUGH, Kyle James

法政経学部　特別聴講学生
カナダ　アルバータ大学　出身

学部生

ウスモン　マヒノーズ
USMON, Mahinoz

文学部　日本文化学科　２年次
タジキスタン共和国　ドゥシャンベ　出身

私は千葉大学への留学を決めた時、カナダにいる日本人の友人に日
本での学生生活について相談をしました。彼らから「カナダと比べ
て日本の教師は厳しい、授業態度が大切、もし授業を休んだら自動
的に不可になる、宿題が多くて毎晩あまり寝られない」ということを
聞いて、本当に心配になりました。「なぜ私は日本留学を選んだのだ
ろう」と思いました。しかし、私の心配は千葉大学に来てほとんどな
くなりました。もちろん授業に対して厳格な面もありますが、先生方
はみんなとても親切です。そして、たとえ宿題が多くても、十分な睡
眠時間をとれています。千葉大学での生活は、本当に素晴らしい経
験で、大きく成長できていると実感しています。

私は以前、短い期間ですが日本に住んでいたことがあります。最初は
不安だらけでしたが、日本で暮らすうちに自然と日本が好きになりま
した。短期間でも日本とタジキスタンの生活、人間関係、習慣、文化
等が大きく異なっていることを実感し、様々な経験を通して、もっと
日本のことを知りたいと思うようになりました。帰国が決まった時は、
必ずもう一度留学で、日本に戻ってこようと心に決めました。私の願
いが叶い、2013年から日本で1年間日本語を勉強し、2014年に千葉
大学文学部日本文化学科に入学することができました。今は日本文
化を様々な視点から、より深く学ぶ機会ができ、とても幸せです。こ
れからも神様にもらったこのチャンスを大切にして、日本の文化につ
いて楽しみながら、学んでいきたいです。

世界から
千葉大学へ 留学生メッセージ

（上）留学生によるユニバーサルフェスティバル、（左下）日本語授業風景、
（右下）J-PAC プログラム日本文化体験

 くつろぎながら、英語を学ぶ。
『イングリッシュ・ハウス』に来れば英語によるコミュニケーション力がアップ。
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国
際
交
流

世界の協定校に交換留学し
異文化を実体験しよう !
『海外派遣留学プログラム　学習・成果発表会』を開催。

国際教育センターでは、協定校への「海外派遣留学プログラム」を実施。12か月以内の短期交
換留学で、現地で取得した単位は千葉大学でも認められます。2013年度はこの制度を利用して
34名の学生が欧米やアジアの大学に留学しました。派遣にあたっては、選考委員会の厳正な選
考だけでなく、事前教育を行い、留学の目的を明確にするとともに、他者と自己、相手文化と
自分の文化、また留学先で出会うさまざまな背景をもつ留学生たちについての洞察や内省の力
を養います。帰国後には留学経験を今一度ふり返り、それぞれの専門分野における研究成果に
ついて発表します。

アクティブ・ラーニングで
グローバル人材を育成。
楽しく学び賢くなる「スキップワイズ・プログラム」

日本のグローバル化を推進する拠点大学に選ばれた千葉大学では、柔軟な学びによって国
際感覚を身につける「スキップワイズ・プログラム」を展開しています。このプログラム
では、早期の入学や卒業といった制度を活用し、多様な修業年数を設定しています。また、
日本文化と異文化の理解を深める「国際日本学」を第二の教養教育プログラムとして開設。
コミュニケーション英語の科目も充実させ、海外留学への情報提供も強化し、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も用意しています。

阿部 敏朗
工学部画像科学科4年
派遣先：スウェーデン王国　リンショーピ
ン大学
派遣期間：2013年8月～2014年7月

湖に浮かぶ小さな島へボートで行き
BBQをした時の写真。

北京にて日中学生討論会に参加した時のメン
バーと私。

三鷹 神騎
法経学部経済学科４年
派遣先：中国　清華大学
派遣期間：2013年9月～2014年6月

ヨーロッパの北国、スウェーデン。ユニークな政治、ノーベル賞な
どを生んだ文化、持続可能な社会に向けた視野と技術を持つこの国
は私にとってずっと住んでみたい憧れの国でした。色々な準備期間
を経て、留学中は勉学面での成長はもちろん、長い海外生活の大変
さも経験する事が出来ました。また生活の中で異なる文化で育った
国境を超えた友人たちとも思い出を共有し、気づけばスウェーデン
をまるで祖国のように感じたのはいい思い出です。さらに留学前は
意味が分からなかった「罪なくして配所の月を見る」と言ったよう
な日本の表現、文化についても理解を深める事が出来ました。本当
に日本を外から見るというのは興味深かったです。帰国後、留学生
活の経験は世界でもやっていけるという強い自信を私に与え、私生
活や自分の進路選択などに非常に大きな影響を与えています。大学
は自分の意思を持って進むもの。留学もまた然りです。志さえ失わ
なければ必ず期待する以上の結果が得られると思います。そのため
の舞台として千葉大はすばらしい場所となることでしょう。

世界政治経済の重点国である中国を内部から観察したいという思い
から留学を決意しました。ここ何年かは日中関係が尖閣諸島の問題
で冷えきっていたにも関わらず、実際に中国に渡ってみると学校単
位、地域単位で日中関係に関しての討論会や交流会が頻繁に行われ
ていました。私も北京市や清華大学で行われた交流会に参加し、学
生たちの日本に対する考えや将来の中国のあり方についての意見を
聞く事が出来ました。また、タクシーに乗った際には運転手に彼らの
中国政治・経済観についてインタビューしたら、密室空間という事も
あって、非常に過激な意見を聞けたとともに、やはりまだまだ表面に
は表れきれていない政治への不満があるのだなとしみじみ感じまし
た。留学先が中国トップの大学である清華大学ということで、世界的
な視野を持った学生が多く、その勤勉さに圧倒され、日本の将来に
危機感を感じるほどでした。今回の留学で、中国の将来の発展が強
烈な起業精神に依ると確信しました。私も将来は中国・アジアで活
躍できる起業家になれるよう、向上心を持ち続けるつもりです。       

千葉大学から
世界のキャンパスへ 派遣学生メッセージ

マレーシアの日系企業におけるインターンシップ（約 30
日間）での実習風景
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Evolutions of
Chiba University 進化する千葉大学

高校2年を修了して大学に入学（春入学）または
高校3年の９月から入学（秋入学）できる

『先進科学プログラム』（飛び入学）
独自のカリキュラムで国際的に活躍する研究者・技術者を育成

先進科学プログラムの学生だけが受け

られるセミナーでは、千葉大学の教授

陣が学生と対話しながら講義をしていき

ます。国際レベルの先端研究をする教

員とのマンツーマンに近いコミュニケー

ションは学生たちの学ぶ心を刺激しま

す。学内には専用の部屋や机が用意

されるとともに、奨学金や海外研修費

など経済的な支援も充実しています。

P86でも詳しく紹介しています。

学問を探求する勇気と知性
千葉大学には学びの “進化系 ”がある
都心から電車で約１時間。都会の喧噪から少し離れた千葉大学にはどこかのんびりとした印象があるかもしれません。でも、ちょっと
だけ知ってほしいことがあります。この大学はいつも進化し続け、かつてない教育システムを実現しながら、その視野は常に世界に向
けられていることを。より高きものを目指す千葉大学の 7つの“進化系”を紹介します。

evolution

 01

千葉大学では将来の独創的な研究を担う個
性的な人材を育成するため、特定の分野に
おいて優れた能力や資質をもつ若者に、高
校２年修了後または高校３年９月から入学
し、大学で高等教育を受ける機会を与える
先進科学プログラム（飛び入学）を実施し
ています。卒業生のほとんどは大学院へ、
またその過半数は博士号を目指して博士後

期課程へ進学しています。大学の助教や博
士研究員、企業の研究員として、研究・開
発の部門で活躍している卒業生もいます。
先進科学プログラム生には入学金の免除、
１ヶ月の海外研修、自習室と専用の机と
いった特典があります。また学科での講義・
演習のほかに、独自の少人数セミナーが用
意されています。

16
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Evolutions of
Chiba University 

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』

Action2
Knowledge
stockS Action1

Skip&skip
飛び入学や早期卒業を駆使した多様な修業年数
に対応した、多様な留学プログラムの実施

アクティブ・ラーニングを活用した第二の教養教育プログラム「国際日
本学」の新設

TWINCLE CODE P-SQUARE

教育学（部）研究科と他学（部）研究科
の学生がペアを組んでＡＳＥＡＮ諸国を
訪問し、現地の小中高等学校で先生と
なり、本学で行われている先端科学研
究や日本文化についての授業・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・研究者）を育成します。

学部 3.5年＋修士 2.5年の今までに
ない新たな 6年間の学修年限の中
で、１年間米国＋欧州に留学してデ
ザインを学びます。各国の特徴ある
デザイン教育を受け、将来の産業を
創成するグローバルなデザイナーを育
成します。

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。

ツイン型学生派遣
プログラム（ツインクル）

大陸間デザイン教育
プログラム

植物環境デザイニング
プログラム

スキップワイズ・プログラム

スキップするように軽快に国際日本人になろう！
グローバル化が加速する現在、様 な々分野において、高度で豊かな語学力・コミュニケーショ
ン能力や異文化体験を身につけ、国際社会の中でリーダーシップを持って積極的に関与・貢献
できる人材─グローバル人材─が求められています。千葉大学は、文部科学省から、このグロー
バル人材を育成する全国で 11の拠点大学の一つに選ばれました。 skipwise（スキップワイズ）
は、学生の皆さんが将来グローバル人材として各方面で活躍できるよう応援するプログラムです。

SKIPWISE

スーパーグローバル大学

世界にかがやく未来志向型の総合大学へ！
千葉大学は、文部科学省から、日本のグローバル化を積極的に推進する大学の証であるスー
パーグローバル大学として選ばれました。
充実したグローバル教育で学生を国際競争力のあるグローバル人材に育てます。

Action3
International
support

イングリッシュ・ハウスの活用、コミュニケーション英語科目の実
施、海外留学情報の提供等の支援I

K
Action4
Professional
experience

国際的なインターンシップやボランティア活動への参
加支援 P

ASEAN で教育体験！ 日米欧でデザインを学ぶ！ 植物で世界を救う！

evolution

 02
千葉大学は留学者数

堂々第１位

539名
（JASSO平成25年度調べ）

国立大学３年連続

RISING
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『アカデミック・リンク』が目指すのは、“考える学生”を創造すること。
附属図書館、統合情報センター、普遍教育センターという大学の教育組織が協力して、
新しいコンセプトを実現しました。アカデミック・リンクでは、静かな学習空間だけで
なく、議論や発表のできる空間、紙や電子による教材やコンテンツ、そして学生の学
びへの人的なサポートを提供します。学生の能動的な学びを創造するアカデミック・リ
ンクは、千葉大学が開発した画期的な教育コンセプトです。

「空間」「コンテンツ」「人的サポート」の機能を備えた
『アカデミック・リンク』は、
きみの学びを変える

「生涯学び続ける基礎的な能力」「知識活用能力」を持つ学生の育成

考える学生の創造目的

ブックツリー

evolution

 03

個人閲覧席（N棟）
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Evolutions of
Chiba University 

“考える学生”を
創造するための３つの機能

「アカデミック・リンク」から
生まれた４つの個性を
持つ図書館（附属図書館本館）

授業期間…平日8:30～ 21:45　土・日・祝 10:30～ 18:00　　　試験期間…平日8:30～ 23:00　土・日・祝 10:30～ 20:00
大学の長期休業期間…平日9:00～16:45　土・日・祝…休館        その他休館日…年末年始・図書館が定める日
※臨時休館・開館時間の変更等、最新の情報は図書館 webサイト、緊急の場合はアカデミック・リンク・センターのTwitter、Facebookでお知らせします。

ひとりで読書をしたり、思考するための空間。伝統的な図書館
のよさを残すことにこだわった建物です。ラウンジ・静寂閲覧室
もあります。

Learning棟−黙考する図書館−

研究開発とコンテンツ制作の拠点です。アクティブ・ラーニング
に適したセミナー室や授業の収録が可能なコンテンツスタジオな
どを設置しています。

Investigation棟−研究・発信する図書館−

ひとりではなく、複数で学ぶことを中心に考えた空間。人数に
応じて、キャスター付きの椅子や机、ホワイトボードを自由に移
動できます。ノートPCやタブレット型端末も貸し出しています。

Networking棟−対話する図書館−

伝統的な書庫としての機能を中心に考えられた建物です。貴
重書室、マイクロ室、巨大な電動集密書架などを備えた、知
識の集積拠点です。

Knowledge棟−知識が眠る図書館−

開館時間・休館日
（附属図書館本館）

L

I

N

K

アクティブ・ラーニング・スペース
学生が自主的に学習を進めるうえで必要な資
料や情報通信技術、人的サポート（教員、図
書館員、学生）を最大限に活用できる空間で
す。グループや個人での学習、そして学習の
成果を発表するのにふさわしい場も提供してい
ます。

Place
学習空間

Content 
コンテンツ

Support 
人的サポート

コンテンツ・ラボ
授業の予習や復習に加え、テーマを深
く掘り下げていくための有益な図書や
ウェブサイトを紹介する「授業資料ナビ」
を提供しています。ナビで提供される資
料や授業で使う教材は、紙で提供する
だけでなく、電子化も推進。また、授業
そのものを録画し、ラーニング・マネジメ
ント・システムを通じて提供しています。

ティーチング・ハブ
教員、図書館員、学生が学びをサポー
トします。大学の教員が、学生の勉
強や生活全般の相談に対応するととも
に、図書館スタッフが文献の探し方や
データベースの使い方を指導。また、
アカデミック・リンク・スチューデント・
アシスタント（ALSA：アルサ）の大
学院生が学習の支援も行っています。

グループワークエリア（N棟）

アカデミック・
リンク
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環境健康フィールド科学センター
『植物工場』

高品質・髙収量・計画的生産とその普及促進のために

医、薬、看護の３学部合同の『亥
い の

鼻
は な

IPE』
４年間の実習で患者中心のチーム医療に対応する能力を養う

P88でも詳しく紹介しています。

1年次からの 4年間、3学部の学生がともに学ぶことで、相手の専門を
理解しながら、自分の意見を主張し、そして患者にとって最善の解決策

をチームとして導く力を養っていきます。各学部 1名ずつの少人数グルー
プで、医療の現場を見学したり、実際の症例に基づいて模擬患者への

退院計画を作成するなどの実習を重ねていきます。

柏の葉キャンパス内の環境健康フィールド科学
センターでは、「植物工場」の実証・展示・
研修事業が展開されています。
植物工場とは、生育環境（光、温度、湿度、
CO2濃度、養水分等）を制御して、天候や
季節などに影響されずに作物を生産できる施
設のことで、年間を通して高品質・髙収量な
作物の安定的・計画的な生産を実現しようと

するものです。
高い生産技術、コスト削減、高付加価値を追
求することで、社会への還元を図ることのでき
る植物工場の普及促進を目指しています。
2011年 8月末から本格的に栽培が始まってい
ます。また、2011年からは国内外の学生のイ
ンターンシップや、研修事業も行われています。

evolution

 04

医療の現場ではチーム医療の必要性が急速に高まっています。患
者を中心とした医療、そして増大する医療費を抑えるための効率的
な医療の実現には、それぞれの医療専門職が連携するチーム医療
が不可欠なのです。千葉大学では欧米でいち早く取り組まれてきた
「専門職連携教育（IPE）」を2007年度から実施。亥鼻キャンパ

スにある医学部、薬学部、看護学部の 3学部が必修科目として導
入した「亥鼻 IPE」では、1年次から少人数のグループによる体
験型の学習を行っていきます。異なる専門職の役割機能を理解し、
それぞれの価値を尊重し、同じ価値を創造しながら共通の目的を達
成する力を身につけていきます。

evolution

 05
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Chiba University 

日本から唯一、
「ソーラーデカスロン・ヨーロッパ 2014」に連続参加
多学部の学生が産学連携の取り組みにより、３部門で入賞を果たしました。

Renai House（ルネ・ハウス、写真左）
は、コアの組み合わせで様々な用途

の建築やプランを構成できる災害復

興のための建築ユニットから構成され

ています。前回大会の無冠から大き

な飛躍を果たし、トロフィーの前で大

会 40日間の闘いを讃えあいました
（写真右）。

施工期間中の 16日間は、自炊をし
ながら、期間内完成を目指して朝か

ら晩まで頑張りました。

大学初！ 環境エネルギー ISO 取得
授業を通じて学内の環境を改善し、
マネジメントを学ぶ

3年間活動をすると「千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士」の資格が大学から与えられ、就職活動でも活用で
きます。学生たちの活動は学外へも広がり、2009年にはNPO法人も設立。法人の運営に関する手続きを実際に行う
とともに、外部の事業も受託しています。授業ではNPOでの活動内容も評価の対象となります。

フランス・ベルサイユで開催された世界 16カ国 20大学によるゼ
ロエネルギー住宅設計・建設・運用コンペ（ソーラーデカスロンヨー
ロッパ 2014）に、千葉大学は日本から唯一のチームとして２回目
の参加を果たしました。千葉大学は、多くの企業や団体の協力も
得ながら、工学部建築学科のメンバーを中心として、都市環境シ
ステム学科、機械工学科、さらには園芸学部、看護学部を交え

たチーム編成で、災害復興住宅の新しい提案「ルネ・ハウス」に
て 2014年 6～ 7月に開催された本大会に挑みました。
千葉大学チームはそれぞれの能力を活かした役割分担で、総合
成績で11位、10部門中の 3部門で 3位以内入賞を果たしました。
大会途中段階では首位を独走するなど、国際舞台で強い存在感
を示すことができました。

evolution
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千葉大学では 2013年に全国の大学で初め
てエネルギーマネジメントの国際規格
「ISO50001」を取得しました。すでに
2004年から認証を維持している環境マネジ
メント国際規格「ISO14001」と合わせて、
全国で最も進んだマネジメントシステムを運
用しています。特筆すべきは取り組みの主体
が学生であること。「環境マネジメントシステ

ム実習Ⅰ～Ⅲ」という授業の一環として「環
境 ISO 学生委員会」が組織され、１年か
ら 3 年の 3 学年約 200 名の学生たちが活
動を行っています。学生たちはさまざまな企
画を立て、行動し、評価し、次の活動に生
かしていくマネジメント（経営）の実務を大
学の環境対策を通じて学んでいくのです。
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より高き領域へと導く
千葉大学の学び

千葉
大学

学びのシステム

千葉大学では国際的にも評価される専門教育を提供し、

世界で活躍する卒業生たちを数多く輩出してきました。

しかし、それは必ずしも専門教育に特化しているからではありません。

学士課程では、幅広い視野、批判的精神、

豊かな教養と人間性を培うために「普遍教育」が提供されています。

学生たちは普遍教育を通じて、

受験勉強の「知識を覚える学び」から、

生涯を通じて獲得すべき「学問を追求する姿勢」へと

学びの質を変化させていくのです。

普遍教育によって培われた学びの姿勢は、

専門分野での学びをより一層高きものにしてくれることでしょう。



教 育 課 程 編 成 ・ 実 施 の 方 針

･ 学生が自ら設定した目標に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学習が可能な教育課程を編成し、
　提供します。

･ 専門職業人としての倫理教育を行うとともに、教育課程全般の修学にわたり、社会の規範やルールを尊重する
　姿勢を涵養します。

「自由・自立の精神」を堅持するために

･ 専門領域での必須事項を体系的に修得できる教育課程を編成し、提供します。

･ 修得した専門領域での知識、論理的思考や表現の手段を、学生が主体的に活用できる実践的教育の機会を効果 
　的に提供します。

･ 社会を牽引するイノベーション創出のための教育環境づくりを進めます。

「専門的な知識・技術・技能」を修得するために

･ 専門教育とも連携したコミュニケーション教育を提供します。

･ 情報通信技術の活用も含め、必要な情報を適切に収集する方法を修得し、それを実践する教育の機会を提供し
　ます。

･ 学生が、グループを単位として、専門領域での問題解決に取り組む教育の機会を提供します。

･専門領域での問題に関して、社会の要求を踏まえた問題解決を実践できる教育の機会を提供します。

「高い問題解決能力」を育成するために

･ 「幅広い視野の醸成」「批判的精神の涵養」「豊かな教養に裏打ちされた全人的な人間性の陶冶」を目指した普遍
　教育を提供するとともに、専門導入教育を充実し、それらを基盤として学生が自己の専門領域を習得する意義
　を理解できる教育機会を提供します。

「地球規模的な視点からの社会とのかかわりあい」を持つために

･ 国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境、人類や社会が直面する課題に関する普遍教育科目を提供します。

「普遍的な教養」を涵養するために

教育課程編成・実施の方針
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千葉大学の学士課程では、このふたつの科目群の学びを通して、
豊かな教養を身につけながら高度で専門的な知識やスキルを修得していきます。

「普遍教育科目」と「専門教育科目」
千葉
大学

学びのシステム

専門教育科目 専門基礎科目

専門科目

普遍教育科目は、千葉大学に入学したす
べての学生が修得すべき学習内容から構
成されており、全学協力のもと、普遍教
育センターが企画・運営しています。
千葉大学における普遍教育の目的は次の
2点に集約されます。第1は、「幅広い視
野の醸成」「批判的精神の涵養」「豊かな教
養に裏打ちされた全人的な人間性の陶
冶」です。第2は、広い視野から学問に
対する興味・関心を喚起し、その深化と
拡大を通して、学生個々が選択した専門
分野の学問的・社会的位置付けを理解す
る能力を養うことです。
普遍教育の学習が、その後の人格形成と
専門分野の学習に肯定的な影響を及ぼす
ことを期待しています。

各学部・学科では、専攻に応じた専門教
育科目が設定されており、学生はカリ
キュラムに沿った学びを通じて体系的な
知識や技術、技能を養っていきます。少
人数クラスで行われる実習や演習では、
一線で活躍する研究者である教員から直
接指導を受けられます。

普遍教育科目

学 士 課 程 カ リ キ ュ ラ ム

1 英語科目

国際化が進展する社会に生きる学生が学習・研究はもとより、将来、
社会人として必要になる英語力について、その基礎的な運用能力を修
得することを目指します。

2 初修外国語科目

初めて学ぶ英語以外の外国語を対象として実用的な語学力を修得する
とともに、それらを通して多様な価値観の存在と異文化の尊重につい
て理解することを目指します。

3 情報リテラシー科目

情報を活用するうえで必要なコンピュータやインターネットなどの基
本的な知識と技術を修得するとともに、情報技術と社会の関わりや社
会的・倫理的な課題についても理解することを目指します。

Chiba University  2015-2016
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▶▶▶  各学科ページをご確認ください。

教
育
コ
ア
科
目
6
科
目
群

論理コア（論理・哲学・社会）

生命コア（生命・心理・発達）

文化コア（文化・芸術・歴史）

環境コア（環境・生活・科学）

国際コア（国際社会と日本）

地域コア（地域と暮らし）

教
養
展
開
科
目
6
科
目
群
※

1 学術研究の現場を知る

2 キャリアを育てる

3 千葉大学の環境をつくる

4 ジェンダーを考える

5 自然科学を学ぶ

6 コミュニケーションリテラシー能力を高める

共通専門基礎科目
共通専門基礎科目は、専門科目の学習に必要とされる基礎的な知識・技術を修得するこ
とを目的としています。数学、物理学などの自然系科目だけでなく、高校時代に学習し
なかった基礎教科の補習教育なども含みます。

学部専門基礎科目 ▶▶▶  千葉大学 H P または、各学部パンフレットをご確認ください。

4 スポーツ・健康科目 6 教養展開科目

5 教養コア科目

身体的・精神的・社会的により高次な水準の健康を獲得
するために、健康的な生活や人間関係の有り様について
実習を通して理解するとともに、健康に関するセルフ・
ケアの基礎知識の修得を目指します。

教養展開科目は、学習の目的や課題、テーマによって８
つの科目群に分類されており、教養コア科目の履修を通
して喚起された学問への興味・関心を拡大、進化させ、
豊かな教養へと結びつけることを目指します。講義を中
心とする科目群の他に、受講学生数を制限して少人数、
双方向型授業を行う「テーマゼミ」があります。

教養コア科目 6科目群の各分野から、導入的な知識と学
問観を修得するとともに、それらを通して「学問」その
ものへの興味・関心を喚起することを目指します。

学士課程カリキュラム

※2016（平成28）年度より変更予定
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e d u c a t i o n

Faculty of Letters

文
学
部

千葉大学文学部
千葉市稲毛区弥生町 1-33
http://www.l.chiba-u.ac.jp/

知
的
好
奇
心
こ
そ
が
見
通
す
力
を
養
う

千葉大学文学部の教育の特徴

千葉大学文学部には 4学科 15専攻が設けられており、それ
ぞれの専攻では深い専門性を究められます。一方で、学部と
しても人文分野を幅広く学ぶ体制が整えられています。入学
時に学科は決められていますが、入学後はどの学科の専門科
目を履修しても単位として認められる柔軟性があります。ま
た、4学科を横断する「人文科学の現在」といった学部共通
の科目もあります。本学部では学科を越えた幅広い学びを推
奨しています。

1 学科にとらわれず、人文科学を総合的に学ぶ

文学部では卒業論文が必修となっています。関心を持ったこ
とを徹底的に調べ、論理的に考え、他人にも理解できる言葉
に置き換える論文執筆は学生にとってかけがえのない体験に
なります。本学部では１年次から少人数制の導入ゼミを設け
て、自分の関心に基づいて調べ、発表するという学習を始め
ます。さらに、学年が上がるごとに学生主体の発表による演
習を数多く行いながら、４年次の卒業論文に向かって能力を
高めていきます。

2 卒業論文の執筆に向けて、論理力を高める

現在、どの学問においても国際的な視点が不可欠です。文学
部の領域も例外ではなく、外国語や異文化理解の能力がある
ことで、学びの視野は大きく広がります。本学部では、外国
人教員や留学経験のある教員が数多くいるとともに、それぞ
れの専門分野で国際的な活躍をしています。また千葉大学で
は、海外の 180大学と学生交流の提携をしていますので、文
学部の学生も多くが短期・長期の留学を実現し、学びへの動
機を高める機会を得ています。

3 海外180大学（2015.4 現在）と交流する
千葉大学で留学を実現

文学部の学問では、「人間自身とは何か？」を問いかけていきます。言葉や文化、
意識、行動、社会など「人間が創り出すすべて」が学びの対象なのです。学生
たちは、この無限のテーマから自分の関心を見つけていきます。そして、テー
マに関する適切な情報を自分で集め、情報に立脚して論理的に考え、正しい見
通しを導く能力を徹底的に高めていくのです。4年間で養われるその力は、生
涯を通じて役立つものとなるでしょう。
※文学部では，平成 28年 4月に学部改組を予定しています。この計画は，文部
科学省の審議結果を受けて確定するものであり，変更がありえます。確定した
内容については千葉大学ホームページにて平成27年9月ごろ公表する予定です。
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◉千葉大学文学部入学者受入れの方針

文学部では、人間という計りきれない存在を、行動、社会、歴史、言語、文化、芸術など
の諸側面についてさまざまな視点や方法を用いて学問的に追求し探ることで、自己を知り、
世界を知り、自己と世界の関係について学び、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を目標としています。
そうした学問的な営みを通じて、21世紀に対応した知識と技能を持ち、狭い学問領域にと
らわれない人文科学的素養を身に付け、独創的発信力をもって社会に貢献することで自らの
人生をより豊かなものにできる人材を養成します。
そこで文学部では、日本語・外国語の運用能力、論理的・数理的思考能力、日本と世界の
歴史・文化・社会に関する広い関心を持った人を求めています。

文学部長
山田 賢
……YAMADA Masaru

私は「面白い学問」こそが結局は一番役に
立つものだと考えています。知的好奇心か
ら出発しながら、根拠に基づいて論理的
に考える。そのプロセスをくぐれば、生き
ていくうえで役に立つ力が必ず付きます。
千葉大学文学部では、“学生が好奇心を持
つ学び”と“じっくりと学べる環境”を整
えています。高校時代は基礎的な力を身に
付ける時期です。専門知識や海外体験は

大学に入ってからでも間に合います。まず
は、言葉の力を磨きましょう。日本語をき
ちんと学び、英語も基礎的学力を身に付け
てください。そして、どの分野でもよいの
で「古典」を読んでください。長い歳月の
流れに耐えて読み継がれてきた「強い言葉」
を体験することは、大学での学びにもきっ
と役立つはずです。

面白い学問こそが、人の役に立つ
言葉の力を磨き、古典を読んでほしい

◉文学部各学科の求める人物像
行動科学科の求める人物像
・論理的な思考能力を備えた人
・人間の思考や行動、社会や文化に対する広い関心を持ち、個性的な発想のできる人

史学科の求める人物像
・特定の個別事象的な問題関心だけではなく、日本・世界の歴史に関わる事象について 

深く・広く、そして客観的に考えようとする人

日本文化学科の求める人物像
・学科の修学に必要な基礎学力を持ち、日本の多様性および周辺地域の言語や文化に強い好奇心と関心を持ち、 

問題意識を持って自発的に探求できる人

国際言語文化学科の求める人物像
・外国の言語・文学・文化に対して強い関心を持ち、総合的な基礎学力を備え、外国語の高度な運用能力を習得して 

文化の多様性を学ぼうとする確固とした熱意と意欲をもつ人

学外授業 発掘調査 授業風景

文学部入口
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文
学
部 行動科学科

人間の知識や行為の基礎を明らかにする哲学。動物の認知や学習、

言語情報処理、認知モデリングなどの新しい分野を研究する認知情

報科学。知覚、認知、記憶、パーソナリティー、社会行動などを実

験的手法を重視して解明する心理学。現代社会における家族、産業、

コミュニケーション、システムなどを明らかにする社会学。人類の多様

性を手がかりに文化・社会の比較を通して人間の理解を目指す文化

人類学などがあり、人間の行動の本質にせまります。

「人間とは何か」
この最大の謎に挑む

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

行動科学科は、心理学、
認知情報科学、社会学、
文化人類学、哲学からなっ
ています。自分が専攻する
講座以外にも自由に講義を
受けることができるので、
幅広い分野の学習・研究を
することができます。また、
各講座には、それぞれの
分野を代表する優れた先
生が揃っています。
行動科学科では、「心や人
間とは何か」「社会や文化
とは何か」に関心を持ち、
その関心について、自分で
発展させていくことができる意欲を持った学生の入学を期待しています。私
自身の担当講座は社会学です。社会学は領域が広く、多様な学問ですが、
その中でジェンダー論を専門としています。性別の社会的側面を捉えるその
研究は、どの講座の学問でも行われていますが、私は社会学の立場から、「人
が性別を持つとはいかなることか」を研究しています。
ジェンダーは、それぞれの社会や時代に大きく依存しています。「現代社会
におけるジェンダーのあり方とはどのようなものか」を探る中で、現代社会の
特徴を描き、それを自分の生き方だけでなく、政策にも反映できることが、ジェ
ンダー論の大きなメリットです。
行動科学科へ進学を希望される皆さんは、心や人間、社会や文化について
自分なりの関心を持ち、その関心に基づいて、自分自身の力で、いろいろな
勉強を積み上げてください。

皆さんは「自由に生きたい」と思っ
たことはありませんか。あるいは、「自
分らしいってどういうこと？これから自
分はどんなふうに生きていけばいい
の？」など。私が学んでいる「哲学」
という学問は、そんな問いに答えてく
れる分野です。
行動科学科は５つの分野から「人間」
について学べます。きっと皆さんも、
この学科で自分に合う問いやテーマ
が見つかるはずです。受験生の皆さ
ん、受験を乗り越えれば、千葉大学
で自由に学び、思う存分、好きなこ
とができます。頑張ってくださいね！

【行動科学科の講座一覧】
哲学講座は古代ギリシア・近世・現代・中国哲学等の領域の研究・教育拠点。
認知情報科学講座では「情報」という観点から人間や他の生物種、人工知能
の認知過程を研究している。心理学講座は知覚、認知、社会行動、人格等の
分野での基礎心理学の研究拠点。社会学講座は多様な社会的問題について
実証的方法論に基づく研究を行っている。文化人類学講座は「ヒト＝文化をもっ
た生物」の総合的解明のために実証的比較研究を行っている。

［主な進学先］　進学率　8％
千葉大学大学院

【進路】

［主な就職先］
NECネッツエスアイ、大塚商会、日本ヒューレットパッカード、伊東屋、テクノアソ
シエ、三菱商事パッケージング、千葉銀行、北洋銀行、みずほ証券、住友生命、
東京工業大学、山梨大学、福島県立福島東高等学校、河合塾、大塚製薬、
岩崎電気、東日本旅客鉄道、千葉都市モノレール、船井総合研究所、メディカ
ルデータビジョン、関東財務局、関東地方整備局、東京税関、千葉市役所、市
川市役所、船橋市役所、鎌ヶ谷市役所、東京都庁、葛飾区役所、台東区役所

［業種別就職先］
公務員＝24%、情報通信業＝19%、卸売業、小売業＝10%、金融業、保険業
＝10%、教育、学習支援業＝10%、製造業＝5%、学術研究、専門・技術サー
ビス業＝5%、運輸業・郵便業＝3%、農業、林業＝2%、建設業＝2%、不動産
業、物品賃貸業＝2%、生活関連サービス業、娯楽業＝2%、医療、福祉＝2%、
複合サービス業＝2%、サービス業＝2%

［哲学講座］
哲学基礎演習、論理学の哲学、科学史、東洋哲学概説、価値論、
西洋古代中世哲学、現代哲学
［認知情報科学講座］
認知情報科学基礎演習、認知情報科学基礎、認知行動基礎論、
知的情報処理論、データ解析基礎論、言語情報処理論、比較認知論
［心理学講座］
心理学基礎演習、心理学初級実験、人格心理学、社会心理学、認知心理
学、高次認知論、知覚心理学
［社会学講座］
社会学概説、社会調査概説、社会調査実習、家族社会学、
コミュニケーション社会学、地域社会学、医療と福祉の社会学
［文化人類学講座］
文化人類学研究法、文化人類学調査概説、文化人類学演習、
文化人類学調査実習、地域文化論、医療人類学

【カリキュラム】（主な専門科目）

行動科学科
齋藤 未来
……SAITO Miku
（千葉県出身／千葉県立船橋高等学校卒業）

授業での発表風景

行動科学科 准教授
担当科目：ジェンダーの社会学、医療とケアの社会学、
社会調査概説、調査実習など

鶴田 幸恵
……TSURUTA Sachie
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文
学
部史学科

歴史学の成果を尊重しつつ、従来の枠組みを越えて研究を展開し

ます。歴史を、考古学的資料・民俗学的資料・美術作品などの「も

の」、図像資料・映像資料などの「イメージ」、そして文献資料とし

ての「文字」という3つの文化伝達要素にそくして考えることが特

徴です。多彩な史資料情報を複合的に活用しつつ、世界史的視野

に立って人類の生み出した文化や社会の諸相をより深く、多面的に

考察することを目指します。

さまざまな観点から
歴史を考える

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

史学科は、文字通り「歴
史学」を学ぶ学科です。
近年、史学科や歴史学科
を置く大学は減少傾向にあ
り、本学は、歴史学を専門
に学ぶことのできる学科を
持つ数少ない国立大学の
ひとつです。本学の史学科
は、学科の中に「日本史」
「東洋史」「西洋史」とい
うような区分が存在しませ
ん。中東・イスラーム地域やアフリカなど、この
区分に当てはまらない地域の歴史や、植民地
支配の問題のように一地域にとどまらない歴史
についても、複数の教員から指導を受けること
ができます。また、主に文字史料を扱う文献
史学だけでなく、美術史と考古学も合わせて史学科を構成している点も、重
要な特徴です。これほど多彩な教員陣を揃えている大学は、多くはありませ
ん。学生は 4年次まで幅広く歴史学を学び、自分の研究を広い視野の中に
位置づけることができます。史学科への進学を志望する高校生の皆さん、
受験勉強は大変だと思いますが、本を読むことも大事です。息抜きに美術
館や博物館に足を運ぶのもいいですね。テレビも、ぜひドキュメンタリー番組
を見てみましょう。受験問題を解いたり、面接を上手にこなしたりするための
対策よりも、長い目で見て、ずっと自分のためになるはずです。

私が千葉大学を選んだ主な理由は、
実家から通えることや (キャンパスは
違いますが )両親の母校だったこと、
加えて史学科があったことです。将
来の夢がなくて進学先にも悩んでい
ましたが、せっかくだから好きな歴史
に取り組もうと思ったのです。今まで
考えもしなかった「歴史とは何か」
についての講義は、私に新しい価
値観を持たせてくれました。
今は毎年秋に行われる大学祭の運
営をしており、多くの仲間と一大イベ
ントを作ることで、非常に充実した時

【史学科の講座一覧】
史学科では、歴史学の成果を尊重しつつ、従来の枠組みを越えて研究を展開
します。歴史を、考古学的資料・民俗学的資料・美術作品などの「もの」、図
像資料・映像資料などの「イメージ」、そして文献資料としての「文字」とい
う三つの文化伝達要素にそくして考えることが特徴です。これら三つの研究方
法が史学科の三講座に対応しますが、カリキュラムは講座別に編制されてはい
ません。多彩な史資料情報を複合的に活用しつつ、世界史的視野に立って人
類の生み出した文化や社会の諸相をより深く、多面的に考察することを目指しま
す。

［主な進学先］　進学率　21％
千葉大学大学院、立教大学大学院

【進路】

［主な就職先］
千葉大学、長野県立梓川高等学校、武蔵越生高等学校、栃木県芳賀郡市貝
町立市貝中学校、ヨドバシカメラ、チチカカ、ロピア、上毛新聞社、ディーバ、
新潟県労働金庫、三菱 UFJリース、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構、地方独立行政法人長野県立病院機構、千葉県庁、千葉市役所、
松戸市役所、佐倉市役所、長野県庁、墨田区役所

［業種別就職先］
公務員＝36%、教育、学習支援業＝18%、卸売業、小売業＝14%、情報通
信業＝9%、金融業、保険業＝9%、学術研究、専門・技術サービス業＝9%、
医療、福祉＝5%

［1、2年次］
歴史学入門、文化財学基礎演習、文書学基礎演習、外国語史料基礎演習、
世界史基礎、文化財学概説、日本史概説、アジア史概説、東アジア史概説、
ヨーロッパ・アメリカ史概説、図像情報史学概説、考古学実習、文化財学
実習
［2、3、4年次］
史学方法論、歴史考古学、先史考古学、アジア思想史、イスラーム地域史、
中東・北アフリカ近現代社会論、東ヨーロッパ地域史、宗教文化史、東南ア
ジア地域 史、日本中世・近世・近代・現代史、地中海地域史、考古学演習、
ヨーロッパ美術史演習、日本美術史演習、近世記録史料演習、朝鮮語史料
演習、東アジア古典 語史料演習、国際関係史演習、マイノリティー史演習、
比較ジェンダー史演習、中東史史料演習、歴史情報論演習、卒業論文特
別演習

【カリキュラム】（主な専門科目）

史学科
石島 秀哉
……ISHIJIMA Shuuya
（千葉県出身／市川学園市川高等学校卒業）

史学科 准教授
担当科目：イスラーム地域史、
アジア史概説 b、
トルコ語初級 1,2など

秋葉 淳
……AKIBA Jun

安久家文書調査

間を過ごせています。ぜひ千葉大祭に来てください！
大学では様々な可能性に出会うことができます。受験を乗り越え、千葉大学
であなた自身の新しい可能性を発見してください。
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文
学
部 日本文化学科

日本文化学科は、日本の多様な言語・文学・文化などを見つめると同

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・文化を考えていく学科です。また、異文化理解に基づく日本語

教育についても学ぶことが出来ます。これらの学問を通じて、日本と

周辺地域の文化の確かな知識を持ち、グローバルな社会に貢献出来

る教養ある人間を養成していきます。

日本・ユーラシア文化の
多様性を学ぶ

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

本学科の特徴としては、い
わゆる国文学科（日本文学
科）とは異なり、幅広い専
攻領域をカバーしているこ
とが挙げられます。日本文
学や語学に関して、古代か
ら現代までをフォローするス
タッフを揃えていること自体、
関東圏の国立大学としては
数少ない存在ですが、さら
に幅広くさまざまな専門領
域を担うスタッフが揃っているという点でも、稀有
な存在です。具体的には、「日本語を母語としな
い話者との異文化接触」について研究する日本
語教育の専門スタッフや、アイヌや内陸アジアなど、
「日本を取り巻く領域における諸言語・文化」を専門とするスタッフなどが数
多く所属しており、「日本文化について深く学びながら、同時に日本文化を相
対的に眺める視野を体得できる場を提供」しています。入学までに、国語（現
代文・古文・漢文）はもちろんのこと、日本および周辺地域の歴史・地理や
文化についても関連性を考えながら学んでほしいと思います。また、外国語
では、単に言語を修得するだけではなく、異文化に対する知的好奇心のア
ンテナも研ぎ澄ませておいてほしいと思います。多くの書物を読むとともに、
さまざまな土地を訪れるフットワークの軽さも持ってほしいですね。

日本文学に興味を持ったので日本文
化学科に入学しました。当学科では1・
2年生で日本文学の他にもユーラシ
ア、民族・文化学など様々な分野を
学ぶことができます。日本文学以外に
興味がなかった私も、ユニークな先生
方の講義を受け、多くのことに興味を
持つようになりました。また、文学部で
は教員、司書、学芸員などの資格を
取ることができます。私も今教師と司
書の資格を取るため勉強しています。
受験は大変ですがぜひ乗り越えて、
千葉大学で多くのことを学び力にして
欲しいと思います

【日本文化学科の講座一覧】
日本言語文化論講座：日本文学を古代・中世・近世・近代と、各時代にわたっ
て研究・教授し、日本語の歴史や構造、地域言語について深い知識を身に付
けさせ、また日本語教育学を通じて異文化インターアクションに関する知見を備
えた人材の育成を目指した講座です。
ユーラシア言語文化論講座：日本をとりまくユーラシアのさまざまな民族について、
言語学と文化人類学というふたつの方向から総合的に考えていく講座です。

［主な進学先］　進学率　5％
筑波大学大学院

【進路】

［主な就職先］
紀伊國屋書店、高島屋、ノジマ、良品計画、トリヤマ商会、ワークスアプリケー
ションズ、東京ビデオセンター、双葉電子工業、伊藤木型製作所、北越銀行、
三井住友信託銀行、静岡県立天竜高等学校、秀英予備校、全国漁業協同組
合連合会、日本郵便、長谷工アーベスト、QVCジャパン、東京企画、社会福
祉法人千葉県社会福祉協議会、東京国税局、柏市役所、津山市役所

［業種別就職先］
卸売業、小売業＝20%、情報通信業＝19%、製造業＝10%、金融業、保険
業＝10%、教育、学習支援業＝10%、公務員＝10%、漁業＝3%、運輸業、
郵便業＝3%、不動産業、物品賃貸業＝3%、学術研究、専門・技術サービ
ス業＝3%、宿泊業、飲食サービス業＝3%、生活関連サービス業、娯楽業＝
3%、サービス業＝3%

［1年次］
日本文化学入門、日本文化学研究法、ユーラシア文化概説、日本文学講読、
日本文学史、日本語学概説、言語学概説
［2、3、4年次］
伝承文学論、古代文学論（演習）、中世文学論（演習）、
近世文学論（演習）、近代文学論（演習）、民俗文化論、日本芸能文化史、
日本文法論（演習）、近代日本語論、日本地域言語学音韻論、
異文化間コミュニケーション論、日本語授業演習（演習、実習）、
第二言語習得論、社会言語学、言語体系論、言語機能論、言語類型論、
アイヌ文化論演習、ユーラシア文化論（演習）、卒業論文導入演習（3年次）、
卒業論文特別演習

【カリキュラム】（主な専門科目）

日本文化学科
金澤 佑依
……KANAZAWA Yui
（埼玉県出身／春日部共栄高等学校卒業）

日本文化学科 准教授
担当科目：日本近代文学・
現代文学

大原 祐治
……OHARA Yuji

ユーラシア言語文化論講座で実施している合同ゼミ
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文
学
部国際言語文化学科

国際化と多様化の時代に対応して、主に欧米の言語、文学、文化

の多様性・流動性・国際関連性、さらにはその内部構造について

の多角的・多元的な研究・教育が行われます。比較文化論、ヨーロッ

パ文化論、英語圏文化論、言語構造論という4つの専門分野の中

から自由に選択できるようになっています。英語だけではない、もう

ひとつの自分の言語を身につけることが出来る学科です。

世界に開かれた広場・
ことばと文化の饗宴

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

国際言語文化学科は、外
国語と外国文化を学ぶとこ
ろです。特に中心となって
いるのは英語、ドイツ語、フ
ランス語、ロシア語、スペイ
ン語で、学生はこれらのう
ちどれかを「専門」にした
上で、文学や文化、または
言語そのものを研究しま
す。特徴的なのは、英語
以外の言語も「第一外国
語」として深く学べるという点、そして「英語学科」
「仏文科」などと異なり、入学後にある程度学ん
でから専門を選んだり、興味に応じて複数の言
語を学んだりすることもできるという点です。“西
洋の古文”であるラテン語や古代ギリシア語、聖
書学、日本など非欧米圏を含めた複数の地域の文化を同時に扱う「比較文
化」、多文化接触論などの授業も設けられており、在学中に海外留学をする
学生も多いです。高校生の皆さんには、英語や歴史の勉強をしっかりやると
ともに、とにかく本（特に自分と離れた時代や環境で生きた人によって書か
れたもの）を読んでもらいたいと思います。数百年、数千年前に地球上のさ
まざまな場所で生きた人々の言葉に触れ、人間という存在のスケールの大き
さと深さ、そして自分も同じ人間の一人なんだということを感じれば感じるほ
ど、そんな自分の可能性を広げる外国語や外国文化の勉強は面白くなってい
くはずだからです。

近年の国際化の流れもあり、興味が
あった言語を学びたいと国際言語文
化学科を志望しました。様々な言語
から自分に合うものを学べ、とても満
足しています。
現在、スペイン語と英語をメインに勉
強し、同時に色 な々国の文化、背景、歴
史などを学ぶことで日本語や日本文
化との違いを強く感じて自分の世界
観が豊かになり、もっと学び、学んだ言
語を生かし外の世界に自分から発信
できるようになりたいと思っています。

【国際言語文化学科コース一覧】
比較文化論コース：比較文学・比較文化・国際日本研究、宗教文化論、古典学、
イメージ文化論、などの研究を行います。
ヨーロッパ文化論コース：仏語、独語、露語、西語などの言語を通して、ヨーロッ
パ文化を研究します。
英語圏文化論コース：イギリス、アメリカを中心とした英語圏を巡る文化や文学
を研究します。
言語構造論コース：言語コミュニケーション、語学研究、言語理論、意味論、
歴史言語学などの研究を行います。

［主な進学先］　進学率　0％

【進路】

［主な就職先］
ゾフ、ニトリ、良品計画、角産、NAAリテイリング、西日本鉄道、成田空港、
日鉄住金物流、日本郵便、アルプス電気、図書印刷、常光、共同通信社、日
立公共システム、オービック、千葉銀行、イオン銀行、明治安田生命、かんぽ
生命、琉球光和、ユーラシア旅行社、仙台国税局、新潟県庁、茂原市役所、
調布市役所

［業種別就職先］
卸売業、小売業＝21%、運輸業、郵便業＝13%、製造業＝11%、情報通信
業＝11%、金融業、保険業＝11%、公務員＝11%、医療、福祉＝5%、サー
ビス業＝5%、電気・ガス・熱供給・水道業＝3%、不動産業、物品賃貸業＝
3%、宿泊業、飲食サービス業＝3%、教育、学習支援業＝3%

［1年次］
国際言語文化学入門、英・ドイツ・フランス・ロシア・スペイン語、言語文化
情報基礎演習、比較文化概説、比較文学概説、言語コミュニケーション論
概説、英語圏文化論、英語学概説、英文法
［2、3、4年次］
イメージ文化論、ヨーロッパ文化論、芸術メディア論演習、児童文学論、
複合文化論、多文化接触論、文学理論概説、文芸思想論演習、演劇論、
小説論、比較文化交流論、比較宗教思想論演習、生成文法理論演習、西
洋近代語演習、西洋中世語演習、アメリカ、イギリス、広域英語圏、ドイツ、
オーストリア、ロシア、フランス、スペインの各文化論・文学論・文学史、英
語史、言語学概説、卒業論文特別演習

【カリキュラム】（主な専門科目）

国際言語文化学科
神山 穏
……KAMIYAMA Yasuki
（千葉県出身／安田学園高等学校卒業）

国際言語文化学科 准教授
担当科目：ロシア語、
ロシア文学演習、
スラヴ文化論など

鳥山 祐介
……TORIYAMA Yusuke

演習授業風景

また志の高い仲間と、楽しく分かりやすい授業を行い、学生に真摯に向き合っ
てくれる先生と出会え本当に良かったです。千葉大学入学を希望するみなさ
んにはぜひ自分の興味の持つ分野を深く学び、すばらしい仲間や先生とか
けがえのない大学生活を送ってほしいです。
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千葉大学教育学部の教育の特徴

教育学部では、ただ教員免許を取得するだけでなく、「よい
教師」を目指すための指導とカリキュラムが用意されていま
す。大きな特徴は、1年から 4年までの各学年で教育実習を
実施していること。それぞれの学年で学習した内容を学校の
現場で実践することで教師としての技能を身につけていきま
す。大学附属の幼稚園、小学校、中学校に加えて、県内各地
に実習生を受け入れる学校のネットワークが広がっていま
す。

1 4年間の教育実習で教師としての実力を養う

本学部では、教師を目指す学生を支援する先進的な取り組み
を行っています。まず、千葉県の教育委員会との交流人事の
もと、現役の教師が教員として学生を指導。学生たちは、現
場での経験が豊富な教員とともに、議論を通じて教育につい
て深く考える機会を得ています。また、「教職サポートルーム」
も設置。永年にわたり県内の教育現場で働いてきた大先輩が
特命教授として学生の指導にあたり、学生たちのさまざまな
相談に応じています。

2 教育現場を熟知する経験者が学生を指導

教師を目指す者にとって一番大切なのは「教師になりたい！」
という熱意です。本学部では、小学校教員養成課程で AO入
試を実施。センター試験での結果を考慮したうえで、受験者
の教員になりたいという気持ちのプレゼン力や他者とのコ
ミュニケーション能力などを審査します。また、その他の課
程では推薦枠も用意されています。千葉県の教育向上への貢
献を目的に、入学者定員には県内出身の学生のための特別枠
を設けています。

3 なりたい気持ちを評価するAO入試を実践

千葉大学教育学部では、時代の変化に対応できる指導的な教師の育成に努めて
います。小学校教員養成、中学校教員養成、特別支援教育教員養成、幼稚園教
員養成、養護教諭養成、の５つの課程があります。異なる専門課程がある環境
で学生たちは互いに刺激しながら学んでおり、総合大学の強みを生かし多彩な
分野の教員が指導にあたっています。本学部を卒業した学生は、教員採用試験
においても安定した合格率を維持しています。
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◉千葉大学教育学部入学者受入れの方針

教育学部は 5つの課程から構成されており、多様な教育領域を学ぶ環境の中で、教育に関
わる実践力を育成することを目指し、次のような入学者を求めています。
●学校や課程や地域をめぐる教育上の諸問題に広範な関心を持ち、他者と積極的に交流す
ることができ、学ぶことや活動することを喜び、そして新しい可能性を自己並びに他者に示
す努力をいとわない人。
●将来教師となって他者を教え、育てる中で自分も学ぶ姿勢を持ち続けることができる人。

教育学部長
高橋 浩之
……TAKAHASHI Hiroyuki

◉教育学部各学科の求める人物像
小学校教員養成課程の求める人物像
・小学校教員をめざす強い意志を持ち、そのための知識・技能の習得に努力を惜しまない人
・周囲と協力しながら積極的に問題解決に当たることのできる人

中学校教員養成課程の求める人物像
・中学校教員になりたいという強い意欲を持っている人
・高等学校卒業程度の基礎学力を有するとともに、これから学ぼうとする教科あるいは専門領域（10 教育分野）に対して適性を有

する人

特別支援教育教員養成課程の求める人物像
特別支援教育教員養成課程は、特別な支援を必要とする子どもの教育を実践できる人材の育成をめざし、次のような入学者を求めて
います。
・特別な支援を必要とする子どもに関心を持ち、子どもたちと交わる中で喜びを見出そうとする人
・将来、特別支援学校、通常学校等において、特別な支援を必要とする子どものための教育職に就き、子どもたちと共に歩み、学ん

でいこうとする人

幼稚園教員養成課程の求める人物像
国立総合大学唯一の幼稚園教員養成課程として、将来の日本の幼児教育を担う指導的な幼稚園教員の養成をめざし、次のような入学
者を求めています。
・日頃より幼児教育に対して強い関心を持ち、幼稚園教員となる上で、十分な学力や知識を持ち、理解力、判断力に優れ、広い視野

でものごとを見るとともに柔軟な思考のできる人

養護教諭養成課程の求める人物像
・子どもの心身の健康問題や養護活動への関心と意欲を持つことができる人
・子どもの心身の健康問題や養護活動への関心と意欲を人との関わりの中で表現できる人
・将来養護教諭となって子どもの健康と成長を支援できる人

教育学部１号館外観

おもしろい人生を送らなければ、おもしろ
い教師にはなれません。しかし、何事も取
り組み方ひとつで受験勉強でさえ、おもし
ろくなります。高校時代には、とにかく好
きなことを見つけて、能動的に、自分には
一生懸命やったことがあると胸をはれる経
験を積んでください。
教育学部は教員になるための学部ですか
ら、入学したら 4年後の採用試験に向け

た学びが始まります。ある意味、大学受験
時に自分の職業を選択することになります。
教育の世界は今、課題が山積みです。その
厳しい世界に飛び込む覚悟ができているか
を自分自身に問いかけてください。その覚
悟さえあれば、さまざまな可能性が広がり
ます。一生続けられる価値の高い仕事を得
て、きっと実りのある人生を送れることで
しょう。

教育の世界に飛び込む覚悟があれば
広い可能性と実り多き人生が待っている

教育実習の様子① 教育実習の様子② 教育実習の様子③

33



教
育
学
部

小学校教員養成課程

千葉大学教育学部小学校教員養成課程は、全国でも有数の小学校
の教員を養成する専門機関です。小学校にある9つの教科に加え、
教育界の動向をふまえて設けられた 12の選修のいずれかに所属して
学びます。①教科の指導に自信が持てる教科専門、②子どもの理解
と指導の方法を学ぶ教職科目、③現代的な課題に挑む「小学校課程
に関する科目」を柱に学びます。教育研究・教育実習を重視して、附
属小学校が学内にあるという地理的好条件を生かし、１年次から教育
現場に近い学びができるように準備されています。

小学校教員としての深い見識と
能力を身につける

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

小学校教員養成課程は、
「よい小学校の先生」の養
成を目指しています。それ
は、何よりも子どもによりそっ
た教育ができ、わかりやす
く、かつ子どもが学ぶ価値
を見いだすことができる授
業を行う先生のことです。
その実現のために、子ども
とふれあう機会を重視した
上で、授業の研究や授業
の基礎となる小学校の教科に関する研究を行っ
ています。私の専門である生活科では、子ども
の持っている物事への関心や子ども独特の迫り方
を大切にして、教科の内容を構成していきます。
子どもの生活の現実から子ども達が学びたいと考えていることを探り出し、子
どもとともに授業をつくりあげていきます。例えば、登下校の途中に見つけた
タンポポの花一輪からはじめて、自然の仕組みや素晴らしさを学ぶに至る授
業をつくります。教室から飛び出して活動するアクティブな学びがあります。
子ども達が大好きな教科です。現在の社会では、学んだことが実生活と結
びつきにくいことから、子ども達は学ぶ意味を見失いがちです。生活科は、
現実の生活から内容を構成して、体験をふまえた上で学びます。まさに、実
社会と直接つながり、実社会が見える学びの構成を目指す教科であり、学
校をすてきな場所へとつくりかえていく可能性を持っています。

私は小さい頃から小学校の先生にな
ることが夢でした。そして、小学校
の先生としての深い専門性と幅広い
教養があり、子どもの立場になって
考えることができる先生になりたいと
思っています。千葉大学教育学部
小学校教員養成課程には、１年生
から子どもとの交流、模擬授業、教
材研究といった実践的な学びの機
会があります。そして、ともに学び、
考える仲間がいます。あなたも小学
校教員養成課程がある千葉大学で
私たちと一緒に豊かに学んでみませ
んか。

【卒業要件で取得できる教員免許】
小学校教員養成課程では、小学校教諭１種免許状の取得に必要な単位の修得
を必須としています。この免許状は、学士の学位を有することを基礎資格とする
もので、小学校における９つの教科（国語、算数、理科、社会、音楽、図画
工作、体育、家庭、生活）の内容及び指導法、生徒指導等教職に関する科目、
教育実習などの単位を取得することが必要です。

［主な進学先］　進学率　13%
千葉大学大学院、東京学芸大学大学院、筑波大学大学院、東北大学大学院、
専門学校　他

【進路】

［主な就職先］
［教育・学校支援関係］小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援
学校教諭、河合塾進学研究所、ステップアップゼミ　他
［教育関係以外］千葉銀行、大和証券、JR東日本・全日空、内田洋行、トヨタ
自動車　他
［公務員］千葉県、船橋市、成田市、仙台市、栃木県、東京都特別区　他

［業種別就職先］
教育・学習支援業＝71%、公務員＝11%、金融・保険業＝2%、情報通信業
＝2%、その他＝14%

［１年次］
［専門科目等］日本国憲法、授業研究入門、選修に関する科目
［教職科目］学校と教育、社会と教育、発達と学習の心理学
［教育実習］基礎見学実習
［２年次］
［専門科目等］選修に関する科目、教科に関する科目
［教職科目］生徒指導に関する科目、各科教科教育法
［教育実習］観察実習、事前指導
［３年次］
［専門科目等］教科に関する科目、教科専門演習・実習
［教職科目］各科教科教育法、道徳教育、特別活動、その他教職に関する科目
［教育実習］教育実習、事後指導
［４年次］
［専門科目等］卒業論文
［教職科目］教職実践演習
［教育実習］総合討論

【カリキュラム】（主な専門科目）

国語科選修、社会科選修、算数科選修、理科選修、音楽科選修、
図画工作科選修、体育科選修、家庭科選修、教育学選修、
教育心理学選修、ものづくり・技術選修、小学校英語選修

【選修】

小学校教員養成課程
三好 夏子
……MIYOSHI Natsuko
（東京都出身／
東京大学教育学部附属中等教育学校卒業）

小学校教員養成課程 教授
担当科目：小学校生活科、
生活科教育法

鈴木 隆司
……SUZUKI Takashi

附属小学校との共同授業「学校探検」
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中学校教員養成課程

中学校教員養成課程は 10の教科教育の専門分野から構成されてい
ます。本課程に所属すると、時々刻 と々変化する教育現場や社会環
境に即応できるように、教職に関する基礎、現代的な教育的課題や
生徒指導法等について学びを進めます。さらに、10分野のいずれか
に所属して、中学校教育の現場で指導的な立場に立てる人材を目指
して、各教科に関する基礎的ならびに専門的学習や指導法を勉強し、
中学校教諭の一種免許を取得することになります。加えて、本課程で
は専門とする教科のほかにもう一つの別の教科の免許を取得すること
になっています。

教育現場や社会の変化に
対応できる人材を養成

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

　千葉大学教育学部中学
校教員養成課程は、中学
校教員養成に特化した、全
国に数多く存在する国立大
学教員養成学部の中でも珍
しい課程です。
　現在の我が国の学校制
度は６・３・３制となっており、
中学校はその中間に位置し
それ故の問題点を抱えてい
ます。例えば小・中学校間
においては人間関係の面で
のいわゆる中１ギャップ、中・
高校間においては教科指導
と深く関わる高校入試など
が指摘されています。これ
らの問題への解決策とし
て、小中連携教育、中高一貫教育、６・３・３制の見直しが検討されています。
　本課程では、中学校教員養成に特化したカリキュラム編成となっています
が、学校制度の改革を視野に入れた教員養成を行っています。例えば、中
学校教育の現代的課題、中学生の心身の発達など、中学校教員およびクラ
ス担任教員としての専門性を深めるために用意された「中学校課程共通科
目」があります。また、中学校の各教科内容に精通した各専門科学担当教
員による、各教科内容と専門科学を架橋する授業「教材研究」が用意され
ています。さらに、隣接する附属中学校と連携し、講義科目と教育実習が１
年から４年まで体系化され、研究・実践力に秀でた中学校教育のスペシャリ
ストを養成しています。また、副専攻制度を生かし小学校および高等学校免
許を取得するものや、千葉大学大学院をはじめとする全国各地の大学院に
進学し、専門性を高め研究者となる者も少なくありません。
　我々中学校教員養成課程の教員とともに、将来の中学校教育について研
究してみませんか。

私は中学校の音楽科教員になりたい
と思い、この課程に入学しました。実
技をはじめ音楽について幅広く学ぶ
ことで専門性を高め、模擬授業や実
践演習では、少人数制ならではの綿
密なご指導のもと、実践力を身につ
けるため日々努力しています。教育
実習では同じ志を持つ仲間たちと支
え合い、先生方にご指導頂いて多く
のことを学ぶことができました。千葉
大学教育学部だからこそ受けること
のできる質の高い学びを活かし、教
員を目指して頂きたいと願っています。

【卒業要件で取得できる教員免許（中学校１種）】
国語科教育分野：国語　社会科教育分野：社会　数学科教育分野：数学
理科教育分野：理科　音楽科教育分野：音楽　美術科教育分野：美術
保健体育科教育分野：保健体育　技術科教育分野：技術
家庭科教育分野：家庭　英語科教育分野：英語
自分の専門分野にかかわる免許のほかに、もう一つ他分野の免許（２種免許）
を取得することが卒業要件となります。

［主な進学先］　進学率　18%
千葉大学大学院、一橋大学大学院、横浜国立大学大学院、名古屋大学大学
院、奈良先端科学技術大学院大学　他

【進路】

［主な就職先］
［教育・学校支援関係］
小学校教諭・中学校教諭、高等学校教諭・中高一貫校教諭、栄光
［教育関係以外］
野村証券、第一生命保険、かんぽ生命、JR東日本、光通信、太陽石油　他
［公務員］
千葉県、千葉市、君津市、横浜市、愛知県、滋賀県

［業種別就職先］
教育・学習支援業＝72%、公務員＝7%、金融・保険業＝6%、情報通信業
=4%、その他＝11%

［１年次］
専門基礎科目、新入生セミナー、日本国憲法、基礎見学実習、教職基礎科目
［２年次］
教育実習オリエンテーション・観察実習、教科教育法、教科専門科目、教科
必修科目、各教科の教材研究、生徒指導・教育相談、発達と学習の心理学、
教育方法と技術、第二免許に関する科目、自由選択科目
［３年次］
教育実習、教科教育法、教科専門科目、教科必修科目、各教科の教材研
究、教職選択科目、第二免許に関する科目、自由選択科目
［４年次］
教育実習事後指導、副専攻実習、教職実践演習、自由選択科目、卒業論文

【カリキュラム】（主な専門科目）

国語科教育分野、社会科教育分野、数学科教育分野、理科教育分野、
音楽科教育分野、美術科教育分野、保健体育科教育分野、
技術科教育分野、家庭科教育分野、英語科教育分野、

【分野】

中学校教員養成課程音楽科教育分野
小林 あずさ
……KOBAYASHI Azusa
（千葉県出身／千葉県立長生高等学校卒業）

アクティブラーニングやゼミ形式による活発な授業風景

中学校教員養成課程 教授
担当科目：社会科教育概論、社会科教育システム開
発演習、小学校社会科教育法、授業研究入門など

戸田 善治
……YOSHIHARU Toda
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特別支援教育教員養成課程 幼稚園教員養成課程

本課程は、特別支援学校教諭（知的障害・肢体不自由・病弱）免許
状の取得を軸に、特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校および高
等学校における特別支援教育に携わる専門教員の養成を行っていま
す。このため最低でも８週間以上の教育実習への参加が必修となって
いるほか、指導に必要な様々な心理検査の実践的習得を図る授業科
目の設定、現職教員の大学院や長期研修生としての受け入れ、教職
経験の豊富な学外非常勤講師による集中講義など、実践的な力量養
成を重視した教育機会を提供しています。

特別支援教育の
専門教員を養成

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

特別支援教育教員養成課
程は、特別支援学校や特
別支援学級、通級指導教
室など、障害児教育の専
門家を目指す学生の入学を
希望します。他方で、特別
支援教育の対象は広がりを
見せ、例えば、特別支援
教育コーディネーターは小
中高のすべての学校で指
名され、校内支援にあたっ
ています。また、クラス担任にも適切な対
応が求められています。この意味では、広
く障害児の教育に関心のある学生の入学を
希望します。私は、障害児心理学を専門
領域にしています。障害児のなかでは、特に重い障害のある「重度・重複
障害（重症心身障害）児」の専門です。学問的背景は、発達生理心理学
です。障害の重い子は、行動観察からは発達的な変化や内面の育ちがわ
かりにくいものです。そのため、脳波や眼球運動や心拍などを測定しながら、
感覚評価やコミュニケーション支援の方法を研究しています。授業では、共
著の教科書やパワーポイントや動画を用いて講義します。この講義内容は、
現役の先生方にも講習会で話しています。そこでは、「実践の学問的根拠
を学べた」「実践に役立つ」と評価してもらっています。特に、コミュニケーショ
ンの発達評価とその支援方法の開発については、生理心理学的指標の活
用が期待されており、多くの臨床的・教育実践的研究が進められています。
今後、発展する可能性の大きな研究領域です。

私は特別支援教育について学ぶた
めに特別支援教育教員養成課程に
入学しました。先生方がとても熱心
に指導してくださるため、同じ夢を目
指す仲間とともに日々楽しく学ぶこと
ができています。また、様々な分野
に特化した学生が集まっている点が
教育学部の魅力だと考えています。
そして、学科の先輩を通じてボラン
ティアに参加しています。多くの経
験を積み、将来に繋げることができ
るようにしたいと思っています。

【進路】

［主な就職先］
［教育・学校支援関係］
特別支援学校教諭、小学校教諭・保育士、リハビリテーション自立支援局
［教育関係以外］
バンダイ

［業種別就職先］
教育・学習支援業＝75%、医療・福祉関係＝19%、その他＝6%

［１年次］
新入生セミナー、障害教育概論
［２年次］
知的障害心理学、肢体不自由心理学、病弱教育学
［３年次］
障害児教育実習、知的障害発達心理学演習、病弱心理学演習
［４年次］
卒業論文、肢体不自由教育学研究法、教職実践演習

【カリキュラム】（主な専門科目）

特別支援教育教員養成課程
小田 はるか
……ODA Haruka
（茨城県出身／茨城高等学校卒業）

授業風景

特別支援教育教員養成課程 教授
担当科目：重度・重複障害児の
認知生理心理学

北島 善夫
……KITAJIMA Yoshio

【卒業要件で取得できる教員免許】
特別支援学校教諭１種免許状
小学校教諭１種免許状または中学校教諭１種免許状（１教科）

［主な進学先］　進学率　14%
千葉大学大学院、筑波大学大学院、東京学芸大学特別支援教育特別専攻科
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幼稚園教員養成課程

幼稚園教員養成課程がある大学は、国立大学の中にわずか２校しか
ありません。本課程では、幼児教育学、幼児心理学、保育内容学に
加え、幼稚園と小学校の連携やミュージカルの創作実演など、理論と
実践を調和させた授業を通し、幼児の発達を支援する高度な専門性
を持つ幼稚園教員を養成します。３・４年時に附属幼稚園での充実し
た２度の実習を行い、実践力を磨きます。幼稚園教諭１種免許状に加
え、多くの人が小学校教諭免許を取得し、さらに在学中に保育士資
格も取得します。本課程の出身者には文部科学省幼児教育教科調査
官、国公立幼稚園長会会長、幼児教育の教員養成に関わる大学教
員等、日本の幼児教育のリーダーとなる人たちがいます。

発達の理論と実践を調和させた
学習・研究を行う

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

幼稚園教員養成課程では、
理論と実践力を備え、日本の
幼児教育のリーダーとなる
人材を育てることを目標にし
ています。幼児の観察や心
理学実験、ミュージカル発
表等、附属幼稚園との深
い連携に基づいて行われる
授業も大きな特徴です。
私は心理学関係の授業を
担当しています。「発達心
理学」と「幼児人格心理学」
の授業は、ヒトの発達の
How（発達はどのように進むのか）と
Why（なぜ、何によってそのように発
達するのか）を理解することが目的で
す。特に乳幼児期を中心に、発達過程
とそのメカニズムを理解してもらいます。
「幼児心理学演習」では、1 年を通して発達心理学や幼児教育に関する英
語の本を1冊読みます。「幼児心理学実験」と「発達心理学データ解析」は、
心理学の研究方法やデータ分析法の修得が目的です。学生同士の実験ば
かりでなく、幼児を対象に心理学実験を行います。私は子どもの仲間関係
の基礎となる認知制御と感情制御を研究しています。幼児期の仲間関係や
適応の心理的・生理的背景要因や、それらが児童期以降の適応にどのよう
に影響するのかといった発達的関連を明らかにします。このような研究から
得られる知見は、子どもの後の不適応行動の予防につながるものと考えてい
ます。

私は幼保小連携について興味を持
ち、幼児教育を幅広い分野から捉え
られる幼稚園教諭になりたいと考えま
した。当課程では、発達心理学や
保育学、幼児音楽などの授業を通
して、子どもを見る目や保育を実践
する力を養います。また、特別支援
教育にも関心があり、インクルーシブ
保育についても学んでいます。様々
な視点から子どもを見つめ、多様な
ニーズに適切に応えられる保育者を
目指して、日々保育について考えて
います。幼児教育の道を志す仲間と
して、一緒に学び合えることを楽し
みにしています。

【卒業要件で取得できる教員免許】
幼稚園教員１種免許状

［主な進学先］　進学率　14%
千葉大学大学院、北里大学

【進路】

［主な就職先］
［教育・学校支援関係］
幼稚園教諭、保育士

［業種別就職先］
教育・学習支援業＝69%、医療・福祉関係＝31%

［１年次］
幼児教育学概説、発達心理学、保育内容（環境）、保育内容（健康）
［２年次］
幼児総合指導法、幼児人格心理学、幼児臨床心理学、インクルーシブ保育、
幼保小教育の接続、保育内容（人間関係）、保育内容（言葉）、幼児教育
史、幼児教育行政、アンサンブル、器楽
［３年次］
幼児教育学演習、幼児心理学演習、保育内容学演習、保育実践学演習、
保育内容（造形表現）、保育内容（音楽表現）、幼児教育研究法、幼児
心理学実験、発達心理学データ解析、幼児ダンス
［４年次］
幼児教育学特講、幼児心理学特講、幼児教育学特殊演習、幼児心理学特
殊演習、保育実践学特殊演習、保育内容学特殊演習、幼児音楽論特殊演
習、教職実践演習

【カリキュラム】（主な専門科目）

幼稚園教員養成課程
土田 俊弥
……TSUCHIDA Shunya
（茨城県出身／茨城県立竹園高等学校卒業）

幼稚園実習風景（3年生実習）

幼稚園教員養成課程 教授
担当科目：発達心理学、幼児人格心
理学、幼児心理学演習、幼児心理学
実験、発達心理学データ解析など

中澤 潤
……NAKAZAWA Jun
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養護教諭養成課程

子どもの心や体の健康を支援するという、専門的な役割を果たす養護
教諭を育成する課程です。本課程では養護実践学や学校保健のみな
らず、基礎医学や臨床医学、看護学、栄養学、公衆衛生学など、関
連する諸分野に関する科目も段階的に学び、さらに専門性を高めます。
近年ますます重要度を増している子どもの心の問題への対応について
も、健康相談活動や精神保健学などで具体的に学習していきます。３
年次には附属病院で臨床実習を行い、４年次には小学校と中学校そ
れぞれで養護実習を行うなど、多くの実習を経験することで実践力を
育成します。

子どもの心や体の
健康を支援する

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

児童・思春期の心の問題
の現れ方は、社会環境・
学校環境・家庭環境に強く
影響されます。子ども達の
呈する問題を正しく理解し
対応するためには、そういっ
た子ども達をとりまく環境へ
の関心と理解が欠かせませ
ん。日本社会の現状と今後
を考えると、子ども達の心
の問題への配慮と支援はま
すます重要性を増してくると思われます。私が担
当する「精神保健学」「思春期精神保健学」で
は、児童・思春期・成人期それぞれの人の心の
特徴と、心の健康を保つための方法、心に問題
が生じたとき生じるさまざまな症状や問題行動をど
う理解し、対応するか、などについて学びます。特に、学校現場で養護教
諭が遭遇しやすい問題を中心に実践的な講義を心がけています。また、「性
教育」では、現代の若者の性行動の特徴や、性に関連して教育すべき事
柄に加え、「性」を通じてより深く人間について学ぶことを目的に多面的な内
容を扱っています。養護教諭を目指す上で大切なのは、基本的な知識の修
得に加えて、広い視野、やわらかい心と好奇心を持ってさまざまな人と出会い、
体験をすることです。それがあなたが将来かかわる子どもたち、そしてあな
た自身の役に立つ学びとなります。

養護教諭養成課程は、教育系・医
学系・心理学系などのさまざまな分
野を豊富に学ぶことができます。ま
た、実習活動が充実しているため、
より実践的な力を身につけることがで
きます。
丁寧に指導して下さる先生方や、新
しく改築されたメディアセンターなど、
勉強する環境は素晴らしいもので
す。他にも、サークルやボランティア
を通して、大学４年間で、友人との
素敵な思い出がたくさん作れますよ。

【卒業要件で取得できる教員免許】
養護教諭１種免許状

［主な進学先］　進学率　8%
千葉大学大学院

【進路】

［主な就職先］
［教育・学校支援関係］
小学校養護教諭、中学校養護教諭、高等学校養護教諭
［教育関係以外］
マーケティング・コア
［公務員］
古河市

［業種別就職先］
教育・学習支援業＝92%、公務員＝4%、その他＝4%

［１年次］
［専門基礎科目］新入生セミナー、医学概論
［教職に関する科目］現代教職論、社会と教育
［養護に関する科目］小児保健学、解剖学、人間機能学、微生物学、免
疫学、薬理学
［２年次］
［専門基礎科目］受胎・発育・成長
［教職に関する科目］健康教育論
［養護に関する科目］公衆衛生学、衛生行政、学校保健、養護実践学概論、
食物栄養学、小児科学、外科学・整形外科学、養護教諭と看護、保健行
動論、学校ヘルスプロモーション論
［３年次］
［教職に関する科目］性教育
［養護に関する科目］社会福祉論、健康相談活動論、精神保健学、眼科学、
耳鼻咽喉科学、皮膚科学、学校救急処置活動、学校看護実習、保健統計
学、口腔保健学、障害児の保健管理、学校保健情報処理、養護活動演習、
思春期精神保健学、内科学、臨床実習
［４年次］
［教職に関する科目］養護実習、教育実践演習
［養護に関する科目］保健所実習、卒業論文

【カリキュラム】（主な専門科目）

養護教諭養成課程
大野 莉花
……ŌNO Rika
（千葉県出身／八千代松陰高等学校卒業）

学校看護実習の実習風景

養護教諭養成課程 教授
担当科目：精神保健学、
思春期精神保健学、
性教育など

花澤 寿
……HANAZAWA Hisashi

38
Chiba University  2015-2016



臨床実習
（養護教諭養成課程）

養護教諭養成課程では 3年次に
臨床実習が行われます。千葉大
学医学部附属病院の各科の外来
を見学し、健康障害のある人の心
身の状況を理解するとともに、医
療や看護の活動・役割を学びます。

千葉大学には附属の幼稚園、小学校、
中学校、特別支援学校が設けられて
います。どの学校も千葉市内にあり、
幼稚園と小・中学校は西千葉キャンパ
スにあります。数多くの千葉大学生が
附属学校で教育実習を行っています。

4 年間にわたる系統的な教育実習
学びの段階に応じた実習で
教師としての力を身につける

教育実習の流れ

千葉大学教育学部では、4年間にわたり教育実習が行われます。大学で学んだ内容を教育の現場で実践し、教師として必要
な力を身につけていきます。1・2年次の観察実習、基礎見学実習、3年次の本実習、4年次の事後指導や副専攻実習と学年
を追うごとに実習の内容も変化していきます。附属の幼稚園・小・中学校をはじめ、県内の学校や教育委員会が実習生をサ
ポートする体制が確立されているのも、千葉大学の強みと言えるでしょう。

附属学校

1 年 2年 3 年 4 年
事前指導

基礎見学実習

観察実習

事前指導　１〜２年次 本実習　3〜4年次

介護等体験
障害者・高齢者に対する介護・介
助や交流を体験します（特別支援
教育教員養成課程を除く）。

事後指導
• 事後研修：地域の教育文化施設の
見学や、学校行事への参加、他の
幼稚園への見学などを行います。
•総合討論：それぞれの教育実習に
ついて振り返り、意見交流を行います。

副専攻実習
主専攻以外の免許を取得する場合、
その免許に関する本実習を行います。

本実習

＋

観察実習
さまざまな授業を見学し、子どもの学びや教員
の役割、授業の実際について、「授業者」の
眼で見る力を養います。

基礎見学実習
授業を見る眼を養う第一歩として、いくつかの
授業を見学し、授業見学の基礎を学びます。

小学校教員養成課程
中学校教員養成課程
担当する授業はもちろんのこ
と、休み時間や昼食の時間な
ど、さまざまな時間を通して子
どもたちとふれ合い、教員とし
ての実践力を養います。

幼稚園教員養成課程
3年次と4年次の2回にわたっ
て本実習を行い、実践力の向
上を目指します。

特別支援教育教員養成課程
本実習（障害児教育実習）のほ
かに、基礎資格となる小学校
免許あるいは中学校（１教科）
免許に必要な実習を、小学校
または中学校で行います。

養護教諭養成課程
4年次に行われる養護実習で
は、保健室における救急処置、
健康診断や保健委員会の活動
など、保健衛生安全に関するさ
まざまな活動を通して、養護教
諭としての実践力を養います。

附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校
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千葉大学法政経学部の教育の特徴

千葉大学法政経学部は法学コース、経済学コース、経営・会
計系コース、政治学・政策学コースの 4 つのコースからなり、
①社会システムの観察・分析・評価、②政策・制度・理論の
分析・立案・構築、③社会経済等のさまざまな問題に対する
有効な処方箋の提供、④その他の社会諸科学のテーマ群につ
いての教育・研究を行っていきます。また、「社会諸科学の
複合学部」として、基本的なものの考え方と、国際化・情報
化した地域・社会に適用しうる応用力の双方を養う豊富なカ
リキュラムを提供します。

1 社会諸科学の複合学部

国際化・情報化・少子高齢化など、複雑化した現代社会に対
応するためには、「専門分野を深く学ぶ」ことに加え、法学、
政治学、経営学、経済学など学問の垣根を越え、学際的に、
かつ深く学ぶことが求められます。千葉大学法政経学部では、
「開かれた専門性」を大切にし、他の学問領域と連携できる
視点や発想法を培い、問題がおかれた文脈を構造的、学際的
に読み解く高度な能力を養うことができます。

2 総合性と専門性

千葉大学は、それぞれに特色を持った 9 つの学部からなる総
合大学です。他学部の聴講をはじめ、サークル活動、大学祭
など、さまざまな機会を通じて学部間の交流を深めることに
よって、多角的な視点や考え方を身につけることができます。

3 総合大学の持つ多様さで広がる視野

環境、エネルギー、格差拡大、民族・宗教対立……。いま世界は、ひとつの学
問領域だけでは解決できない問題に直面しています。千葉大学法政経学部は、
法学、経済学という社会諸科学の柱となる伝統的学問を深く探求するとともに、
21世紀の世界の問題を発見し、解決することで社会に貢献する「問題解決の
プロフェッショナル」を育成します。問題解決に総合的に取り組み、新たな情
報ネットワークを駆使しながら、政策立案・実証実験・結果評価まで一連の政
策過程を体感できるカリキュラムを提供することによって、皆さんの学びを支
援します。
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◉千葉大学法政経学部入学者受入れの方針

法政経学部の求める入学者
法政経学部では、複雑な現代社会に次 と々発生する社会的諸問題を社会科学的観点から把
握し、批判的・創造的見地から分析しうる人材を養成することを目指しています。その基礎と
して、知識それ自体よりも、知識を獲得する能力としての読解力・資料解析力、収集した事
実をもとに展開する論理的思考力、その結果を的確にまとめ公表できる文章表現力とプレゼン
テーション力を持つ人を求めています。
本学部は、1学科の下で法学コース、経済学コース、経営・会計系コース、政治学・政策
学コースという4つのコースを設けています。そして各コースでは、いずれも次のような人を
入学者として求めています。
・国内外の社会に生起するさまざまな問題を分析し、その解決方法を立案するために必
要となる専門的知識を身に付けて、社会に貢献したいと考えている人

・本学部での修学に強い好奇心、関心を持ち、問題について自発的に探究し、問題解
決の能力を高めていこうとする意欲を持つ人

・入学後の修学に必要な基礎学力を有している人

ゼミ風景 授業風景 情報リテラシー授業

◉法政経学部各コースにおいて望まれる人物像
法学コース
・創造的かつ論理的な思考能力を持ち、高い倫理性と思いやりの心を持って社会の現実に取り組もうとする人

経済学コース
・変動する経済社会に発生する効率や公正などに関する諸問題を、自ら発見、分析し、解決策を見出していこうとする意欲を持つ人

経営・会計系コース
・お客さんが喜んでくれるような製品・サービスを、他社に先駆けて開発するのが企業の役割なので、相手の立場に立ってモノを考
えられる意欲のある人

政治学・政策学コース
・現代社会の公共的な基盤を形成する政治の役割に関心を持ち、社会の病理に対する具体的な政策を考え実施しようとする積極性を
持つ人

現代社会は、グローバル化し、情報が満
ち溢れている社会です。将来、社会に出
ていく皆さんには、グローバル化社会のな
かで自らの役割を見い出し、積極的に世界
と関わっていくことが必要とされています。
そうした現代的要請に応えて、千葉大学法
政経学部では、「時代を的確に読み取り、
問題解決能力に満ちて指導力を発揮でき
るグローバルな人材」の育成を目指した教
育を行っています。
これまでの卒業生の多くは、民間企業や公
務員を目指してきましたが、グローバル企
業や国際公務員を目指す学生も増えていま

す。法政経学部を目指す皆さんには、日本
社会にとどまらず、広く世界で活躍するた
めの視野を培ってもらいたいと思います。
法政経学部で学ぶのは、社会科学です。
社会がどのような構成をし、どのような仕
組で動いているのかを、客観的にとらえる
学問です。将来社会に羽ばたくために必要
な基礎知識を取得するだけではなく、社会
をみるさまざまな視点、視角を学ぶことに
よって、応用力を養うことが求められます。
そして、最も重要なのは、社会を俯瞰する想
像力です。本学で学ぶことを糧に、豊かな
未来への想像力を膨らませてください。

法政経学部長
酒井 啓子
……SAKAI Keiko

グローバルに羽ばたく人材を目指して
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【教員メッセージ】

法学コース

法現象の基本構造を学習し、新たな問題に対処し得る柔軟な思考力

を養成することを目的としています。そこで、国家及び国家間の生活

領域に関する規律、さらにはその本質をより深く洞察する教育体制を

充実させ、急速に変貌する現代社会の教育需要に応えることに努め

ています。本コースで得られる知識や知恵は、自分の可能性をさまざ

まな形で発見していくことにつながります。

法的な考え方を修得し、
社会的問題に取り組む

法学を学ぶにあたっては、
大きな志や奇抜な事柄より
も、眼前に横たわっている
出来事に対して率直に目を
向け、問題意識を持つこと
が重要です。
私自身は、インターネット上
の犯罪行為に対し、従来
の伝統的な刑法がどのよう
に適用可能なのか。そして、
その際、諸外国との協力
関係はどうあるべきかなど
を研究しています。スマートフォンなどの普及に
よってインターネット環境が手軽に利用できるよう
になり、国境を越えて犯罪行為に加担することが容易になってきています。
このような状況において、個々の国家の刑法または刑事規制がインターネット
に対してどのように適用されるべきなのかは、ますます重要になってきていま
すが、いまだその最適な解決方法が見つかっていません。今後の研究によっ
て、この点を明らかにしていく必要があるでしょう。
法学は「decision-makingの学問」であるといわれます。ある問題について、
自分なりの意見を決定する、そのために友人らと積極的に議論し、そこから
自分なりの考えを持つことが必要です。この意味で、他人と臆することなく議
論できる積極性を持ってほしいですね。

法政経学科 教授
担当科目：刑法

石井 徹哉
……ISHII Tetsuya

授業（ゼミ）風景

［基礎法学］法哲学、法社会学、英米法、日本公法史・私法史
［公法学］憲法、行政法
［刑事法学］刑法、刑事訴訟法、刑事政策
［国際関係法学］国際法
［民事法学］民法、民事訴訟法、民事執行法、倒産法
［商事法学］商取引法、会社法、経済法、特許法、著作権法
［社会法学］労働法、社会保障法

【カリキュラム】（主な専門科目）

［主な進学先］　進学率21%
千葉大学法科大学院、東京大学法科大学院、一橋大学法科大学院、中央大
学法科大学院、早稲田大学法科大学院、慶應義塾大学法科大学院

【進路】（旧法学科）

［主な就職先］
共同通信社、オールアバウト、三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー、第一生
命情報システム、琉球銀行、ゆうちょ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、損保ジャパン
日本興亜、日産自動車、千代田エンジニアリング、モンベル、丸紅、マーケティ
ングコミュニケーションズ、近畿エクスプレス、Ｋ＆Ｏエナジーグループ、総務省、
法務省、厚生労働省、会計検査院、参議院事務局、千葉地方検察庁、東京
地方裁判所、東京地方検察庁、東京国税局、千葉県庁、東京都庁、埼玉県
庁、栃木県庁、新潟県庁、長野県庁、福島県庁、愛知県庁

［業種別就職先］
公務員＝45%、情報通信業＝6%、金融業、保険業＝17%、製造業＝6%、
卸売業、小売業＝6%、運輸業、郵便業＝4%、学術研究、専門・技術サー
ビス業＝4%、建設業＝3%、不動産業、物品賃貸業＝2%、電気・ガス・熱
供給・水道業＝1%、宿泊業、飲食サービス業＝1%、医療、福祉＝1%、複
合サービス業＝5%

【学生メッセージ】

私は、高校生の頃に弁護士になるこ
とを志望するようになり、千葉大学
法政経学部の前身である法経学部
法学科に入学しました。千葉大学で
法学を学ぶことの一番の魅力は、法
科大学院に所属する先生方が講義
を担当し、また少人数授業での個別
指導をしてくださるところです。新た
に導入されるインテンシブプログラム
ではそれが徹底されるそうなので、
より充実した環境で勉強することが
可能になると思います。みなさんと
一緒に勉強できる日を楽しみにして
います。

法学科
山田 美咲
……YAMADA Misaki
（栃木県出身／栃木県立宇都宮女子高等学校卒業）

法学インテンシブプログラム
弁護士・裁判官・検察官等の法律専門職や、法学研究者、あるいは
公務員総合職を目指す学生を対象として、3年次後期から、インテンシ
ブプログラムという集中的に法を学ぶためのプログラムを提供します。千
葉大学専門法務研究科（法科大学院）と連携し、最大 40名程度で
の少人数教育を実施します。プログラム修了時には、大人数での講義
中心の伝統的な法学教育よりも一歩先を行く学力を身に付けていること
が予定されています。
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経済学特進プログラム
「経済学特進プログラム（3年終了時卒業制度）」は、受験時点です
でに経済学を専攻することを決めている学生や、一日も早くビジネスの
世界や経済専門職・研究者の道へ進むことを希望する成績優秀な学生
を対象にしています。希望者は、所定の要件を満たすことを条件に、3
年次終了時点での早期卒業が認められます。また、将来、海外の大
学院へ進学することを希望する学生にも適した制度です。

経済学コース

経済学コースの目標は、現代経済の問題の本質を理解して分析し、

より望ましい社会の実現のための処方箋を提示することにあります。

経済学は経済の動きとそれに関連する社会の構造と動態を認識し、

社会状況を総合的にとらえようとする学問です。少人数指導で、コミュ

ニケーションを通じて全人格的な成長を期待することが、本コースの

基本方針です。経済学を身につけることは、自らの可能性を開花さ

せる大きな力になるはずです。

社会・経済の流動化・国際化に
正面から対応

授業風景

【教員メッセージ】

私の担当科目である「ミク
ロ経済学」では、人、企業、
政府の行動メカニズムを解
き明かし、その結果どのよ
うな社会状態に至るのか、
またその場合どのような政
策を用いれば社会を改善で
きるのか、を分析する方法
を学びます。ミクロ経済学
はまさに行動科学です。ミ
クロ経済学を学ぶことで、
自分や他人がどのように意
思決定しているのかはもちろん、企業や政府の
意思決定についても、根拠をもって理解すること
ができるようになります。ミクロ経済学は経済学
の基幹科目です。様々な専門科目を勉強していくためのベースになります。
また公務員試験の重要科目でもあります。
「医療経済学」も、きわめて現実的な課題を扱います。体は資本。健康で
あれば、よく働けるし、よく遊べます。しかしながら、人は何かしら健康を害
することもあります。その際、我々がどのように医療にアクセスできるのかを
理解するためにも有益な科目です。
本学の学生は、基本的に真面目で堅実です。一方で、自主性に富み、自
己実現に向けて日々 努力しています。こうした向上心にあふれる学友に囲ま
れて学ぶことは、皆さんにとって生涯の財産となることでしょう。

法政経学科 准教授
担当科目：ミクロ経済学、
医療経済学

齋藤 裕美
……SAITO Hiromi

［理論経済学］
ミクロ経済学、マクロ経済学、経済学説史、数理経済学、ゲーム理論
［計量分析学］
初級統計学、計量経済学、データ解析、経済統計、情報科学
［応用経済学］
医療経済学、産業組織論、財政学、金融論、金融工学、日本経済論
［国際比較論］
初級経済史、西洋経済史、日本経済史、アメリカ経済論、アジア経済論、
開発経済学
［経営管理科学］
経営学総論、経営管理総論、比較経営学、 マーケティング論、
イノベーション論、中小ベンチャー企業論
［会計財務科学］
簿記原理、財務諸表論、監査論、原価計算論、管理会計論

【カリキュラム】（主な専門科目）

【進路】（旧経済学科）

［主な就職先］
千葉銀行、静岡銀行、八十二銀行、第四銀行、山形銀行、秋田銀行、富山
銀行、福岡銀行、みずほフィナンシャルグループ、りそな銀行、SMBC日興証券、
住友生命、NTTデータ、日本テレビ放送網、ソフトバンク、リクルートホールディ
ングス、ライオン、日立造船、日本製粉、カシオ計算機、東京急行電鉄、イオン
リテール、総務省、会計検査院、東京国税局、東京税関、千葉県庁、東京
都庁、神奈川県庁、埼玉県庁、山梨県庁、石川県庁、福岡県庁

［業種別就職先］
金融業、保険業＝29%、公務員＝22%、情報通信業＝15%、製造業＝9%、
運輸業、郵便業＝5%、教育、学習支援業＝5%、学術研究、専門・技術サー
ビス業＝4%、卸売業、小売業＝3%、電気・ガス・熱供給・水道業＝2%、
不動産業、物品賃貸業＝1%、建設業＝1%、宿泊業、飲食サービス業＝
1%、医療、福祉＝1%、複合サービス業＝1%、サービス業＝1%

［主な進学先］　進学率1%
千葉大学大学院

【学生メッセージ】

千葉大学の魅力は、広 と々したキャ
ンパスで好きなだけ学びたいことが
学べるところ、学問以外の課外活動
も伸び伸びと行えるところだと思いま
す。一口に経済学といっても様々な
分野があり、調べたいことによってア
プローチも異なってきます。自分のや
りたいことをとことん追求して、その
中で各分野について学習の手助け
をしてくれる各分野のプロフェッショ
ナルである先生方のもとで、社会に
旅立つ 4年間という短い時間をより
良いものにして欲しいと思っていま
す。

経済学科
佐藤 宏誠
……SATO Hiromasa
（埼玉県出身／埼玉県立大宮高等学校卒業）

法
政
経
学
部
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経営・会計系コース

経営学は、いかにして企業が従業員を動機づけ、消費者やユーザー

のニーズに合った製品・サービスを開発、生産、販売し、利潤を従

業員に配分していくかを、論理的に説明する学問です。会計学は、

その企業行動から生じた富の存在と変動、損益に関する計数的情報

の作成と伝達の行為を研究する学問です。

最新の情報から
解決策を考える

【教員メッセージ】

私たち消費者の身の回りに

ある製品やサービスのほと

んどは、さまざまな企業に

よって開発、生産、流通さ

れています。一方で、私た

ちの多くは製品やサービス

を提供する生産者でもあり

ます。多くの人と分業し、

協力して製品やサービスを

生み出していくわけです。できれば、多くの製品

が売れて欲しいし、会社が儲かれば自分たちの

給料も多くなるでしょう。どのようにすれば製品

が売れるのか。どのようにして売れる製品を開発して生産するのか。消費者

がグローバル化するだけでなく、働く人もグローバル化してく中で、どのよう

に人とモノとお金を管理すればよいのか。変化する環境の中で、どの企業に

も唯一絶対の正解はなく、常に最善の方法を模索し続けています。教科書

や教室だけではうかがい知ることのできない最新情報を教員と学生が共有

し、一緒に考えていくスタイルが私の講義です。

法政経学科 教授
担当科目：経営管理総論、
中小・ベンチャー企業論、
イノベーション論

清水 馨
……SHIMIZU Kaoru

経営学総論、経営管理総論、マーケティング論、イノベーション論、中小・
ベンチャー企業論、経営戦略論、組織論、簿記原理、財務諸表論、監査論、
原価計算論、会計マネジメント論、管理会計論、連結会計論

【カリキュラム】（主な専門科目）

授業風景

【学生メッセージ】

将来、企業の経営戦略を考える
ような仕事に就きたい思い、経
営・会計系コースを選択しました。
法政経学部では、１年時に社会
科学系の様々な分野を学びま
す。私は経営学・簿記に加えて
法学や経済学も学習しています。
ここで得た知識を生かして幅広
い視点から物事を考えられるよう
になりたいです。また他コースの
学生との関わりも多く、色々な夢
を持った仲間ができとても良い刺
激を受けています。受験は大変
ですが、それを乗り越え、千葉
大学で学問や仲間とのたくさん
の出会いがあると良いですね。

経営・会計系コース
上野 小雪
……UENO Koyuki
（新潟県出身／東京学館新潟高等学校卒業）

法
政
経
学
部

【進路】（旧経済学科）

［主な就職先］
千葉銀行、静岡銀行、八十二銀行、第四銀行、山形銀行、秋田銀行、富山
銀行、福岡銀行、みずほフィナンシャルグループ、りそな銀行、SMBC日興証券、
住友生命、NTTデータ、日本テレビ放送網、ソフトバンク、リクルートホールディ
ングス、ライオン、日立造船、日本製粉、カシオ計算機、東京急行電鉄、イオン
リテール、総務省、会計検査院、東京国税局、東京税関、千葉県庁、東京
都庁、神奈川県庁、埼玉県庁、山梨県庁、石川県庁、福岡県庁

［業種別就職先］
金融業、保険業＝29%、公務員＝22%、情報通信業＝15%、製造業＝9%、
運輸業、郵便業＝5%、教育、学習支援業＝5%、学術研究、専門・技術サー
ビス業＝4%、卸売業、小売業＝3%、電気・ガス・熱供給・水道業＝2%、
不動産業、物品賃貸業＝1%、建設業＝1%、宿泊業、飲食サービス業＝
1%、医療、福祉＝1%、複合サービス業＝1%、サービス業＝1%

［主な進学先］　進学率1%
千葉大学大学院
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政治学・政策学コース

現代社会の公共的な基盤を形成する政治の仕組みを政治学という視
点から、また現代社会の構造変容から生じる諸課題を政策学という視
点から教育・研究することを目的とします。
法学と経済学の複合学部であるメリットを活かし幅広い社会科学諸分
野の教養の上に、政治学的思考と政策学的思考に基づき、現代社
会の諸問題を発見・解決しより良い社会を構想する能力のある人間を
養成します。現代社会の変化に伴う国内外の諸課題に具体的に取り
組みます。

現代社会の政治の仕組みを理解し、
政策構想・提言を行う

【教員メッセージ】

人口減少社会に突入する
中で、成長を前提とした社
会制度を見直さなければな
りません。この政策パッケー
ジは、パラダイムの転換を
伴います。主流であった考
え方がその対立軸に移り変
わっていくというプロセスが
必要です。
まず、「成長」vs「持続」
という対立軸が挙げられま
す。心豊かな暮らしが将来
世代にわたって持続することが、重要な政策目
標となっていくでしょう。この対立軸は、「短期」
vs「長期」、もしくは、「フロー」vs「ストック」
という対立軸を内包しています。短期の成長をも
とめるのではなく、暮らしを支える資本ストックの長期的な持続が目標になっ
ていきます。各種資本ストックのあり方は地域によって異なるためストックの維
持には分散的な管理が必要となり、「集中」vs「分散」という対立軸が立ち
現れます。これは、政治体制の「中央集権」vs「地方分権」につながりま
す。また、「自助」vs「共助」という対立軸も存在します。市場が供給する
財・サービスを用いた「自助」を重視するか、コミュニティを通じた助け合い、
つまり「共助」を重視するかという対立軸です。
みなさんが経験する社会は、社会制度が大きく見直されるでしょう。その際に、
確固たる判断軸をもって、社会制度を変える力を持てるよう、大学生時代に
十分に学んでほしいと思います。

法政経学科 教授
担当科目：環境経済論、
環境政策論、入門基礎
政策形成論

倉阪 秀史
……KURASAKA Hidefumi

インターンシップ（国外）実習関係

［主な進学先］　進学率5%
千葉大学大学院、千葉大学法科大学院、東北大学大学院

【進路】（旧総合政策学科）

［主な就職先］
京葉銀行、静岡銀行、八十二銀行、NTTファイナンス、野村証券、SMBC
日興証券、商工中金、朝日新聞社、上毛新聞社、タワーレコード、丸紅、日本
生活協同組合連合会、みずほ情報総研、独立行政法人中小企業基盤整備機
構、日本ペイント、東レ、東急コミュニティー、大成建設、関西電力、経済産
業省、内閣府、金融庁、千葉地方検察庁、関東信越国税局、関東経済産業局、
千葉県庁、千葉市役所、市川市役所、船橋市役所、松戸市役所、柏市役所、
佐倉市役所、東京都庁、中央区役所、練馬区役所、福島県庁、長野県庁

［業種別就職先］
公務員＝45%、金融業、保険業＝17%、情報通信業＝6%、卸売業、小売業
＝6%、複合サービス業＝5%、製造業＝4%、不動産業、物品賃貸業＝4%、
建設業＝4%、電気・ガス・熱供給・水道業＝3%、運輸業、郵便業＝2%、学
術研究、専門・技術サービス業＝1%、生活関連サービス業＝1%、教育、学習
支援業＝1%、医療、福祉＝1%

［政治学］
公共哲学、ヨーロッパ政治史、中東政治、政治哲学、政治思想史、
アジア政治
［政策学］
社会思想史、社会保障論、労働経済論、環境政策論、公共政策論、国際
政策論、国際経済論、アジア経済論、国際地域社会論、外国事情

【カリキュラム】（主な専門科目）

【学生メッセージ】

千葉大学では、総合大学の強みを
生かした多面的に学べるカリキュラ
ムになっています。私はゼミで労働
に関する政策を学んでいますが、政
治や政策の講義だけでなく、経済・
法律の教授から学んだり、法学・経
済学を専攻している学生と合同で研
究を行ったりすることができます。さ
らに教授の方も優秀な先生が多く、
他大学とも合同研究を行うこともでき
ます。このように多くの人と触れ合え
る機会があるので自分の可能性を広
げにぜひ千葉大学に来てください。

総合政策学科
佐々木 己成
……SASAKI Konan
（千葉県出身／千葉市立千葉高等学校卒業）
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部

千葉大学理学部
千葉市稲毛区弥生町 1-33
http://www.s.chiba-u.ac.jp/

自
然
界
の
未
知
な
る
真
理
を
探
求
す
る

千葉大学理学部の教育の特徴

近年の理学は学問の内容が細分化されており、より専門的な
内容を学ぶことがほとんどです。入学した当初は、自分が 3
年次以降にどの分野を専門とするかは分かりません。1～ 2
年の必修科目で理学の基礎を学びながら、自分の興味を探し
当てていきます。各学科には多様な研究を実践する教員がい
ます。学生と教員の距離は近く、気軽に研究内容を聞くこと
もできるので、コミュニケーションを通じて進むべき専門を
選択していけます。

1 必修科目を学習し、自分に合った専門を探す

数学・情報数理学、化学、生物学、物理学、地球科学。理学
部が対象とする分野はどれも密接に関係しながら発展を遂げ
てきました。重要な科学的な発見は、限られた分野だけでな
く、幅広い領域の科学の発展に寄与するのです。しかし、科
学的な発見が領域を越えた真理として共有されるには、論理
的な裏付けが必要です。千葉大学理学部では論理的な思考法
を徹底的に学びます。物事を論理的に考える力は、研究職だ
けでなく社会のあらゆる分野で応用できます。

2 社会で通用する論理的な思考を身につける

科学は使い方次第で人々の暮らしを脅かすものになりえま
す。理学を学び、応用する者には高い倫理観が求められるの
です。千葉大学理学部では、普遍教育と専門教育のバランス
を重視し、理学者としての倫理を養います。また、自分の専
門領域が地球規模ではどのような位置にあり、いかにして持
続可能な社会の発展のために役立てられるかも学んでいきま
す。高度な知識を持ちつつ、科学の暴走を食い止め、社会を
正しい方向に導くリーダーを育成します。

3 倫理観の高い、社会のリーダーを育成する

理学部が対象とする基礎科学は、私たちの世界を成り立たせている自然の謎を
解明していくものです。本学部では、「知りたい」という純粋な欲求を原動力に、
過去から脈々と受け継がれてきた真理の発見に挑戦していきます。入学後は、
科学の基礎を学んだうえで、幅広い分野から自分の専門を選び、探求します。
専門と教養のバランスのよい教育課程によって、社会で科学を適切に応用する
ための倫理観や価値観、そして問題解決能力も養います。
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◉千葉大学理学部入学者受入れの方針

◉理学部各学科の求める人物像

理学とは宇宙、地球、生命、物質など、私たちをとりまく自然の謎を解き明かし、
人類の英知を高めると同時に、広く社会の進歩に貢献することを目指す学問です。
そのために千葉大学理学部は次のような人の入学を求めています。
1.自然界の不思議に関心を持ち、それらを解明したいと思っている人
2.理科や数学に魅力を感じ、もっと学びたいと思っている人
3.自然科学を勉強し、社会のさまざまな分野で貢献したいと思っている人
さらに学問を究めるため大学院を目指すことも期待します。

自然界にはまだ解明されていない謎がたく
さんあります。千葉大学理学部では、不思
議な自然現象に好奇心を抱き、そこに潜む
原理や真理を探究する意欲のある学生を求
めています。
理学部には専門分野の異なる5つの学科
があり、それぞれの学科では入学から卒
業まで、さらにその先の大学院まで見据え
た講義や実験、演習などのカリキュラムを

系統的に皆さんに提供しています。それら
の学習を通じて基礎的学力と論理的思考
法を身につけます。皆さんが解明した自然
界の謎はすぐには実社会で役立つもので
はないかもしれませんが、その成果は人類
の知識財産として残り、いつの日か社会に
貢献できるときが来るかもしれません。そ
んなことに夢を馳せつつ私たちと一緒に自
然界の謎の解明に挑んでみませんか。

理学部長
井上 厚行
……INOUE Atsuyuki

数理と自然現象の謎を探求する

数学・情報数理学科の求める人物像
・数学や数理的な情報科学が好きな人
・数学的思考によって自らの価値を高め、社会の諸分野での活躍を目指す人

物理学科の求める人物像
・物理学や数学の基礎的学力と、自然現象に対する旺盛な知的好奇心を持った人

化学科の求める人物像
・化学に興味を持ち知的好奇心が旺盛な人
・化学における高い専門性と幅広い教養を身につけ、人類と国際社会への貢献に意欲がある人

生物学科の求める人物像
・さまざまな生命現象や生物の多様性に強い興味を持つ創造性豊かな人
・生物学科で得た知識と技術を基にして、社会に貢献できる専門性の高い職業人や研究者を目指す人

地球科学科の求める人物像
・地球科学の勉学に強い熱意をもって取り組み、総合的な基礎学力を有し、旺盛な探求心と多面的な思考力を持つ人
・得られた知識を基に社会に還元する意欲のある人

八丈島での地球科学屋外実習

理学部２号館

情報学演習・授業風景 学生実験（細胞生物学）
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【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

数学・情報数理学科 物理学科

世界 3大数学者のひとりガウスは、｢数学は科学の中の女王である｣
と言っています。この言葉には、数学がすべての自然科学に理論的根
拠と探求手段を与えるものとして君臨していること、そして数学自体日々
進化を続ける広大な宇宙であること、の 2つの意味があります。さらに
情報科学と連続した分野を形成しつつある点を考慮し、数学コース（約
8割）と情報数理学コース（約 2割）を合わせた複合学科としています。
数学・情報数理学科、それは未知と真理に遭遇する場です。わから
なかった数学の問題をとことん考えることが大好きな人、何日間でも寝
ても覚めても数学を考えることが大好きな人、大歓迎です。

数学は
科学の中の女王である

本学科は、数学と情報数
理が一体となっています。
「情報数理」というと、とか
く工学的な面に目が行きが
ちですが、本学科では情
報数理に対して数学的なア
プローチを取っています。1
年次では普通の数学科で
学ぶ微積分や線形代数とと
もにプログラミングを学びま
すが、単にプログラムの動
きをたどって納得するだけでなく「プログラムを数
学的な対象として理解する」ことを目指していま
す。プログラムが正しく動くことが、今や社会にとっ
て不可欠な要素であることは言うまでもありませ
ん。そのため、プログラムが正しく動くことを数学的に保証するための理論
が重要になってくるのです。数学力は、ある意味で“最強の力”です。資
格のように直接就職に結びつくものではありませんが、年を経てもさまざまな
面で役に立ち続ける能力です。普遍的な数学力をつけるには、微積分やプ
ログラミングなどの具体的な問題を「自分の頭で考える」以外に方法はあり
ませんが、同時にそれらの具体的な問題の魅力も味わうことができます。受
験勉強をする際にも、「いま自分は、単に試験問題に取り組んでいるのでは
ない。数学力を磨いているのだ」という意識をもってほしいものです。

私が数学・情報数理学科を志したの
は、得意だったからという訳ではなく
ただ純粋に数学が好きだったからで
す。現在は、これから学ぶ専門分野
の下支えになるような基礎を学んでい
る段階ですが、それでも思索を要す
るものも多く学び甲斐があり、最近で
は専ら環論や位相空間論に沈潜する
日 を々送っています。数学や情報の
分野に留まらず、文理の垣根を越え
て学ぶことが出来るのも総合大学た
る千葉大学の魅力です。皆さんも是
非、御自身の知的好奇心に従って興
味のある分野を学んでください。

【数学・情報数理学科の講座一覧】
「代数学」では群論、環論、整数論、代数幾何などを、また、「幾何学」で
は位相幾何、微分幾何などを学習します。「基礎解析学」では微分積分を使っ
て微分方程式、超解析などを、また「応用解析学」では関数解析、作用素環、
微分方程式などを学びます。「確率、統計学」では、数理統計、確率論など
を学習します。「情報数理学」では情報科学、計算機数理、情報基礎論など
を勉強します。分野にまたがった学習も大切です。

［主な進学先］（理学部数学・情報数理学科）　進学率　48.0%
千葉大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院

【進路】

［主な就職先］（理学部数学・情報数理学科）
あいおいニッセイ同和損害保険、エース損害保険、エムティアイ、キングレコード、
資生堂、ソフトバンク、大和証券、日本総合研究所、野村総合研究所、NEC
通信システム、NTT東日本、千葉市役所、沼津市役所、公立・私立学校教
員など

［主な就職先］（大学院理学研究科基盤理学専攻数学・情報数理学コース）
あいおいニッセイ同和損害保険、キヤノン、数研出版、ソフトバンク、第一生命
保険、大日本印刷、日本 ATM、日立製作所、フコク情報システム、富士通ア
ドバンストシステムズ、三井住友信託銀行、りそな銀行、KDDI、NEC、
NEC航空宇宙システム、NTTデータ、NTT東日本、公立学校・私立学校
教員など

［業種別就職先］（理学部数学・情報数理学科）
建設＝2%、製造＝6%、情報通信＝29%、運輸・郵便＝2%、卸売・小売＝
2%、金融・保険＝8%、不動産・物品賃貸＝6%、学術研究・専門技術＝
4%、生活関連サービス・娯楽＝2%、教育・学習支援＝35%、公務員＝4%

［1年次］
微積分学、線形代数学、スタートアップセミナー、数学の基礎、プログラミン
グ、情報システム基礎論、情報学演習
［2年次］　
微積分学続論、線形代数学続論、代数学、代数学演習、位相空間論、位
相演習、統計学、コンピュータ数理学、計算機科学概論、データ構造概論
［3年次］　
代数学続論、幾何学、トポロジー、複素関数論、現代解析、微分方程式論、
多様体論、数理統計学、確率論、情報数学、プログラミング言語論、
ソフトウェア演習、符号理論
［4年次］　
卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

数学・情報数理学科
斉藤 健太
……SAITO Kenta
（群馬県出身／
東京農業大学第二高等学校卒業）

4 年次「卒業研究」での発表風景

数学・情報数理学科 教授
担当科目：プログラミング、
プログラミング言語論

桜井 貴文 
……SAKURAI Takafumi
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理
学
部

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

物理学科

物理学は、宇宙を構成する時間・空間と物質に宿る普遍的な法則を
実験事実に基づいて明らかにしようとする学問です。その対象は、素
粒子・原子核、固体・液体などの凝縮系、さらには生物や宇宙までと
いうように、ミクロな世界から宇宙そのものにまで拡がっています。
本学科では、まず物理・数学の基礎科目の修得から始め、実験・演
習も行いながら、物理学の基礎を学びます。さらに、自分の興味に応
じて、専門科目や卒業研究のテーマを選び、学習を進めます。自然
現象に対する旺盛な好奇心を持ち、熱意と忍耐力をもって学習・研究
に取り組む人を歓迎します。

自然の構造を探り、
基本法則を解明する

物理学は、宇宙～物質～
素粒子などの様々な対象に
ついて、物理学の考え方と
言葉（数学）を用いて自然
現象の仕組みを理解する
学問です。大学での勉学
の醍醐味は、何と言っても
研究室での活動です。教
科書にも載っていない新し
い現象について、教員や
大学院の先輩たちと一緒に
「なぜ？」を追求します。苦労して得た世界に一
つしかない実験結果や計算結果をもとに、パズル
を解くように真理を探り一歩ずつ進むことで本当
の理解にたどり着こうとする努力こそ、皆さんに
とって真の生きる力になります。
私たち物理学科では、一般入試をはじめ、推薦入試、外国人留学生、飛
び入学などの多様な入学者選抜を実施しており、色々な経験や才能を持つ
学生が一緒に学んでいます。共通しているのは、「なぜだろう」と考えること
が重要だ！と思っていることです。また、能力に応じて大学３年生で研究室に
配属され、早期卒業して大学院に進学することもできます。満天の星空に感
動し宇宙の不思議に興味を持った人、物質や生物が示す不思議な現象を解
き明かしたいと考える人、ミクロの世界の素粒子や原子核に興味を抱いた
人、・・・様々な自然現象に心を惹かれ「なぜだろう」と不思議に思う探究
心とそれを解き明かそうとする熱意を持った高校生の皆さん、ぜひ一緒に物
理学を勉強しませんか。

高校生の時は物理が得意という訳で
はなかったけれども、物理の論理的美
しさには魅了され、理学部物理学科
に入学しました。千葉大学の物理学
科の良いところは、一学年の人数が
40人程度と少人数で皆仲が良く、教
員との距離も近くて気さくに質問がで
きる点にあると思います。今興味があ
る分野は量子力学で、将来はそれを応
用した量子情報の研究者となり、世界
中の人 と々物理の世界観を共有し、
感動し、楽しみたいと考えています。

【物理学科の講座一覧】
素粒子論：時空間と物質・力の根源に関する理論的研究
原子核物理：原子核の性質の理論的研究
宇宙物理：天体現象の理論・シミュレーション研究
粒子線物理：素粒子の性質の実験的研究
強相関系の理論：量子多体系に内在する多様性と普遍性
ナノ科学：表面界面・ナノスケール系の理論的研究
生命・情報物理：自然現象に現れるリズム・パターン
電子物性：固体が示す磁性・誘電性等の実験的研究
光物性・量子伝導：極微構造半導体の光学的・電気的応答の実験

［主な進学先］（理学部物理学科）　　進学率　78.3%
千葉大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院

【進路】

［主な就職先］（理学部物理学科）
旭化成アミダス、キヤノンマーケティングジャパン、システム技研、成田国際空港、
矢崎総業、理想科学工業、GREE、NEC航空宇宙システム、TBSビジョン、
千葉県警察、公立・私立学校教員など

［主な就職先］（大学院理学研究科基盤理学専攻物理学コース）
ウシオ電機、カシオ計算機、キヤノン、セイコーインスツル、ソフトバンク、東芝、
ニチアス、日本ミシュランタイヤ、パナソニック、日立製作所、富士通、富士通ゼ
ネラル、三菱総研DCS、三菱電機、理化学研究所、リコー、NEC、NTT
西日本、NTT東日本、国立天文台など

［業種別就職先］（理学部物理学科）
建設＝5%、製造＝18%、情報通信＝36%、卸売・小売＝9%、教育・学習
支援＝14%、複合サービス＝5%、公務員＝5%、その他＝8%

［1年次］
現代物理学、物理数学、力学入門、電磁気学入門、物理学基礎実験、微
積分学、線形代数学
［2年次］
物理数学、力学、電磁気学、熱力学、量子力学入門、計算物理学
［3年次］
量子力学、統計物理学、物理学実験、物性物理学、素粒子物理学、
原子学物理学、宇宙物理学、特殊相対論、流体力学、
非平衡系の統計物理学
［4年次］
卒業研究、物理学演習、力学特論、電磁気学特論、相対論特論、
場の量子論入門、物性論特論

【カリキュラム】（主な専門科目）

物理学科
八角 繁男
……HAKKAKU Shigeo
（東京都出身／
東京大学教育学部附属中等教育学校卒業）

現代物理学研修旅行（KEKB 加速器見学）

物理学科 教授
担当科目：物性物理学

音 賢一 
……OTO Kenichi
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理
学
部 化学科

化学は自然界を構成している様々な物質の構造、性質、変化に関す
る学問です。学問領域は、物理学や生物学に近い境界領域まで拡大
しており、奥深い自然の真実を一つ一つ明らかにしつつあります。化
学はエネルギー、リサイクル、環境、生命等の人類が解決しなければ
ならない諸問題に対して、重要な役割を果たすと期待されます。知的
好奇心に溢れる学生に対し化学諸分野の教育をバランスよく施すことに
より、多様な物質の性質を幅広くかつ原子・分子レベルから理解し、
広い視野で自然の全体像を把握し、諸問題に応用できる力と豊かな創
造力を持つ人材を育成することを目指しています。

創造力豊かな人材を
育成

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

理学部化学科は、“自然の
不思議”を化学的側面か
ら探求する学科です。他学
部でも化学を学びますが、
化学そのものを深く極める
点が、化学科の特徴と言え
るでしょう。そのため、化
学の基礎を固めた後に見わ
たすことのできる世界や、
活躍できる分野は、他のど
の学科よりも広いと自負して
います。
講義では、第一線で活躍する教員の指導のもと、
1学年 40名程度の少人数で勉学に励むことが
できます。本学科は、物理化学、無機分析化学、
有機化学のほかに、他大学では例の少ない「生命化学」分野を有してい
ます。幅広い化学の分野から、入学後に自分の得意な分野、好きな分野を
見きわめ、進路を決定できることは、学生にとって大きな利点です。また、
製薬企業や化学メーカーとの共同研究も活発で、特許も数多く取得していま
す。このことは、本学科が知的好奇心に基づく基礎的な研究を進めながらも、
社会的に価値の高い研究を行っていることの証であると考えています。さら
に本学科では、若い才能の発掘と科学者育成を目指す先進科学プログラム
（飛び入学）を導入しています。「限りなくマンツーマンに近い少人数制の指
導」などを通じて、科学者としての若い才能の開花と、さらなる伸長をサポー
トしています。

中学生のころ日本人がノーベル化学
賞を受賞したのをテレビで見て、そ
の方々に感銘をうけたのが化学を
もっと知りたいと思うきっかけでした。
化学をより深め、また親への負担を
なるべく減らしたく、国立である千葉
大学へ進むことを決意しました。化
学科はおよそ４０人という少人数のた
め、教員との距離がとても近く、気
軽に質問ができるアットホームな環境
がとても良かったです。将来は実験
や授業を通して得た知識を活かせる
ように、研究職に就きたいと思ってい
ます。

【化学科の講座一覧】
化学科は物理化学分野（量子化学、分子化学、構造化学、分子分光学、表
面化学、分子ナノ物性化学）、無機・分析化学分野（無機化学、分析化学、
環境分析化学）、有機化学分野（有機金属化学、遷移金属触媒有機化学、
反応有機化学、有機合成化学）、生命化学分野（生体機能化学、生体構造
化学、生体高分子化学）の計 16研究室から構成されており、物理学や生物
学との境界領域を含む化学の広範な研究領域をカバーしています。

［主な進学先］（理学部化学科）　進学率　89.3%
千葉大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、奈
良先端科学技術大学院大学

【進路】

［主な就職先］（理学部化学科）
きたもっく、日鉄日立システムエンジニアリング、内閣府、富山県庁、千葉市役
所など

［主な就職先］（大学院理学研究科基盤理学専攻化学コース）
旭化成アミダス、味の素ファインテクノ、出光興産、小野薬品工業、クレハ、コー
セー、小松製作所、沢井製薬、セメダイン、大日精化工業、大鵬薬品工業、
ちふれ化粧品、日立化成、フジクラ、富士紡ホールディングス、三菱ガス化学、
ライオン、DIC、JFEスチール、JFEミネラル、JNC、NEC、福島県庁など

［業種別就職先］（理学部化学科）
情報通信＝11%、卸売・小売＝22%、宿泊・飲食＝11%、サービス＝11%、
公務員＝45%

［1年次］
化学基礎セミナー、基本物理化学、基礎無機化学、基礎有機化学ⅠＡ、
基礎有機化学ⅠＢ
［2年次］
物理化学実験Ⅰ、無機・分析化学実験Ⅰ、有機化学実験Ⅰ、生化学実験Ⅰ、
量子化学Ⅰ、化学統計熱力学、基盤化学演習Ⅰ、無機化学、分析化学、基
礎有機化学Ⅱ、有機化学Ⅰ、有機元素化学、有機反応機構論、蛋白質・核
酸化学、細胞生化学、酵素化学
［3年次］
物理化学実験Ⅱ、無機・分析化学実験Ⅱ、有機化学実験Ⅱ、生化学実験Ⅱ、
量子化学Ⅱ、表面物理化学、分子分光学、物性化学、物質結合論、基盤
化学演習Ⅱ、錯体化学、無機・分析化学演習、有機化学Ⅱ、有機化学演習、
生化学研究法、遺伝子生化学、免疫化学、生化学演習
［4年次］
卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

化学科
濱田 司
……HAMADA Tsukasa
（千葉県出身／日出学園高等学校卒業）

学生実験の様子

化学科 教授
担当科目：生命化学

坂根 郁夫
……SAKANE Fumio
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理
学
部生物学科

生物学は分子・細胞・個体さらには集団に至る生命現象を、多様な
視点でとらえようとする科学です。生物学はまた、人類の未来に大きく
関係するゲノム・再生医療・環境保全等のテーマの中心となる科学分
野です。生命現象には種を越えて普遍的なものもあれば、種固有な
ものもあります。さらに、極微量の生体分子どうしの反応を調べたり、
野外で調査や測定をするなど、研究の対象や方法も様々です。本学
科には ｢分子細胞生物学｣ と ｢多様性生物学｣ の 2つの教育研究
領域があり、また、海洋バイオシステム研究センターと密接に連携しな
がら、質の高い幅広い視野に基づいた教育を提供しています。

生命現象をさまざまな視点で
とらえる

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

生物学科は、分子レベル
（DNAやタンパク質）や細
胞・組織レベルのミクロの
生物学から、個体･個体群、
生態系、進化 ･系統といっ
たマクロの生物学まで、ひ
とつの学科の中で一貫して
学べるという特徴がありま
す。1年次に、個々の学生
がひとりの教員の下でゼミ
形式の個別授業を受けると
いった、きめ細かい教育体制をとっています。生
物学に関する基礎固めの授業では、一部原書（英
語）教科書を導入するなど、グローバル化に対
応した教育を行っています。基礎生物学関連の
研究においては、染色体の高次構造の問題から細胞オルガネラや筋肉など
の対象は幅広く、生化学、遺伝学、生物物理学的手法などを駆使して多面
的な研究を推進しています。附属施設の海洋バイオシステム研究センターと
の連携による海洋生物を対象にした教育や研究も行われ、また、野外生物
を対象にした研究では、国内のみならず海外での調査活動なども行っていま
す。本学科では、生物自体に興味があり、生物学の基礎をしっかり身につ
けたいという学生を希望しています。大学で学んだ生物学の知識を生かして
社会で活躍したいと考えている学生、さらには生物学における高度な専門知
識と技能を身につけて研究者などの専門職に就きたいと考えている学生を歓
迎します。

私の所属している生物学科は、分
子生物学をはじめ、発生、系統、
生態学など様々な分野にわたって生
物学を学ぶことが出来ます。様々な
分野に対する知識を持っていること
は、その中から自分の専門を決めた
ときにもきっと役に立つと思います。
サークルに入って活動している人も
多いので、学業ばかりでなく自分の
時間を作りやすい学科だと感じてい
ます。私も音楽系サークルに入って
練習を楽しんでいます。充実した学
生生活に向けて、頑張ってください。

【生物学科の講座一覧】
生物学科は、生命現象そのものを分子・細胞レベルで研究する「分子細胞生
物学講座」と、生物の持つ多様性を広い視野から統合的に研究する「多様性
生物学講座」の二講座から成り、それぞれ「分子生物学・分子生理学・細胞
生物学・発生生物学」と「生態学・系統学」を中心とした研究が行われてい
ます。また、海洋バイオシステム研究センターのスタッフとも連携し、ミクロとマク
ロの両視点から生命現象の解明を目指す、特色ある研究を行っています。

［主な進学先］（理学部生物学科）　進学率　80.0%
千葉大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院、東京医科歯科大学大学院、
東京工業大学大学院、東京海洋大学大学院

【進路】

［主な就職先］（大学院理学研究科地球生命圏科学専攻生物学コース）
イオンリテール、カネコ種苗、東京ガスエネルギー、東ハト、中村屋、日本水産、
日本ヒューレット・パッカード、ハウス食品、丸美屋食品工業、モンベル、雪印メ
グミルク、千葉県庁、袖ヶ浦市役所など

［主な就職先］（理学部生物学科）
裏磐梯猫魔ホテル、大東建物管理、長瀬産業、みずほ銀行、ローソン、
SMBC融資事務サービス、財務省、植物防疫所、ふじみ野市役所など

［業種別就職先］（理学部生物学科）
製造＝25%、卸売・小売＝10%、金融・保険＝15%、不動産・物品賃貸＝
5%、学術研究・専門技術＝10%、宿泊・飲食＝5%、生活関連サービス・娯
楽＝5%、サービス＝5%、公務員＝15%、その他＝5%

［1年次］
分子生物学入門、発生生物学入門、生化学入門、細胞生物学入門、
生態学入門、系統学入門、生物学セミナー、生物学基礎実験
［2年次］
分子進化発生学、分子生理学、発生生物学、生理化学、動物生態学、
進化生物学、発生生物学実験、細胞遺伝学実験、動物学臨海実験
［3年次］
分子生物学、生体構造学、細胞制御学、形態形成学、植物生理生態学、
植物系統学、生物学総合演習、分子生物学実験、細胞生物学実験、
系統学実験、生態学実験、生理学実験、細胞生物学実験
［4年次］
分子生物学演習、生理学演習、細胞生物学演習、発生生物学演習、
生態学演習、系統学演習、水界生態学演習、卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

生物学科
佐藤 愛
……SATO Ai
（神奈川県出身／
神奈川県立横浜平沼高等学校卒業）

西表島のマングローブでの野外実習の様子

生物学科 教授
担当科目：分子生物学

田村 隆明
……TAMURA Takaaki
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地球は 46億年の歴史を持ち、今なお活発に活動し続けています。こ
の活動は、人類に多大な自然の恵みをもたらす反面、規模の大きな災
害をも引き起こします。一方、人間活動は自然破壊も急速に進めてい
ます。その代表が地球温暖化問題です。地球科学は、地球そのもの
が引き起こすダイナミックな活動と、人間活動が関係する環境問題の両
方を扱っています。地球の過去には現在の地球で起きている現象、あ
るいは未来起こる現象を予測し解決する手がかりが隠されています。
本学科では、地球についてもっと知りたい、何か新しいことを明らかに
したいという意欲に溢れ、地球の神秘や未来を研究したい思う活力あ
る人を歓迎します。

地球の生い立ちから
未来まで

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

地球科学科は、私たちが
住んでいる地球について深
く知りたいという人たちが集
まっている学科です。本学
科の特色は、地球の過去
をひも解く地質学、地震や
地磁気、プレート運動を扱
う地球物理学以外に地形
災害や地震変動を扱う自然
地理学・地形学や、地表
の物質循環や雪氷などを対
象とする地球化学・雪氷学、地球表層を衛星か
ら探る環境リモートセンシングなど幅広い分野にわ
たって学べることです。また、卒業生が地域の
環境や防災・開発の問題にすぐに役立てるように、
本学科は日本技術者教育認定機構（JABEE）
の基準に基づいた教育プログラムの認定を受けていて、卒業生には無試験
で技術士補になれる資格が与えられます。これは就職にも有利です。地球
科学というと、高校で地学を習っていない人は何をどうやって学ぶのだろうと
不安かもしれませんが、全然大丈夫です。地球のなぞを解き明かすツールは、
すべて数学、物理学、化学などの知識を応用したものです。ですから、物
理や化学しか学んでいない人でも問題なく本学科で学ぶことができます。地
震や火山などの身近なことから、地球温暖化や地下資源などの地球全体の
ことまで、地球のなぞは無限にあります。理科が好きで地球に興味のある人
は地球科学科に学びに来ませんか。

私の自宅からのアクセスがもっともよ
い国立大学の一つであり、かつ地
球科学を学ぶことができる場所が千
葉大学であったため、この大学を志
望しました。入学前からこの大学の
魅力の一つは自分の性格に合った、
穏やかなキャンパスの雰囲気であり、
実際に入学してからも落ち着いた環
境で生活できていると思っています。
今は化石を学ぶことに興味があり、
化石そのものに触れることや、そこ
からどのような情報が得られるかを
知ることが非常に楽しいです。

【地球科学科の講座一覧】
地球科学科は、地球表層科学、地球内部科学、そして環境リモートセンシング
の３領域から構成されています。地球表層科学は、生物進化と海洋環境史、
地層形成、地表の変動に伴う地形形成、そして雪氷生物やメタンハイドレートと
いった最新の研究を行っています。地球内部科学は、地球深部で起こる諸現
象を扱い、地震発生機構や予知、火山噴火について研究しています。環境リモー
トセンシングは、衛星から得られる地表や大気情報にもとづき、地表の環境破壊
問題や気候変動に関する地球規模での研究を行っています。

［主な進学先］（理学部地球科学科）　進学率　58.3%
千葉大学大学院、東北大学大学院、筑波大学大学院、東京大学大学院、名古
屋大学大学院、京都大学大学院、九州大学大学院、早稲田大学大学院

【進路】

［主な就職先］（理学部地球科学科）
応用地質、新菱工業、ニチアス、富士急行、三井住友海上火災保険、NTTデー
タ、NTT東日本、気象庁、東京国税局、群馬県庁、千葉市役所など

［主な就職先］（大学院理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース）
アジア航測、ウェザーニューズ、国際航業、国際石油開発帝石、石油資源開発、
高砂熱学工業、東京ガス、日立製作所、フジタ、三井石油開発、横浜国立大学、
農林水産省、東京都庁、千葉県庁、沖縄県庁など

［業種別就職先］（理学部地球科学科）
製造＝20%、情報通信＝16%、運輸・郵便＝5%、卸売・小売＝5%、金融・
保険＝2%、不動産・物品賃貸＝5%、学術研究・専門技術＝11%、宿泊・飲
食＝6%、生活関連サービス・娯楽＝5%、教育・学習支援＝7%、公務員＝
16%、その他＝2%

［1年次］　
地球科学基礎セミナー、地球科学入門Ⅰ、地球科学入門Ⅱ、地学基礎実験A、
地学基礎実験D
［2年次］　
岩石鉱物学概論、地球ダイナミクス概論、層序学概論、地表動態学概論、
環境リモートセンシング概論、地球科学基礎数学、地質調査法、
地質学野外実験Ⅰ、岩石学野外実験
［3年次］　
岩石鉱物学実験Ⅱ、地球物理学実験Ⅰ、地殻構造学実験Ⅰ、
地史古生物学実験Ⅰ、雪氷学実験、地形学実験Ⅱ、堆積学実験Ⅰ、
地質学野外実験Ⅱ、リモートセンシング・GIS 実習
［4年次］　
地球科学演習、卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

地球科学科
井出 康太郎
……IDE Kotaro
（千葉県出身／千葉県立千葉高等学校卒業）

野外実習風景。地層を通して地球に直接触れる絶好の機会です。

地球科学科 教授
担当科目：地球ダイナミク
ス概論、地球物理学 III、
地震・火山と災害など

佐藤 利典
……SATO Toshinori
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千葉大学サイエンスプロムナード
多分野の科学を展示するミニミュージアムで
科学への「ワクワク」を感じてもらう

不思議な現象を体験できる展示

サイエンスプロムナードがあるのは理学部の建物ですが、展示の内容は、理学
部だけでなく工学部や文学部などに関連するものもあります。
1階には、液体のように流れる粉末、特定の匂いを
抽出する超臨界流体の映像、立体的に見られる活
断層の写真、ヒガンバナ科植物の多様性の絵皿な
ど、さまざまな分野の科学を展示。
2階では工学部画像科学科が専門とするホログラ
フィーを数多く紹介。光の種類や角度によって立
体的に浮かび上がる画像は子どもから大人まで不
思議な感覚に誘ってくれます。また、3号館の中庭
には地球の自転を観測するための「フーコーの振
り子」も設置されています。

IceCubeフーコーの振り子

科学大好きな学生学芸員が案内

平日の夕方と土曜日の午後には、サイエンスプロムナード
専属の「学生学芸員」が駐在しています。学芸員の役割は、
展示の内容を来館者に説明すること。様々な学部の学生が
学芸員として所属していますが、どの学生も科学が大好き
です。学芸員たちは、大学見学などでプロムナードに来館
する高校生に、それぞれの展示の背景となる現象や理論に
ついて熱く語り、科学への興味を引き出すのに一役買って
います。大学祭になると学芸員自らが企画した展示も登場
します。 学生学芸員による解説 ホログラフィーの世界

ヒガンバナ科植物の
多様性の絵皿

千葉大学サイエンスプロムナード
開館時間　月曜日～金曜日   10:00～ 17:30
　　　　　土曜日 　　　　12:00～ 16:00（見学自由）
学生学芸員対応時間 　平日    16:30～ 17:30
                                    土曜日 12:00～ 16:00

西千葉キャンパスにある理学部 2号館の 1・2階と 3号館の一部には「サイエンスプロムナード」があります。千葉大学で
はさまざまな分野で先端的な研究を行っています。サイエンスプロムナードでは、理学部や工学部、文学部の教員などの協
力を得て、研究成果の一端を紹介しています。展示の目的は、観る人に科学の持つワクワク感を伝えること。不思議な現象
を直接感じられるので、科学への興味が自然に湧いてきます。平日の放課後や土曜日には科学の大好きな学生学芸員が分か
りやすく解説してくれます。
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千葉大学医学部の教育の特徴

1 学習成果基盤型教育
（Outcome-based education）
本学部では、医学生が卒業時に到達する学習成果を 3つ掲げ、
それらを達成するのに必要な 36の具体的な能力（コンピテ
ンシー）を 6年間で段階的に向上させる順次性のあるカリキュ
ラムを導入しています。卒業時学習成果（アウトカム）は次
の 3つです。①医学的知識・技能を理論と根拠に基づいて応
用し、適切な判断と医療が実践でき、生涯にわたり自らの能
力を向上させることができる。②医療制度を適切に活用し、
社会および医療チームの中で医師としての役割を果たし、患
者中心の医療を実践できる。③科学的情報を批判的に吟味し、
新しい発見と創造のための論理的思考と研究を行える。

医学の発展や教育には、患者に直接対応する臨床医だけでな
く、基礎研究分野の専門家が必要です。本学部では教育機構
の改革を行い、「研究医枠」を設けました。入学後、研究医
を目指す学生に早い段階から専門的な知識を学ぶ機会を提供
するとともに、奨学金を提供し学生が研究に専念できる環境
を整えていきます。また、臨床と基礎研究が融合したかたち
の講座も設け、学生がバランスよく学べるカリキュラムも盛
り込まれました。

2 臨床医だけでなく、基礎研究の人材を育成

亥鼻キャンパスには医学、薬学、看護学という医療の中心を
成す 3学部が集まっています。2007年からは 3学部の学生
が 具 体 的 な 課 題 や 実 習 を 通 じ て と も に 学 ぶ IPE
（Interprofessional Education、専門職連携教育）をスタート。
入学当初からともに学ぶことで、互いの専門職の重要性を理
解し、尊重する精神とともに、「チーム」としての総合力に
よる医療を行っていくコミュニケーション能力を身につけら
れます。

3 薬学や看護の学生とともに学ぶ亥鼻 IPE

千葉大学医学部の歴史は非常に古く、まだ世の中は明治維新改革の最中の
1874（明治 7）年、近隣の篤志家の寄付によって設立された「共立病院」が原
点であり、地域から愛され、信頼されてきました。地域に貢献する医療の実践
を目指した建学の精神は、今も脈々と受け継がれています。医学部のある亥鼻
キャンパスには薬学部と看護学部、そして附属病院があり、医療に関する複合
的な拠点を形成しています。本学部では、他大学に先駆けて画期的な教育プロ
グラムを導入しながら、社会の要請に対応できる医療人を育成しています。
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【医師国家試験合格率】

平成 26年度　第 109回医師国家試験合格率 100.0%

平成 25年度　第 108回医師国家試験合格率 96.1%

平成 24年度　第 107回医師国家試験合格率 97.0%

	 千葉医学（CHIBA	MEDICINE）
本学部は、140年余もの長き歴史の中で先達から引き
継がれてきた伝統ある千葉医学の教えの下、国内外
で活躍する医師・研究者を輩出しています。“begin.

continue”は、偉大な先達の一人、食道がん外科治療の世界的パ
イオニアである中山恒明先生が残した言葉「まず始めること、始めた
ら止めないこと」、即ち「誰よりも先んじて始め、始めたら諦めない、
最後までやり抜く」という千葉医学の教えの１つを表しています。

◉千葉大学医学部入学者受入れの方針

医学部では基礎学力があり、健康で多様性に富んだ次のような資質を兼ね備えた人を求め
ています。
1.創造性に溢れた論理的な思考のできる人
2.高い倫理観と強い使命感を持つ人
3.世のため人のために誠心誠意尽くすことのできる人
4.将来の日本および世界の医学をリードするような高い志を有する人

医学部長
中山 俊憲 
……NAKAYAMA Toshinori

　千葉大学医学部は 100年以上に及ぶ長
い歴史を有しており、これまでに多くの優れ
た研究者や医師を輩出し、社会に大きく貢
献してきました。医学には基礎医学や臨床
医学があります。千葉大学医学部は、最
先端の基礎医学研究の成果を新しい治療
法の開発に結びつける「治療学」の研究
に力を入れており、さらに、最新の治療法
や病める者の目線に立って医療を患者さん

に届けることのできる優秀な臨床医の育成
をめざしています。医師には、幅広い知識
と最先端の技術のみならず、高い倫理観や
患者さんのことを思いやる心をも持ち合わせ
ていることが求められています。千葉大学
医学部には理想的な教育環境が整っていま
す。さあ、私たちと一緒に思う存分勉強し、
近い将来優れたリーダーとなり医学に貢献
しましょう。

千葉大学医学部がかかげる「治療学」の研究や臨床実践を行う
優れた研究医や臨床医をめざそう

医学部校舎

【医学部附属病院】

【医学研究院附属クリニカル・スキルズ・センター】

千葉大学医学部附属病院は、病床数835、１日約2千人の外
来患者が利用する首都圏の医療を支える総合病院です。附属
病院では、医学部学生の臨床実習のみならず、多くの医療、
看護、福祉系学生の教育研修と医師の卒後研修を行っていま
す。また、新しい治療法や高度先進医療の研究・開発などを
通じて、患者さんのあらゆるニーズに応えられる先進的・意欲
的な病院を目指しています。

当センターは、初歩から高度専門医療に対応
する数多くのシミュレータを揃える、国内でも有
数の規模を誇る施設です。診療の現場で必要
となる医療面接や身体診察、医療技術を模擬
患者やシミュレータを利用して安全に且つ繰り返
しトレーニングすることができ、4年生は臨床現
場に出る前に基本的な手技を、臨床実習中の
5、6年生はより難しい手技のトレーニングを行っ
ています。

新外来棟ホスピタルストリート

スキルトレーニング室聴診トレーニング
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【教員メッセージ】

医学科
医学科では、病気と治療を研究者の視点から科学的に考察する「基礎医
学」と、さまざまな病気の原因や症状、診断、治療を講義と実習で学ぶ「臨
床医学」の両方に力を入れています。医療を取り巻く環境を理解し、
将来医師を目指すものとしての態度や習慣を身に付けていきます。カリ
キュラムでは、１年次から薬学部や看護学部の学生とともに学ぶ IPEや
少人数によるテュートリアル教育など実践的かつ、きめ細やかな教育体
制を整えています。また、医学研究の基礎を学び、研究に取り組む学
生を育成する「研究医養成プログラム」の他、グローバルに活躍できる
英語力を身に付ける「6年一貫医学英語プログラム」も取り入れていま
す。さらに、米国トーマスジェファーソン大学医学部やイリノイ大学シカゴ
校医学部、そして韓国インジェ大学医学部との交換留学制度を利用し
て海外での臨床研修が可能となっています。

医師となるための心、技、知を養う

千葉大学医学部がこれまで臨床医学分野で多くの貢献をしてきたことは世間で広く知られていま

す。そして、今後も次代を担うPhysician scientistを輩出すべく医学部教育が進められています。

私が担当する生理学とは生命現象の制御機構を解明する広い学問領域です。基礎医学科目のひ

とつとして正常な生体制御機構を勉強します。さまざまな生命現象について学びますが、これらの

知識は 4年次以降に学ぶ、全ての臨床医学科目を理解する上で不可欠な学問的基盤となります。

一方、研究室では、分子生物学や発生工学などの手法を用いて、糖・エネルギー代謝の制御機

構を研究しています。医学部生の医学研究への啓発も私達の重要な責務であり、生理学の講義

の中でも、最新の医学研究の動向やその成果についてもできるだけ多く触れるように心がけてい

ます。医師になるためには、この職業に心から憧れることが重要ですが、どのような苦労も厭わな

い克己心、患者さんの命を守るための自己犠牲と博愛の精神、社会で重責を担うための高い人

間性を備えていることは不可欠です。また、医師・医学研究者という職業は一生涯勉強が欠かせ

ません。それでもやはり医学部を志望したいという覚悟のある皆さんをお待ちしております。

医学部 教授
担当科目：生理学

三木 隆司
……MIKI Takashi

【カリキュラム】（主な専門科目）

基礎科目 専門科目

普遍教育
科目

基礎医学・
社会医学系
科目

専門基礎
科目

英語科目
初修外国語科目
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

医学英語
　医学英語Ⅰ
　医学英語Ⅱ
　医学英語Ⅲ

病態と診療Ⅰ
　病理学総論
　ウイルス学
　細菌学
　寄生虫学
　薬理学

生命科学特論・研究Ⅰ
　スカラーシップ・ベーシック
　スカラーシップ・アプライド
　基礎医学ゼミ

生命科学特論・研究Ⅱ
※選択科目
　スカラーシップ・アドバンスト
　医学英語アドバンスト

正常構造と機能
　組織学総論
　遺伝分子医学
　生化学
　肉眼解剖学
　発生学
　神経科学実習
　組織学
　神経科学
　生理学
　免疫学

医療と社会
　衛生学
　公衆衛生学
　法医学
　医療経済情報学

医療プロフェッショナリズムⅠ
　導入PBLテュートリアル
　チーム医療Ⅰ（IPE Ⅰ）

医療プロフェッショナリズムⅢ
　医師見習い体験学習
　チーム医療Ⅲ（IPE Ⅲ）

医療プロフェッショナリズムⅡ
　生命倫理演習
　チーム医療Ⅱ（IPE Ⅱ）

数学
物理学
化学　

臨床医学系
科目

病態と診療Ⅱ
　臨床病態治療学
　臨床医学総論
　臨床病態学演習
　病理学各論

臨床医学実習
　コア・クリニカル・クラークシップ
　アドバンスト・クリニカル・クラークシップ
　地域医療実習

＋

臨床医学実習風景
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【教員メッセージ】
本学部の歴史は古く、特に臨床研究・治療に関しては、日本でもトップクラスの評価を得ています。単なる
医師の養成だけではなく、アカデミアとして、日本のみならず世界をリードする医師を育てることを目標にし
ています。私自身は、医学部では先端応用外科を、医学部附属病院では食道・胃腸外科、乳腺・甲状
腺外科を担当。当科では消化器・一般外科を中心に移植外科も行っています。特に癌の治療を中心とし
た多くの臨床研究を行って新しい治療法の開発に努めています。医学部附属病院は、難度の高い食道
癌の手術を日本でも最も古くから行い、食道癌の遺伝子治療臨床研究も世界で初めて行いました。胃癌、
大腸癌など日本人に最も多い消化管の癌について診断から治療まで広く行っています。癌における遺伝子
の研究から外科手術までアカデミアの外科としてパイオニアになるべく臨床、研究、教育に全医局員をあ
げて邁進しています。現在、高齢化にともなう医師不足は重要な問題であり、地域医療において外科は
重要な科のひとつであり、希望溢れる外科医養成は日本の医療を充実させる上でも非常に重要な課題で
す。すばらしい医師、医学を発展・リードし、世界へ発信していく医師ならびに研究者の養成を目指して
いる本学部への多くの情熱のある優秀な学生諸君を待望し、その活躍を期待しています。

医学部 教授
担当科目：先端応用外科学

松原 久裕
……MATSUBARA Hisahiro

【研究医養成プログラム】
医療の質を維持するためには、現在減少しつつある研究医の養成が課題となっています。本学部では、2008年度より6年一貫の「スカラーシップ・プ
ログラム」を導入し、配属先の研究室での研究、抄読会、カンファレンス等に参加したり、各自の研究テーマを決めて研究を遂行し研究発表や論文作成
等を行ったりするなど、研究医を目指す学生のために 6年を通じたカリキュラムを用意するとともに、奨学金制度を設けて経済的な側面からも支援してい
ます。

【海外協定校との連携】
本学部では、学生の国際的視野を広げ、医学教育の国際化に寄与することを目的に、2007年に米国のイリノイ大学シカゴ校医学部、2010年にトー
マスジェファーソン大学医学部、そして 2012年には韓国のインジェ大学医学部との間で学部間交流協定を締結し、臨床実習の単位互換を行う交換留
学を数多く実施しています。2014年からはさらに地域が広がり、タイのマヒドン大学、ドイツのライプチヒ大学やシャリテ医科大学など、今後、ますます
海外協定校との連携が強まり、臨床実習留学および研究留学の機会が多くなることが見込まれます。

【主な初期研修先】
千葉大学医学部付属病院、他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、国保直営総合病院君津中央病院、船橋市立医
療センター、千葉県済生会習志野病院、成田赤十字病院など

【学生メッセージ】

　千葉大医学部は都心にも近く、東京で開催される様 な々勉強会にも参加しやすいだけでなく、長い歴
史と豊富な研究成果に裏打ちされた優れた医療・教育が実践されています。
　病気の診断や治療の基となる科学的根拠のことをエビデンスと呼びます。ある先生が仰っていました
が、私達の使命は既存のエビデンスに依存するだけでなく、新しいエビデンスを作り出すことにあります。
そして、そのような気質と風土がこの千葉大医学部には備わっていると感じます。みなさんも一緒にこれ
からの医学・医療を開拓しませんか？

医学科
難波 俊文
……NAMBA Toshifumi
（宮崎県出身／ Su�eld Academy卒業）

高難度外科手術 臨床医学実習 法医学実習
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千葉大学薬学部
千葉市中央区亥鼻 1-8-1
http://www.p.chiba-u.jp/

薬
学
を
通
じ
て
人
を
健
康
に
す
る

千葉大学薬学部の教育の特徴

千葉大学薬学部では、一括入試によって入学者を決めます。
学生は 4年制の薬科学科と 6年制の薬学科への選択を 3年次
に行います。2年間をかけて、薬剤師の受験資格を得られる
薬学科にするか、研究職を目指す薬科学科にするかを考えら
れるのです。各学科 40名の定員。本人の希望、専門科目と
英語の成績によって振り分けます。4年制の薬科学科の卒業
生の多くは専門的な知識や技術を修得するために大学院に進
学しています。

1 ３年進級時に４年制、６年制を選択できる

薬学部のある亥鼻キャンパスには、千葉大学の医療系の 3学
部が集まっています。3学部は合同で「亥鼻 IPE」を実践し
ています。IPEとは Interprofessional Education（専門職連携
教育）のことで、薬学、医学、看護の学生たちがチームを組
みながら医療現場での協力関係を養える実習に取り組んでい
ます。実習は１年次からスタートしますので、医療現場に携
わるか、研究職に進むかを判断するうえでも大きな材料とな
ります。

2 1 年次から他学部の専門職と学べる亥鼻IPE

大学に入るための受験勉強には答えがあります。しかし、薬
学部で行う研究では、学生自らが仮説を立て、それを検証し
ていきます。そのためには、既存の考えを鵜呑みにせずに、「本
当にそうなのだろうか？」と問いかける習慣が大切です。さ
らに、自分の学説を他者に理解してもらうには、論理的に説
明する能力も必要です。薬学部ではすべての教員が学生たち
の論理的な思考を鍛えることに力を入れ、学生の問題解決能
力の育成に努めています。

3 問題を発見し、解決する論理的な思考を鍛える

薬学は生命や健康について研究する総合的な応用科学です。基礎科学と違うの
は、「人類の健康、福祉に貢献する」という明確な目的があることです。千葉
大学薬学部では、薬剤師の受験資格が得られる 6年制と研究職を目指す 4年制
を設けています。亥鼻キャンパスで、チーム医療の一員として医薬品を適正に
管理できる薬剤師、医薬品の開発や研究に携わる研究者、化学物質と人間の関
係を探求する研究者といった志の高い人材を育てています。
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【薬剤師国家試験実績】

平成 26年度　第 100回薬剤師国家試験合格率 80.56%

（全国平均 72.65%）

◉千葉大学薬学部入学者受入れの方針

薬学部の研究・学問は以下の 3つの分野に分類できます。
1.疾病の治療・診断・予防に用いられる医薬品の開発や、医薬品と生体との相互作用につ  
　いての研究
2.公衆衛生の観点から環境中や身近にある化学物質と人との関わりに関する研究
3.チーム医療の一員として医薬品の適正な使用を目指し、病態解析、医薬品の管理・提供、 
　さらに医薬品情報の収集・発信についての研究
薬学部ではこのような研究・学問を通じ人類の健康や福祉の促進に貢献することを目指して
います。また、科学者の視線を持った薬剤師の養成にも力を入れています。
従って、本学部では以下のような人を求めます。
1.探求心を持ち、既存の知識にとらわれず、論理的に思考できる人
2.将来大学院に進学し、生命科学や創薬科学の研究者または教育者を目指す人
3.指導的な立場の薬剤師になることを希望する人

薬学部医薬系総合研究棟

薬学部は薬剤師としてばかりではなく企業
や大学などで医薬品の開発研究に携わる
ことで人々の健康や福祉の増進に貢献でき
る人材の育成に務めています。そのために、
論理観や基礎的な学問に加え、「くすり」
に関する専門的で高度な知識・技術・技能
を幅広く学ぶことになりますが、それぞれ
の学生さんが医薬品にかかわる自分の領
域あるいは得意なものを見つけて、誰にも

負けないスペシャリストとして社会で活躍
できるように励んで頂きたいと思います。
「学びて時に之を習う、亦た説ばしからず
乎」と言われているように、多くの知識は
人生を豊かなものにしてくれます。私たち
薬学部は楽しく学びながら、より高くそし
て羽ばたくためのスプリングボードとなるで
しょう。

薬学部長
高山 廣光
……TAKAYAMA Hiromitsu

自分の専門領域について絶対的な自信を持てるほどに
深く掘り下げて欲しい

一般実習

講義風景 事前実務実習
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部 薬学科（6年制）／薬科学科（4年制）

6年制の薬学科では、薬剤師免許を取得して、病院や調剤
薬局、あるいは行政や公衆衛生の分野で、指導的な立場に
立てる薬剤師の育成、医薬品の開発職や治験協力者として、
医療の発展に貢献できる人材の育成を目的としています。本
学科に続く、４年制の大学院博士課程（先端医学薬学専攻）
では、臨床薬学に基礎を置いた少人数の研究・教育を行うこ
とにより、大学や研究所で薬学の教育・研究に従事する人材、
企業で医薬品の研究・開発に従事する人材、高い研究能力
を医療の発展に生かすことのできる薬剤師の育成を行います。

4年制の薬科学科では、4年間の薬学基礎教育に加えて大
学院修士課程 2年間の少人数での薬学研究教育を経て、創
薬研究や医薬品開発に能力を発揮できる人材の育成を目的と
します。修士課程に続く3年間の大学院博士課程（先端創
薬科学専攻）では、薬学研究教育をさらに積み重ねて、創薬
研究や医薬品開発あるいは大学や研究機関での薬学教育・
研究に必要な問題解決能力や広い視野に立った独創的な発
想を身につけた人材の育成を行います。また、グローバルに
活躍する人材育成のために学部・大学院を通し様 な々英語能
力強化プログラムを実施しています。

臨床の最前線で
高度医療を支える

医薬品開発の
最前線で活躍

【教員メッセージ】

薬学科は薬剤師国家試験の受験資格が認められている唯一の学科です。本学科の特徴は薬剤

師国家試験のための教育にとどまらず、研究に力を注いでいる点にあります。4年次から6年次

にかけて行われる卒業研究では国際学会での発表や英文原著論文の投稿など、大学院生と比

べて遜色のない研究成果を上げる学生もいます。卒業後は、病院、薬局、公務員、製薬企業

への就職に加えて博士課程にも進学します。私の専門は薬物動態学ですが、医薬品がどのよう

に体内に吸収され、作用部位に達し、体外に排泄されるかを研究しています。薬物動態学は医

薬品の副作用を最小限に抑え、効果を最大限に生かすために、欠かすことのできない学問領域

です。本学科の学生には、医薬品の適正使用に関する最新の知識と考え方を身に付け、医療の

発展に貢献できる人材になってほしいと思っています。研究マインドを持った高度な薬剤師、医療

薬学に立脚した医薬品開発職、薬学教育・研究者を志向する人にはぜひ本学科を目指してほし

いと思います。若い力と情熱を備えた皆様をお待ちしています。
薬学科 教授
担当科目：臨床薬理学、薬物治療学、医薬品安全性学

千葉 寛
……CHIBA Kan

【カリキュラム】（主な専門科目）

薬科学科薬学科

１年次　２年次

5年次4年次

3年次

3年次 6年次

4年次
共通

薬学科（6年制）

薬科学科（4年制）
有機化学Ⅰ・Ⅱ
物理化学Ⅰ
生物化学Ⅰ
分析化学Ⅰ
チーム医療Ⅰ
機能形態学
薬理学Ⅰ
有機化学演習Ⅰ
生物化学演習

生物化学Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
有機化学Ⅲ・Ⅳ
分析化学Ⅱ
物理化学Ⅱ・Ⅲ
薬剤学Ⅰ・Ⅱ
細胞生物学Ⅰ
生薬学
衛生薬学Ⅰ
微生物学・感染症学
チーム医療Ⅱ
一般実習 他

定員80名

漢方治療学
実践薬学
薬剤師と地域医療
薬事法規・薬局方・制度行政学
医療薬学
医療薬学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
事前実務実習
特別実習Ⅰ
チーム医療Ⅳ

有機化学Ⅴ
物理化学Ⅳ
薬剤学Ⅲ
細胞生物学Ⅱ
免疫学
化学療法学
衛生薬学Ⅱ
医薬品安全性学
臨床薬物動態学
臨床薬理学

疾病学Ⅰ・Ⅱ
薬物治療学Ⅰ・Ⅱ
チーム医療Ⅲ
臨床検査・診断薬学
一般実習
 他

有機化学Ⅴ
物理化学Ⅳ
薬剤学Ⅲ
チーム医療Ⅲ
遺伝子応用学

薬事法規・薬局方・
制度行政学
特別実習
チーム医療Ⅳ

病院実習
薬局実習
クリニカル・
     クラークシップ
特別実習Ⅱ

医療薬学
　特別演習Ⅰ・Ⅱ
特別実習Ⅲ

定員40名

定員40名

分析化学Ⅲ
分子イメージング薬剤学
製剤工学
医薬化学
天然物化学

機能性分子化学
創薬化学
医薬品合成化学
薬品物理化学
一般実習 他

１年次

2年次

薬学科5年次に
約5ヶ月間の実務実習を
行います
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【教員メッセージ】

　薬学は自然科学の一分野ですが、基礎科学とは少し異なり、生命や健康について化学的、生物
学的さらに物理化学的に研究する総合的な応用科学です。薬学部では、これらの学問を追究する
ことにより得られた知識や技術などの成果により人類の健康、福祉に貢献することを目的としています。
　薬科学科では製薬企業の研究開発職や公的研究機関、官公庁、大学等の第一線でグローバル
に活躍できる研究者を育成する事を目的としています。４年制の薬科学科に進級した学生は、将来、
研究・教育者として活躍するための基礎学力や応用力を培うために、生命科学や創薬科学に関連
する専門科目を重点的に履修します。こうした座学に加え、３年後期の後半から４年次終了まで各研
究室に所属し、特別実習（卒業論文のための研究）を行います。大部分の卒業生は大学院修士
課程に進学し研究室におけるマンツーマン指導によりさらに研究者としての研鑽を積みます。
　新薬を常に開発し続けている国は世界でも１０カ国に満たない数しかありません。日本から世界に
向けていくつもの画期的な新薬がもたらされ、世界中の人々の健康と福祉の向上に役立っています。
夢のある、グローバルな創薬産業を担う最先端研究にチャレンジしてみませんか。

薬科学科 教授
担当科目：有機化学 I（専門）、薬学への招待 I（普遍）、
医薬品合成化学（専門）など

西田篤司
……NISHIDA Atsushi

【卒業後の進路】

病院実務実習（薬学科） 特別実習（薬科学科）

薬学科 薬科学科

【主な就職先】（医学薬学府修士課程）
東洋紡、Meiji Seika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、富士
フィルムRIファーマ、横浜市

【主な進学先】　進学率　91%
千葉大学大学院医学薬学府　他

【主な就職先】
千葉大学医学部附属病院、慶應
義塾大学病院、ウエルシア薬局、
日本新薬、ゼリア新薬、大正製薬、
第一三共、グラクソスミスクライン、
中外製薬、ライオン、神奈川県、
医薬品医療機器総合機構

【業種別就職先】
企業＝49%、病院・薬局＝37%、
公務員等＝3%、その他＝11%

【主な進学先】進学率　3%
千葉大学大学院医学薬学府

【学生メッセージ】

人のためになる職業に就きたいと考え、
また化学が好きだったことから薬学部を
志望しました。亥鼻キャンパスは落ち
着いた雰囲気で、大学病院とも直結し
ているため学習するには最適な環境で
す。また、サークル活動を通じて他学
部の人とも交流を持ち、多様な考えに
触れることができました。薬学科は薬
剤師になるだけではなく様々な進路が
あります。四年次から配属される研究
室や五年次での病院・薬局実習で幅
広い経験をしていく中で将来本当にや
りたいことを見つけたいです。

薬学科
河野 正寛
……KOUNO Masahiro
（神奈川県出身／逗子開成高等学校卒業）

私は薬学に対して強い思いを抱いて千
葉大学薬学部を志望していたわけでは
ありませんが、環境もよく、幅広い専門
分野を深く学ぶことができるのでこの大
学を選んで正解だったと思っています。
入学して 2年間は学科が分かれてお
らず、そのおかげで勉強しながら自分
の進路を熟考できたこともメリットだった
と思います。特に薬学の領域に進もうと
している高校生の皆さんが、学習環境
も生活環境も優れた千葉大学薬学部
に興味を抱いてくれることを願います。

薬科学科
小林 亮太
……KOBAYASHI Ryota
（神奈川県出身／
神奈川県立湘南高等学校卒業）
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千葉大学看護学部
千葉市中央区亥鼻 1-8-1
http://www.n.chiba-u.jp/
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千葉大学看護学部の教育の特徴

看護職とは、病気や障害を抱える人々が本来持っている力を
回復し、自分で問題を解決できるように、支え、ともに考え
る身近な支援者です。社会が複雑になるにつれて、問題が見
えづらくなっている今日、埋もれている問題をも理解する鋭
い洞察力が看護職には求められています。千葉大学看護学部
では、「看護学原論」などの講義で看護の根本を学びつつ、各
分野の実習によって理論を実践しながら看護の精神と専門知
識を体得していきます。

1 理論と実践で「看護とは何か」を問いかける

看護学部の学生は 2年次まで週の半分ほどを西千葉キャンパ
スで学びます。さまざまな分野を専攻する学生との交流は人
間理解を深める大きな機会となります。亥鼻キャンパスでは、
看護学・医学・薬学の医療系３学部の学生たちがともに学ん
でいます。2007年からスタートした「亥鼻 IPE」では、医学・
薬学の学生との実習を通じて他の専門職を理解し、連携する
力を身につけるとともに、看護とは何かを考える機会を得ま
す。

2 医療系３学部がともに学ぶ亥鼻キャンパス

4年間の学部では、看護職に関する総合力のあるゼネラリス
トを目指しますが、千葉大学にはより専門的に学び、スペシャ
リストになるための大学院看護学研究科看護学専攻（博士前
期・博士後期）、共同災害看護学専攻（5年一貫制博士課程）
も設置されています。大学院では各分野の専門研究とともに、
看護において対象者の「文化」を感じ、理解する重要性を研
究する「文化看護学」にも取り組んでいます。管理職に就く
現役の看護職が修士号を取得するための「システム管理学専
攻」も設置されています。

3 大学院で専門性を究める

千葉大学には、国立大学で唯一の「看護学部」があります。1975（昭和 50）
年 4月に設立された本学部は、看護師や保健師、助産師の資格を取得するだけ
でなく、看護職全般に関わる専門知識を学びます。理論と実践で「看護とは何
か」を深く見つめながら、看護の理念と専門知識を身につけ、医療や保健の分
野に限らない幅広い社会で貢献できる人材育成を目指しています。先進的な研
究で各分野の専門性を究める大学院看護学研究科も設置されています。看

護
学
部
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◉千葉大学看護学部入学者受入れの方針

千葉大学看護学部は、多様な人 と々の連携・協働の中で、看護実践の根拠や看護専門職と
しての役割を明確にしながら社会の養成に積極的に応え、人類の健康・福祉に主体的に貢
献できるナース・サイエンティストの養成を目指します。看護学部は次のような資質を有する学
生の入学を求めています。

確かな学力 :学ぶことの中に面白さを発見でき、柔軟な発想と論理的な思考の基礎となる学
力を有している人
豊かな感性・主体性 :相手の立場を思いやることができ、さまざまな人 と々協力し合いながら
主体的に行動できる人
高い志 :幅広い問題意識を持ち、人々の健康を支えるという側面から、看護の実践や研究に
取り組みたいという意欲を持つ人

看護学部長
宮﨑 美砂子
……MIYAZAKI Misako

【国家試験合格率】過去3年の実績

保健師 助産師 看護師

受験者数
（人）

受験者数
（人）

受験者数
（人）

合格者数
（人）

合格率（％）

本学部 全国

合格率（％）

本学部 全国

合格率（％）

本学部 全国

合格者数
（人）

合格者数
（人）

平成24年度

平成25年度

平成26年度

96

90

94

94

89

92

97.9

98.9

97.9

88.8

99.6

97.5

6

5

3

6

5

3

100.0

100.0

100.0

97.6

99.9

98.9

85

81

85

84

80

82

98.8

98.8

96.5

95.2

95.5

94.1

看護学部校舎

学内演習（血圧測定） IPE 授業風景 IPE 授業風景

高校時代はぜひ、社会で起きていることに
関心を持ってほしいですね。看護職の仕事
に就き、さまざまな背景の人々に接すると、
自分にどれくらいの「引き出し」があるか
が問われます。他愛のない世間話からでも
相手が大切にしていることやこだわってい
ることを理解し、看護のコミュニケーショ
ンに反映していかなければならないので
す。

人間はどこかで他者とつながっています。
他者との関係の中で育まれ、そして自分自
身も他者に影響を与えているのです。そし
てひとりひとりがかけがえのない存在なの
です。好奇心を大切にして、他者に関心を
持つことはきっと看護のプロになった将来
も、大きく役立つと思います。

好奇心を大切にすることが
対象者を深く理解する力を養う
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看護学科
人々の健康生活を支援

我が国の看護教育が 4年制大学に移行しつつある現在、高い研究能

力と優れた実践能力のある教育研究者が社会から強く要望されていま

す。本学科は、それらの期待に応えながら、世界の看護学の発展に

尽力していきます。実習は医学部附属病院をはじめ保健所や老人病院、

精神科病院、保育園、小学校等の各種施設で行います。そして自身

の関心をより深めるために、自ら選択した看護専門領域において統合

実習を行います。また、海外の看護大学との学部間協定による留学の

プログラムもあります。

［1年次］

形態機能学Ⅰ（人体構造学）
形態機能学Ⅱ（人体生理学）
人間学Ⅰ（ライフサイクルと発達）
人間学Ⅱ（家族と文化）
人間学Ⅲ（人間関係）
医療・看護の歴史
看護学原論Ⅰ・Ⅱ
専門職連携科目

［2年次］　

代謝栄養学
薬理学
病態学Ⅰ（病理学）
病態学Ⅱ（微生物学・免疫学）
保健学Ⅰ（環境保健学）
保健学Ⅱ（疫学・保健統計）
保健情報学
保健医療福祉制度論
看護基本技術Ⅰ・Ⅱ
母性看護学概論
成人看護学概論
老人看護学概論
訪問看護学概論
専門職連携科目

［3年次］　

看護倫理
看護教育学
看護基本技術Ⅲ・Ⅳ
母性看護方法
成人看護方法
老人看護方法
小児看護学概論・方法
精神看護学概論・方法
地域看護学概論・方法
健康教育論（患者教育・健康教育）
看護管理学概論
卒業研究（看護実践と研究Ⅰ）
専門職連携科目

［4年次］

看護学セミナー（統合）
看護行政・政策
看護国際協力論
卒業研究（看護実践と研究Ⅱ）
専門職連携科目

【カリキュラム】（主な専門科目）

【実習】

3年次
前期 後期 前期

4年次

母性・小児看護コア実習
出産後の母親と赤ちゃん、病気を持ち入院している
子どもへの看護援助を実践する能力を養います。

成人・老人看護コア実習
手術を受ける患者さんや慢性疾患を持つ入院患者さ
ん、老人ケア施設に入所している方への看護援助を
実践する能力を養います。

精神・地域看護コア実習
精神疾患を持つ患者さんを受け持ち、看護援助を実
践する能力を養います。保健師が行っている家庭訪
問等に参加し、地域で暮らす住民への支援を学びます。

助産実習　
分娩期の母子を受け持ち、助産の実践能力を養います。

看護基盤実習
（4月）

訪問看護実習
（7月）

コア実習
（12月～7月）

統合実習
（7月）

3年次より看護学の専門科目を学びながら、「臨地実習」を通して看護実践能力を磨いていきます。
実習は、1グループ5～6名程度に分かれ、医学部附属病院をはじめ、保健所や介護保険施設などで行います。

病院に入院している患者さんをひ
とり受け持ち、看護の必要性を理
解し、患者さんへの看護の過程を
学びます。

学生各自が関心のある領域を選び、
チームアプローチを含めて総合的
な看護実践能力を養います。

療養者が暮らす場所へ訪問して行
う看護活動を、訪問看護師に同行
して体験学習します。

※履修条件と人数制限があります。
※助産実習の履修には選考があります（履修人数：若干名）。

3年次
前期 後期 前期

4年次

母性・小児看護コア実習
出産後の母親と赤ちゃん、病気を持ち入院している
子どもへの看護援助を実践する能力を養います。

成人・老人看護コア実習
手術を受ける患者さんや慢性疾患を持つ入院患者さ
ん、老人ケア施設に入所している方への看護援助を
実践する能力を養います。

精神・地域看護コア実習
精神疾患を持つ患者さんを受け持ち、看護援助を実
践する能力を養います。保健師が行っている家庭訪
問等に参加し、地域で暮らす住民への支援を学びます。

助産実習　
分娩期の母子を受け持ち、助産の実践能力を養います。

看護基盤実習
（4月）

訪問看護実習
（7月）

コア実習
（12月～7月）

統合実習
（7月）

3年次より看護学の専門科目を学びながら、「臨地実習」を通して看護実践能力を磨いていきます。
実習は、1グループ5～6名程度に分かれ、医学部附属病院をはじめ、保健所や介護保険施設などで行います。

病院に入院している患者さんをひ
とり受け持ち、看護の必要性を理
解し、患者さんへの看護の過程を
学びます。

学生各自が関心のある領域を選び、
チームアプローチを含めて総合的
な看護実践能力を養います。

療養者が暮らす場所へ訪問して行
う看護活動を、訪問看護師に同行
して体験学習します。

※履修条件と人数制限があります。
※助産実習の履修には選考があります（履修人数：若干名）。

注：実習は除く

実習ユニフォーム

注：助産関連科目を選択履修することにより
助産師の国家試験受験資格も得られます。
ただし、助産師国家試験受験資格付与に必
要な助産関連科目の一部の履修には人数制
限ならびに履修条件があります。

新生児のフィジカルアセスメント演習（３年次）
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形態機能学実習（２年次） 看護基本技術Ⅰ（２年次） 講義テキスト

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

私は、小児看護学を担当し

ています。小児看護では、

健康問題の有無を問わず、

新生児期から思春期に至る

子どもとその家族が対象で

す。小児期は、長い人生

の一部にすぎませんが、人

がその人らしく生活していく

ためのすべての基盤が作ら

れる時期であり、多くの学習内容が含まれます。

私は小児看護学の中でも特に、糖尿病を持つ子

どもなど、慢性的な健康問題を持つ子どもと家族

の看護を専門にしています。子どもは、成長につれて体が大きくなり、運動

能力や知的能力が発達し、生活の場や行動範囲、周囲の人との関係などさ

まざまなことがダイナミックに変化していきます。健康問題の有無によらず小

児期として大切なことを理解した上で、子どもの成長発達に沿ってその時期

に必要となる病気の管理や生活の工夫を、家族とともに支援、あるいは、家

族もともに支援する看護について研究や実践を重ねています。学生の皆さん

には、子どもの成長発達や家族など子どもの看護の基本となる知識や技術、

そして、代表的な病気の看護などについて、より新しい内容や具体的で実

践的な内容を含めながら伝えています。看護は人々の命と健康を支える学問

です。人々の健康にかかわる問題は、近年、より多様で複雑になっており、

多職種と連携・協働して活動していくことが大切です。看護を志す仲間や、

さまざまな専門職、そして、看護の対象となる方々からも多くのことを学び成

長していくことができます。

　私はオープンキャンパスで先生方や先輩方が看護について熱く語る姿に憧れを持ち千葉大学を受験しました。

看護学部には高い志を持った人たちが全国各地から集まっています。また社会人入試もあり３０代４０代の方もい

ます。各専門家から教えて頂く講義や実習も魅力ですが、様々なバックグラウンドを持つ人たちとの交流やディス

カッションは大きな魅力だと感じます。学生から学ぶことも多くあり、千葉大学で会えたことに感謝しながら大学生

活を送っています。

［主な進学先］　進学率　7%
千葉大学大学院看護学研究科、東京大学大学院医学系研究科、名古屋市立
大学大学院看護学研究科

【進路】

［主な就職先］
［医療・福祉］
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、
湘南鎌倉総合病院、虎の門病院、神奈川県立こども医療センター、国立国際
医療研究センター病院、順天堂大学附属浦安病院、まくはり訪問看護ステーショ
ン、松戸市立病院、がん研有明病院、健生会　立川相互病院、国立成育医
療研究センター、国立病院機構　災害医療センター、聖路加国際病院、東京
都健康長寿医療センター、三井記念病院、川崎市立川崎病院、虎の門病院
分院、みなと赤十字病院、筑波大学附属病院、群馬大学医学部附属病院、
静岡県立こども病院、静岡県立静岡がんセンター、静岡赤十字病院、富山大
学附属病院、国立病院機構　小諸高原病院、佐久総合病院、医療法人椿森
会（保健師）、千葉市あんしんケアセンター小仲台（保健師）、株式会社 IHI（保
健師）、千葉メディカルセンター（助産師）、葛飾赤十字産院（助産師）
［地方公共団体］
千葉県千葉市（保健師）、東京都葛飾区（保健師）、東京都江戸川区（保健
師）、宮城県大崎市長野県（保健師）、長野県松本市（保健師）、新潟県見
附市（保健師）、福岡県福岡市（保健師）
［その他］
三菱UFJニコス株式会社、メビックス株式会社

※（　）内未記入の場合は看護師として就職

［業種別就職先］
医療・行政＝98%、その他＝2%

看護学科
小此木 怜菜
……OKONOGI Rena
（群馬県出身／群馬県立桐生女子高等学校卒業）

看護学科 教授
担当科目：小児看護学

中村 伸枝　 
……NAKAMURA Nobue
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Faculty of Engineering

工
学
部

千葉大学工学部
千葉市稲毛区弥生町 1-33
http://www.eng.chiba-u.jp/

探
求
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で
日
本
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術
を
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く

千葉大学工学部の教育の特徴

千葉大学工学部には 10学科があり、多様な専門と価値観を
持つ教員と学生が刺激し合いながら学んでいます。どの学科
も日本の将来を担う分野です。まず、建築、デザイン、機械
工学、電気電子工学、画像科学、情報画像学といった学科は、
産業の基礎を成す基幹工学です。さらに将来的な成長の見込
まれる複合領域の 4学科をラインナップ。都市環境システム、
メディカルシステム工学、ナノサイエンス、共生応用化学と
いった先端分野です。

1 日本の産業の将来を支える多様な10学科

今日、海外とのつながりを持たずに事業を行える企業はあり
ません。経済のグローバル化は加速しており、外国の文化を
理解し、日本文化を伝える力がなければ、仕事上の摩擦が生
じることがあります。千葉大学工学部では、教養教育と専門
教育の両方を通じて英語力の強化を図っていきます。また学
内には 1,000名以上の留学生がおり、そのうちの 400名が工
学部で学んでいます。キャンパスそのものが異文化コミュニ
ケーションの学びの場なのです。

2 外国語と異文化理解の教育に力を入れる

千葉大学工学部の研究は幅広い領域にわたるため、関東、そ
して日本全国の地域と連携しながら事業を行っています。し
かし、地元・千葉県で工学への要請があると強い協力態勢が
築かれます。2011（平成 23）年3月に発生した東日本大震災
において千葉県は被災地となりました。県内各所で起きた液
状化現象への対応、そして県内の防災マップの作成などで本
学部が全面的に協力しています。そのほか震災復興に関する
共同事業は 20件以上に上ります。

3 震災復興をはじめ、地元に根ざした研究活動

千葉大学工学部では、よりよい社会を構築するために新たな技術を探求してい
ます。ロボットから画像やプログラムまで、幅広い分野で社会の役に立つ新し
いモノづくりを行っていきます。本学部の教育が目指す理想像は、グローバル
に対応できる高度専門職業人。知的な好奇心・探究心を持ち、目の前の流行を
追いかけるのでなく、5年後、10年後に必要とされる技術をあきらめずに拓け
る人材です。近年は女子学生の比率も多くなっています。
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◉千葉大学工学部入学者受入れの方針

私たちは、工学を「豊かな人間社会の構築を目指す実践の学問」と考えています。
社会と環境を支える技術者・研究者を育成する工学部では、
1. 「なぜ」を問う好奇心・探究心
2. 「いかにして」を構想し、実践する力
3. 「何を成すべきか」を主体的に考える力
を修得することに、興味と資質を有する人材を求めます。

工学部長
関 実
……SEKI Minoru

◉工学部各学科の求める人物像

工学は、数学・物理・化学などの自然科学
の基礎の上に、豊かな社会あるいは人類の
幸福をデザインすることを目指します。専
門分野を深く学ぶと同時に、20-30年後に
も役立つ、工学の考え方の根底にある基
礎的なこと、本質的なことをしっかりと学
んで欲しいと思います。もう一つ大切なこ
とは、社会のことを広く知ることです。自
分の専門分野だけでなく、日本や世界のど

こかで現在起こっていること、過去に起
こったこと、身の周りで日々遭遇する出来
事、他者の発言・考え方等に、関心・好奇
心を持つことは、工学を学ぶために必要な
ことです。本学工学部の卒業生であれば、
変革の先頭に立つ人材として様々な形で社
会と関わることができます。活躍を期待し
ています。

「日常のあらゆることが工学と関係している。30年後の社会を考えながら、
未来をデザインする志を持って来てください」

学生実験の様子

工学部管理棟

雲観測用ミリ波レーダ 赤外フェムト秒レーザ光パルスを用いた
ナノ構造半導体の超高速応答特性の計算

建築学科の求める人物像
・都市を含む現代地域社会の豊かな環境の構築と諸問題の解

決に対し、工学的探究心をもち、総合的かつ積極的に取り
組む意欲のある人

都市環境システム学科の求める人物像
・21 世紀にふさわしい都市概念の創成と、豊かで環境と調和

した都市空間の実現に向けて探究心をもち、意欲的に取り
組む人

デザイン学科の求める人物像
・学術・技術・芸術を総合した幅広い知識に基づく実践とし

てのデザインを学び、社会的使命感をもって創造的問題解
決に取り組む意欲のある人

機械工学科の求める人物像
・ものづくりに興味があり、数学や物理が大好きで、それら

を応用した機械工学を学びたいと思っている人
・機械関連の産業分野で、機械設計や制御などに関わる技術

者や、機械工学を核とする多様な技術領域で活躍する研究
者を目指す人

メディカルシステム工学科の求める人物像
・医療機器や技術の開発などを通して、人類の基本的欲求で

ある健康を支える医用工学の発展に向けて、情熱と意欲の
ある人

電気電子工学科の求める人物像
・電気電子工学の社会的使命に興味を示し、その科学技術の

発展に寄与したいと強く希望する人
・さらに、そのための専門的な知識・能力を習得する意欲と、

それを支える基礎的素養を備えている人

ナノサイエンス学科の求める人物像
・原子・分子レベルのナノスケールの世界を操り、新しい科学・

工学領域を切り拓く意欲のある人
・特に、夢と強い探究心と粘り強さをもつ人

共生応用化学科の求める人物像
・化学を学び、環境調和技術、バイオテクノロジー、機能材

料などに応用することへの意欲をもち、そのための基礎学
力がある人

・さらに、物質創製・生産に関わる研究者・技術者を目指す人

画像科学科の求める人物像
・基盤学問に立脚した画像の形成・表示・記録・伝送などの

技術、ならびに人と画像のかかわりに興味を持ち、画像を
通して人に優しい未来の実現に意欲のある人

情報画像学科の求める人物像
・人と情報化社会の調和を考え、情報の獲得・記憶・処理・伝達・ 

表現のための知識・技術を修得し、未来の情報画像社会を
創成し、支えていくことに能力と意欲のある人
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工
学
部 建築学科

人間の暮らしに不可欠な衣・食・住のうち、建築は、人間の住まいを

創造する仕事です。豊か・美しい・快い・安心できるなど、建築には

これらの要望を満たす具体性が求められます。社会基盤を構成する建

築分野は、いつの時代においても不可欠であり、創造と進歩が常に求

められる分野です。高等教育機関の技術者教育プログラムを評価・認

定する機関である JABEE（日本技術者教育認定機構）の認定を受け

ているため、本学科の卒業生は技術士の一次試験が免除されます。

芸術と技術の融合した
建築物をつくる

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

建築学科に進むにあたり重
要なのは、あなたのこれま
での建築空間の経験です。
縁側で日向ぼっこをしたこ
と、子どもの頃のお気に入
りだった場所のこと、狭い 
エレベータで偶然好きな人
と一緒になって居心地が悪
くて困ったことなどを思い出
してください。場所や空間
は、実にさまざまな場面で
皆さんの気持ちや、人と人の関係に大きな影響
を及ぼしていることに気づきます。建築教育では、
それを意識化・理論化し、設計の課題をときなが
ら展開していきます。「ほかの人はどうだろう」と
思いを巡らす想像力も欠かせません。私の専門は都市デザインですが、さ 
まざまな人々が参加してつくる町並みについてどうしたら「混乱や画一」では 
なく「多様性と秩序」を両立した町並みができるか、その方法を考えるのが
仕事になります。私が提唱しているのは、住民・市民自身がディベロッパー（「ま
ちづくり会社」と呼びます）になり、自分たちの町を再生していくという方法で、
今日では多くの都市で取り組まれるようになりました。このように、建築の特
徴は、大きなスケールの構想と細部のデザインを常に行き来すること。細部
を欠いた構想も、構想を欠いた細部だけのデザインもうまくいきません。この
ような幅広さこそ、建築の面白さ、醍醐味だと思います。

私は未来に長く残る建築を造ること
に携わりたいと考え、建築学科を志
望しました。現在は建築の光環境を
専門に研究していて、千葉大学大
学院に進学する予定です。千葉大
学はのんびりとした雰囲気のある大
学で、勉学や自分のやりたいことに
集中するには最高の環境です。ま 
た千葉大学は総合大学なので、サー
クル活動などを通じて所属学部・学
科以外の人たちとも幅広い交友関係
を築き、考えや視野を広げることが
できます。千葉大学を目指す受験生
の皆さん、千葉大学はとても良い大
学です。頑張ってください！

【研究領域一覧】
住環境創造デザイン：建築設計、建築計画、都市計画、建築史・保全
環境形成マネジメント：建築環境、建築設備、建築生産、建築構法
構造安全計画：構造力学、構造解析、構造設計、建築材料

［主な進学先］　進学率　72%
千葉大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、東京藝術大学大
学院、京都大学大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
積水ハウス、前田建設工業、東京セキスイハイム、積水化学工業、住友林業、
高松建設、静岡県庁、警視庁など

［主な就職先］（大学院）建築・都市科学専攻建築学コース
鹿島建設、大成建設、旭化成ホームズ、岡村製作所、佐藤総合計画、清水
建設、山下設計、AIS総合設計など

［業種別就職先］
建設業＝82%、運輸・情報通信業＝6%、公務員＝12%

［1年次］
世界建築史、建築の構造、構造力学

［2年次］
建築設計、建築環境計画、都市環境デザイン、建築材料、材料力学、
構造設計、建築生産、建築計画

［3年次］
建築設計、建築の保全と再生、建築史野外研修、
建築設備計画、火災安全工学、建築施工、構造実験

［4年次］
都市地域デザイン、建築振動論、建築構造デザイン、建築生産設計、
卒業設計、卒業論文

【カリキュラム】（主な専門科目）

建築学科
国分 詠美子
……KOKUBUN Emiko
（東京都出身／東京都立国立高等学校卒業）

設計作品の例

建築学科 教授
担当科目：
都市地域デザイン、
建築設計など

福川 裕一
……FUKUKAWA Yuichi
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工
学
部都市環境システム学科

現在、環境に負荷を与えることなく、豊かで快適な都市生活を実現

するための技術革新の必要性が認識されています。私たちは都市

環境のあり方を、｢場｣ ＝｢空間としての都市の性質｣、｢流れ｣ ＝「都

市の成立に欠かせないすべての動的要素｣ という概念でとらえてい

ます。私たちが目指すものはこれらの調和です。本学科は、都市 

環境のあり方を総合的に教育・研究する、全国でも数少ない独自性

の高い教育を用意しています。

人と環境が共存する
都市づくりのための総合学科

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

当学科は多くの学問領域を
カバーしているので発散す
るのでは？ と不安を持つ方
がおられますが、「全体を俯
瞰する力」を身に付けるこ
とができる！ と期待してくだ
さい。他の学科がズームイン
状態から入るのに対して、
当学科はズームアウトから
徐々にズームインしていける
のが特徴だと思っています。
私自身は最近よく耳にするスマート化～これは従
来、知能化と呼ばれている～に関わってきました。
中でも、集団（ロボット群や人間）の協調を実現
することに興味を持っています。震災以後は、人
の意思決定の仕組みに目を向け、社会科学とは
違った数理的な視点から、人と情報、人とエネル
ギー、そして実は最も難しい「人と人」を繋ぐネットワークを対象としています。
ここでも集団全体の仕組みを考えるときにはズームアウト、個々の動きを考え
るときにはズームイン．．．．．．立ち位置を適宜変える必要があります。インとアウト
の使い分けは、今の複雑な社会で生き残るための重要なスキルでしょう。
大学は小学校に次ぐ長い年数を過ごします。大学の 4年間はアクセルを思
い切り踏み込んでみてはいかがでしょう。You can do it,if you try.

この学科の魅力は都市を幅広く学べ
ることであり、授業の中で都市にお
ける課題や考え方に触れ、新たに
興味の幅が広がりました。現在は防
災を専門とする研究室で衛星画像を
用いた研究をしています。難しさと
同時に画像の組み合わせ方で得ら
れる情報の違いに面白さを感じてい
ます。また同じ学科でも学生の興味
も様々であり、それに向かう姿勢は
皆真っ直ぐです。みなさんも興味を
広げてくれる千葉大学の学びや学生
の中で過ごしてみませんか。

【研究領域一覧】
都市空間計画：住環境計画、都市空間設計、都市計画
都市基盤工学：都市防災、都市インフラ、都市施設構造
都市環境工学：環境マネジメント、環境エネルギー、環境リサイクル
都市情報工学：都市数理システム、都市通信システム、都市情報システム

［主な進学先］　進学率　65%
千葉大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、筑波大学大学院、
早稲田大学大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
東日本旅客鉄道、大成建設、西武建設、三菱地所レジデンス、国土交通省、
東京都庁、墨田区役所、千葉市役所など

［主な就職先］（大学院）建築・都市科学専攻都市環境システムコース
NTTファシリティーズ、東日本旅客鉄道、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援
機構、JFEエンジニアリング、JFTシステムズ、LIXIL、NECソリューションズ、
東京都庁など

［業種別就職先］
建設業＝16%、製造業＝33%、電気・ガス・水道業＝6%、運輸・情報通信
業＝3%、卸売・小売業＝6%、不動産業＝3%、サービス業＝3%、公務員＝
30%

［1年次］
都市環境システムセミナー、図学演習、プログラミング言語

［2年次］
都市環境デザイン、都市空間計画、構造力学、
都市環境エネルギー概論、信頼性工学、ネットワーク基礎

［3年次］
建築計画、振動工学、防災工学、環境エネルギー工学、
環境リサイクル化学、数理計画法、通信工学概論

［4年次］
卒業研究（卒業計画）

【カリキュラム】（主な専門科目）

都市環境システム学科
佐無田 夏希
……SAMUTA Natsuki
（埼玉県出身／大妻高等学校卒業）

演習講評風景

都市環境システム学科 
教授
担当科目：情報工学基礎、
都市環境基礎演習 2、
都市環境情報演習 1

荒井 幸代
……ARAI Sachiyo
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工
学
部 デザイン学科

私達の生活や生活環境の不具合をとり除き、安全・安心、生活の質

と快適性の向上を目的とした、高品質で美しいものに創造していくデ

ザインは、あらゆる領域で重要視されています。本学科では、生活

文化と深く関わりながら、技術と科学に裏打ちされた芸術性・人間性

豊かなデザインの実現を標榜した教育と研究を行っています。また、

多様なニーズに柔軟に対応でき、デザイン界をリードして国際的に活

躍できる人材の養成を目指しています。

感性と知性とを備えた
デザイナーの養成

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

新しい製品や空間をデザイ
ンするときには、アイディア
を伝えるための最低限の技
術に加えて、総合的な知
識が求められます。そのた
めには、幅広い視野を持っ
ていることが重要になりま
す。工学部デザイン学科に
所属する私たちには、技術
や科学に関する知識に基
づいて、生活者の幸せや
快適さに繋がるようなデザインをすることが求めら
れています。科学技術や社会の様々な問題に関
心がなければ、生活者が求めていることに対応
することはできません。授業や研究では、モノを
構成する材料の特徴を最大限に生かす方法について考えています。本当は
こういう時に、ヒトってどうしたいのだろう、といったことを考えながら、それに
対応した具体的な方法を模索しています。またこの際には、なるべく現状を
否定してみることを心がけています。もっとよい方法があるかもしれないから
です。デザイン学科で学ぼうとする皆さんには、様 な々経験をしてほしいと考
えています。幅広い視野から、様 な々人の立場に立ってものづくりを考えると
ともに、物事の本質を見る目を養って頂きたいと思っています。

大学進学の際は幅広くデザインを学
べる千葉大学を志望しました。日々
の授業では先生や同輩から多くの刺
激を受け、自分の考え方が広がりま
した。そこで得た柔軟性や思考力は、
卒業後も自分の強みになると感じてい
ます。また学科、サークル、部活動
を通して出身や価値観の様々な人と
出会えることは、総合大学である千
葉大学の最大の魅力であり、かけが
えのない財産になると思います。千
葉大学にはそのような環境が待って
います。辛い時もあると思いますが、
ぜひ前を向いて頑張ってください！

【研究領域一覧】
生産システム：  製品デザイン、デザインマネージメント、材料計画、意匠形態学
情報コミュニケーション：  コミュニケーションデザイン、人間情報科学、デザイン心

理学、コマーシャルデザイン
環境ヒューマノミクス：  環境デザイン、人間生活工学、デザイン文化計画、コン

テクスチュアルデザイン

［主な進学先］　進学率　61%
千葉大学大学院

【進路】

［主な就職先］（学部）
トヨタ自動車、マツダ、後藤組、楽天、内田洋行、三井不動産リフォーム、昭
栄美術、パイロットコーポレーションなど

［主な就職先］（大学院）デザイン科学専攻デザイン科学コース
LIXIL、内田洋行、東芝、富士通、AtoJ、CUUSOO SYSTEM、Cygames
など

［業種別就職先］
建設業＝16%、製造業＝21%、運輸・情報通信業＝21%、卸売・小売業＝
16%、不動産業＝5%、サービス業＝16%、公務員＝5%

［1年次］
デザインセミナー、図学演習、デザイン造形実習、統合デザイン実習、
デザイン論、デザイン科学

［2年次］
工業デザイン、トランスポーテーションデザイン、環境デザイン、
コミュニケーションデザイン、デザイン科学演習（以上5つの演習科目は3年次
まで継続）、形の工学、ヒューマンインタフェース論
［3年次］
デザイン数理解析論、色と形の心理学、環境人間工学、生活行動の心理学、
プログラミング演習、デザイン文化計画演習、知的財産権セミナー、
工学倫理

［4年次］
材料計画演習、人間工学演習、卒業研究、デザイン総合プロジェクト

【カリキュラム】（主な専門科目）

デザイン学科
西谷 唯花
……NISHITANI Yuika
（石川県出身／
石川県立金沢二水高等学校卒業）

デザイン学科 教授
担当科目：デザイン科学Ⅰ、
デザイン材料など

寺内 文雄
……TERAUCHI Fumio

人工環境における人間のストレスの評価実験
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工
学
部機械工学科

全ての工業製品は機械工学によって製造されています。私達の身

の回りにある日常製品から遠い宇宙空間の製品まで、大型機械から

原子サイズの構造物まで、輸送機械、情報機器、医療機械など全

てが機械工学による製品です。物理・化学・生物学的な現象を工

学に応用し、新しい学問分野を開拓することも機械工学の重要な使

命です。まさに工学の最先端を担っているのが機械工学なのです。

身の回りから最先端までの
あらゆる機械の設計

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

機械工学科の領域は大きく
4つに分けられます。材料・
強度・変形教育研究領域、
加工・要素教育研究領域、
システム・制御・生体工学
教育研究領域、環境・熱
流体エネルギー教育研究
領域です。これらの領域は、
機械工学を学ぶ者にとって
不可欠な学問分野であり本
学科では 4つの領域にまた
がる専門科目を学習します。私が担当する「ト
ライボロジー」では、機械を運転するときに材
料が摩擦する摺動部において起こる表面現象
とそれを支える技術を学びます。つまり、固体
同士の摩擦と摩耗現象、そしてそれを制御す
るための潤滑技術に関わる学問です。摩擦・
摩耗は機械というマクロな物体の現象ですが、現象の本質を見極めていくと
ナノメートル（10－9m）サイズのレベルで考えないと理解できない現象である
ことが解明されました。また、摩擦・摩耗現象は材料とそれを取り囲む雰囲
気物質の物理・化学的作用によって決まります。機械工学は、機械の設計・
製造という我が国の産業を支える重要な学問領域でありますが、機械で起こ
る現象を解析し明らかにしていくとき、表面や固体内部で起こる物理的ある
いは化学的現象を解明する必要もあります。機械工学に魅力を感じ科学技
術を研究・発展させる学生を望んでいます。

エンジニアをしている父に影響され
て幼い頃よりモノづくりの仕事に興 
味があり、この学科を志望しました。
物理や材料などに関する専門科目
の学習を進めていくにつれ、いまま
で当たり前に享受してきた身の回り
の製品すべてが、材料の選定から
製造にいたるまで理論や経験に基づ
いて作られていることを知り、入学時
とは工学に対するイメージが変わっ
てきました。
学科の学習や実験に取り組み、視
野を広げながら自分が興味のある分
野を探していければと考えています。

【研究領域一覧】
材料・強度・変形分野：材料工学、材料力学、塑性加工学
加工・要素分野：機能要素学、加工物理学
システム・制御・生体工学分野：知能機械システム、ロボット工学、生物機械工学
環境・熱エネルギー分野：  流体数理工学、熱流体エネルギー学、航空宇宙熱

流体工学

［主な進学先］　進学率　70%
千葉大学大学院、横浜国立大学大学院、東北大学大学院、慶応義塾大学大
学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
日立製作所、古河電気工業、トヨタ自動車、JFE鋼板、キヤノン、東芝テック、日
立オートモティブシステムズ、富士通フロンテックなど

［主な就職先］（大学院）人工システム科学専攻機械系コース
JFEスチール、IHI、トヨタ自動車、日立オートモティブシステムズ、リコー、本
田技研工業、J-POWER（電気開発）、KDDIなど

［業種別就職先］
製造業＝63%、運輸・情報通信業＝13%、卸売・小売業＝4%、サービス業＝
13%、その他＝7%

［1年次］
線形代数学、微積分学、力学、材料科学、機械システム入門、プログラミ
ング、機械工学セミナー、基礎化学、電磁気学
［2年次］
微分方程式、工業数学、解析力学、鉄鋼材料、材料力学、熱力学、流体
力学、計測基礎論、基礎制御理論、設計基礎論

［3年次］
機械振動学、塑性力学、機械加工学、バイオメカニクス、ロボット工学、トラ
イボロジー、機械工学実験・実習、機械設計製図、エンジニアリングデザイン、
インターンシップ

［4年次］
自動車工学、燃焼学、宇宙工学、卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

機械工学科
平井 はるな
……HIRAI Haruna
（千葉県出身／雙葉高等学校卒業）

機械工学科 教授
担当科目：物理学BII力学２、
物理学演習BII力学演習２、
トライボロジー、
エンジニアリングデザイン

三科 博司
……MISHINA Hiroshi

エンジン外観
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工
学
部 メディカルシステム工学科 電気電子工学科

過去に経験のない超高齢化社会を迎えた我が国では、医療・福祉・

健康に関する広範な知識と高い実践力を有する工学技術者が社会か

ら求められています。本学科では、この社会的要請に応える人材を

育成しています。また、工学部の他学科はもとより、フロンティア医工

学センター、医学部、看護学部、薬学部、理学部など他の教育研

究組織と連携し、幅広い視野に立つ医療工学技術者の育成を目指し

ています。

医療・福祉・健康に寄与する
エンジニアの養成

【教員メッセージ】

メディカルシステム工学科 
は「医用工学」を学ぶ学
科です。医療という、命に
関わる非常に重要な分野を
技術面からサポートするた
めに、医用工学は存在しま
す。とてもやりがいのある
学問分野です。しかしその
分野を学部から学べる学科
は、国内でもそう多くありま
せん。本学科は数名の医
学系教員を含む約 20名の教員のもと、
医用工学の基礎から応用までをしっかりと
学ぶことができます。具体的には、基盤
的な工学系学問分野である情報、電子、
機械分野の必須科目を学んだ後、医療機器などに関わる応用科目を学び、
さらに卒業論文や修士論文の研究を通して、それら分野の研究の基礎を身
に付けます。卒業した学生は、医療産業界をはじめ、情報、精密機械など
多様な企業に順調に就職しています。
私自身は医用画像工学を研究しています。医療の中でＸ線写真やＣＴ，ＭＲＩ
など医用画像の重要度はますます高まっています。それら画像の質や精度
の向上、応用技術について、医師や企業と共同で研究を行っています。
ＣＴやＭＲＩの発明は医療に多大に貢献し、その発明者はいずれもノーベル
賞を受賞しています。ぜひ、大志をもった高校生がメディカルシステム工学科
を志望してくれることを期待しています。 【研究領域一覧】

医用情報分野：医用画像計測、医用画像処理、生体計測
医用電子分野：ロボット工学、生体電磁波工学、手術支援

［主な進学先］　進学率　76%
千葉大学大学院、東京大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学など

【進路】

［主な就職先］（学部）
東日本旅客鉄道、NEC、シアトルコンサルティング、日本GE、ホーチキ、放射
線医学総合研究所、ミツトヨ、EMCなど

［主な就職先］（大学院）人工システム科学専攻メディカルシステムコース
日立製作所、オリンパス、日立アロカメディカル、キヤノン、日立メディコ、FFRI、
GEヘルスケア・ジャパン、オリンパスソフトウェアなど

［業種別就職先］
製造業＝55%、運輸・情報通信業＝27%、サービス業＝18%

［1年次］
生体生理工学Ⅰ・Ⅱ、医療現場体験、メディカル工学セミナー

［2年次］
回路理論、電子回路、システム制御理論、プログラミング基礎

［3年次］
医用情報ネットワーク、医用機械システム設計、医用画像処理、
メディカルシステム実験、インターンシップ

［4年次］
医用電磁工学、医用支援機器、診断計測工学、卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

【学生メッセージ】

メディ工（めでぃこう）って聞いたこ
とありますか？千葉大学にある、医工
学を勉強するメディカルシステム工学
科の略称です。メディ工では、1、2
年次に医学や工学に関わるさまざま
な基礎知識を学び、3年次に研究室
に配属されます。私は、現在医療訓
練支援のための研究に携わっていま
す。企業の方々や医師の方 と々話し
合いをしながら研究を進めていくこと
で、新しい世界が広がっていくのを
実感しています。

メディカルシステム工学科
岩崎 翔子
……IWASAKI Shoko
（東京都出身／大妻高等学校卒業）

メディカルシステム工学科 教授
担当科目：情報理論、ディジタル画
像処理、医用画像工学（大学院）

羽石 秀昭 
……HANEISHI Hideaki 

メディカルシステム実験
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工
学
部電気電子工学科

電気電子工学は 20世紀後半から急速な発展を遂げ、電気機器、情
報通信、輸送機器、化学プラント、医療機器、公共システムなど、あ
らゆる工学分野に深く浸透した最重要基盤技術として現代社会を支え
ていると言っても過言ではありません。本学科では、このような実社会
において活躍できるための専門教育を展開して行くとともに、異なるバッ
クグラウンドの人と協調して、他分野にも向かっていける、新しい技術
を創造できる学際的な素養を持ち、旧来の枠にとらわれない人材の養
成を目指しています。このため、本学科では常にカリキュラムを見直す
など時代あった教育効果を高める努力をしており、学生もこれに応え
て勉学に励んでいます。

電気電子工学の基礎学問から
先端的応用分野まで

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

電気エネルギーの利用、情
報通信、コンピュータ、イン
ターネットなど、現代社会は
電気電子工学に支えられて
います。今日の社会の繁栄
を維持し、さらに地球環境
との調和を図っていくため
には、今の電気電子工学 
をさらに発展させ続けなけ
ればなりません。このような
使命を担う学科が、電気電
子工学科です。本学科での教育・研究は、広
い視野に立ち、電気電子工学の基礎学問から
先端的応用分野を学ぶための新しい体系に基
づく教育と研究成果を創り出すことを目指してお
ります。４年次からは、波動応用・電子回路、半導体物性・電子デバイス、
電子システム・電力変換・制御、電子情報・通信分野の研究領域の４つの
研究領域内のいずれかの研究室に所属し、各分野の最先端で活躍する教
員の指導のもと、４年間の学習の集大成である卒業研究を行います。その
ために、本学科が求める入学者は、「電気電子工学科の社会的使命に興味
を示し、その科学技術の発展に寄与したいと強く希望する人。さらに、その
ための専門的な知識・能力を習得する意欲と、それを支える基礎的素養を
備えている人。」です。高等学校の履修科目において学んだ広範な知識が
しっかり理解できていることを望みます。

幼い頃から電気機器やコンピュータ
に興味があり、詳しく学びたいと思
い電気電子工学科を選択しました。
電気電子と言っても非常に幅広く、
まだどの専門分野に進むか悩んでい
ますが、広範な学問領域に対応でき
る力を付けられるのも本学科の魅力
です。１年生では多くの一般教養と、
専門分野の基本を学びます。基本
とはいえ、高校に比べ内容は高度
で学びがいがあります。是非みなさ
んも個性豊かな仲間達と共に「より
高きものを目指して」頑張ってくださ
い。

【研究領域一覧】
波動・回路分野：電磁波物理工学、電磁界解析、波動電子デバイス
物性デバイス分野：分子機能デバイス、光エレクトロニクス
システム・制御分野：システム設計、パワーシステム、システム数理
情報通信分野：電子情報システム、電子通信システム

［主な進学先］　進学率　81%
千葉大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、筑波大学大学院、
首都大学東京大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
東京電力、東京ガス、大日本スクリーン製造、住友電装、TDK、エヌ・ティ・ティ
システム開発、ジョンソンコントロールズ、ヨドバシカメラなど

［主な就職先］（大学院）人工システム科学専攻電気電子系コース
NTTデータ、日立製作所、ソフトバンクグループ、日本放送協会、富士電機、
本田技研工業、双葉電子工業、IHIなど

［業種別就職先］
製造業＝46%、電気・ガス・水道業＝15%、運輸・情報通信業＝31%、卸売・
小売業＝8%

［1年次］
電気電子工学セミナー、電磁気学Ⅰ、プログラミングおよび実習、微積分学、
線形代数学、物理学・物理学基礎実験

［2年次］
電気電子工学実験Ⅰ、電磁気学Ⅱ・Ⅲ、回路理論Ⅰ・Ⅱ、微分方程式、
応用数学、基礎電子物性、電気電子計測、シミュレーション

［3年次］
電気電子工学実験Ⅱ・Ⅲ、計算機の基礎、基礎電子回路、制御理論Ⅰ・Ⅱ、
半導体物性、通信工学基礎、電力システム、半導体デバイス、プロジェクト
実習

［4年次］
卒業研究、技術者倫理、先端情報産業論、光エレクトロニクス、
電力変換システム設計

【カリキュラム】（主な専門科目）

電気電子工学科
青木 伴晋
……AOKI Tomoyuki
（岐阜県出身／岐阜県立大垣北高等学校卒業）

電気電子工学科 教授
担当科目：情報処理、最適
化理論、計算機の基礎

小圷 成一 
……KOAKUTSU Seiichi

プログラミング及び演習
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工
学
部 ナノサイエンス学科 共生応用化学科

｢原子・分子を自由に操る｣ ―    物の性質を、その根源から組み上

げて意のままに創り出す。近年のナノテクの発展により、これまで不

可能であったことが、今まさに実現しようとしています。私たちは、ナ

ノサイエンス分野に羽ばたく挑戦者を育てたいと考えています。少人

数教育を基本に、教員との密接なコミュニケーションと世界レベルの研

究を体験し、専門性、広い視野、柔軟な価値観、国際的活動力をも

つ力強い研究者・技術者の育成を目指します。

1 0 億分の 1 メートルの世界を
究める明日の科学

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

ナノサイエンス学科では、
物質の性質（物性）を非
常に小さなナノメートルス
ケールで研究しています。
現在は一つ一つの原子と
分子を操作して、微小構造
を作ることができます。この
ようなナノシステムでは普通
の物質と違って、科学的に
も物理的にも面白い性質が
現れます。たとえば原子一
つ分の厚みの黒鉛である「グラフェン」は非常に
強くて、伝導率が高いナノ材料です。また、高
価で、破れやすいシリコンの代わりに有機分子で
ソーラーセルとLEDを作ることもできます。ナノ
サイエンス学科では新しい有機分子を探して、ナノスケールで並べて、新し
い機能の素子を作ることも目指しています。私たちのグループはとくに触媒に
使われる金属酸化物のナノ粒子とスピントロニクスに関する磁性の分子フィル
ムに興味を持っています。数値シミュレーションを用いて理論的に電子と磁化
状態および光との相互作用を調べています。私は学部で電磁気学と物性物
理科学を教えています。これらは学術的・技術的なキャリアにおける大事な
基礎科目です。In our course, you will get a solid training in physical 
science and practical experience in international research groups. If you 
like maths, physics and chemistry and are curious about the scienti�c 
challenges of future electronic devices, then the Nanoscience course is 
the right choice for you.

ナノサイエンス学科には、飛び入学
や早期卒業など、自分の可能性を試
せる様 な々制度が設けられています。
私はその中の一つである理数大好き
学生選抜のことを高校生の時に知り、
この学科を志望しました。
1年生から、先生のサポートを受け
て実験を行い、多くのことを学んでい
ます。ナノサイエンスは、目には見え
ないとても小さな世界のことですが、
あらゆる分野に応用可能な大きな可
能性を秘めた分野です。未来を変え
るかもしれない、そんな研究をあなた
も一緒にしてみませんか。

【研究領域一覧】
ナノ分子物性工学研究分野
ナノ量子物性工学研究分野
ナノ基礎物性理論研究分野

［主な進学先］　進学率　77％
千葉大学大学院、大阪大学大学院

［主な就職先］（学部）
日本アイ・ビー・エム、東芝マイクロエレクトロニクス、JR東日本テクノロジー、シー
エーシー、CRAZY TV、アドヴァンスト・インフォメーション・デザインなど

［主な就職先］（大学院）ナノサイエンス専攻ナノ物性コース
ジャパンディスプレイ、J Miracle、JESCOホールディングス、JR東海、NEC
ソリューションイノベータ、NOK、NTTデータ数理システム、アドバンテスト 
など

【進路】
［業種別就職先］
製造業＝25％、運輸・情報通信業＝37％、サービス業＝13％、その他＝25％

［1年次］
ナノ・分子物性概論、力学、微積分、基礎化学、化学基礎実験、電磁気学、
線形代数、物理学基礎実験

［2年次］
熱統計力学、振動と波動、ナノ物性化学、回路理論、応用物理学実験、
量子力学、構造解析学

［3年次］
物性物理学Ⅰ・Ⅱ、量子分子科学、真空・ナノ薄膜工学、ナノ計測科学、
数値解析、ナノ物性科学実験

［4年次］ 
ナノ・分子物性研究（卒業研究）、ナノ物性科学セミナー、
物性物理科学Ⅲ・Ⅳ、専門外国語

【カリキュラム】（主な専門科目）

ナノサイエンス学科
小林 久珠
……KOBAYASHI Kumi
（栃木県出身／
栃木県立宇都宮女子高等学校卒業）

ナノスケール分子集合体の電子構造を調べるための高分解能紫外光電子分光装置

ナノサイエンス学科
担当科目：電磁気学、
物性物理科学、数値解析

クリューガー ピーター
……KRÜGER Peter

74
Chiba University  2015-2016



工
学
部共生応用化学科

21世紀の ｢化学｣ は単に科学技術を発達させるだけでなく、環境を保

全しつつ地球資源を有効に活用して人類の真の福祉に貢献することが求

められています。そのためには、環境に調和する化学プロセスの開発や、

環境に適合した新物質の創製が不可欠です。種々の外部刺激（情報）

を捕捉・応答する機能を生体から抽出し、化学的に実用化して、これら

を代替あるいは超越する物質やプロセスを開発することで、人類が環境

に調和し、他の生物と共生していく｢新しい応用化学｣ を担う人材を育

成していきます。

バイオと環境をキーワードとする
新しい応用化学

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

当学科は、化学を基本とし
て人類が共に生活し、豊か
な資源を子孫に残すための
知恵を育むことを目標として
います。皆さんにとっての
「化学」の印象は、様々な
元素や物質の性質や反応
を覚え、熱量の収支計算
や化学量論から濃度を求め
るといった記憶と計算の学
問ではありませんか？実際
は、化学反応により新しい物質や性質を創り出
すことを目的に、あらかじめどんな反応が起こ
るかを考え、それを実現する学問です。大学
の 4年間はその基礎を学び、論理立てて化学
を考える訓練をする場です。いろいろな現象を化学の視点で考えていくと、
見えてくる世界がどんどん変わってきます。たとえば滴定指示薬の色の変化
は、水素イオン濃度の変化による酸と塩基の濃度比の絶妙な差やそれらの
分子構造の変化で説明できるのです。私たちは化学を考える上で必要な教
育カリキュラムと教育・研究設備を備え、皆さんが実社会の現場で活躍でき
るよう導いていきます。化学の守備範囲は多彩であり、卒業生は製薬産業、
化学産業、電気産業、金属産業、エネルギー産業と幅広く様々な分野に進
出しています。ぜひ将来の自分の武器となる化学を「工学部の化学」で学び、
人類の共生を目指した新物質や新プロセスに貢献してください。

高校で化学を勉強した時に興味を
持ち、共生応用化学科に入学しまし
た。大学の授業では幅広く化学を
学ぶことができ、学んだ知識がつな
がり理論や原理が理解できるように
なっていくところに面白さを感じてい
ます。また、大学に入学して化学だ
けではなく、物理や英語の大切さに
も気付かされました。学生同士で課
題について考え、授業や実験を通し
て新たな発見や理解を深めることが
できるので、充実した大学生活を送
ることができると思います。

【研究領域一覧】
バイオ機能化学：  バイオプロセス化学、バイオマテリアル、生体模倣高分子、

環境調和高分子材料
環境調和分子化学：  有機ナノ材料、精密有機化学、環境調和有機合成、 

エネルギー変換材料化学
無機・計測化学：セラミックス化学、極限環境材料化学、計測化学、環境化学
資源プロセス化学：触媒化学、表面電気化学、資源反応工学

［主な進学先］　進学率　78%
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、
東北大学大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
武田薬品工業、太平洋マテリアル、ジーエルサイエンス、メンテック、アイネット、
サカタインクス、日弘ビックス、千葉県庁など

［主な就職先］（大学院）共生応用科学専攻共生応用科学コース
横浜ゴム、日立化成、花王、東ソー、日産化学工業、AGCコーテック、DIC、
DNPファインケミカル

［業種別就職先］
製造業＝47%、運輸・情報通信業＝26%、卸売・小売業＝11%、サービス業
＝11%、公務員＝5%

［1年次］　
基礎化学、無機化学Ⅰ、有機化学Ⅰ、化学基礎実験

［2年次］　
物理化学、分析化学、安全工学、生体分子の化学、分析化学実験、
高分子化学、環境化学、化学英語

［3年次］　
グリーンケミストリー、表面計測化学、有機構造解析、生体高分子化学、
特許法概論、共生応用化学実験

［4年次］　
環境適合無機材料、エネルギー資源工学、生物化学工学、光化学、
セミナーⅡ、卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

共生応用化学科
野﨑 彩花
……NOZAKI Ayaka
（千葉県出身／
お茶の水女子大学附属高等学校卒業）

共生応用化学科 教授
担当科目：分析化学

藤浪 眞紀
……FUJINAMI Masanori

共生応用実験（有機化学実験）をする3年生
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工
学
部 画像科学科 情報画像学科

化学・物理はもとより、人間の感性など広範囲にわたる総合学問領域です。

他大学にはほとんど存在しない学際領域のため、社会的にもこの分野で先

導的な役割を果たしてきました。本学科の母体は、長い伝統を誇る印刷・

写真・テレビですが、さまざまな新型ディスプレイや電子ペーパーの出現、

ナノメートルサイズの材料を用いた新しい画像素子の提案などにより画像の

マテリアルの分野は大きな変貌を遂げようとしています。またそうした進歩に

ともない、新しく形作られた画像を評価する感性が重要となっています。

画像を通じて夢ある未来を
実現する

【教員メッセージ】

画像科学科は、テレビ、 写
真、 印刷、 コピーといった伝
統的画像をさらに発展さ
せ、近未来の画像を創り出
そうとしています。こうした
学科の長い伝統と高いチャ
レンジ精神は、画像を扱う
有名・優良企業からの厚い
信頼を得ています。また、
「画像」を総合的に“科学
する”学科です。「化学」、
「物理」そして「人間」に関する科目を柱と
したカリキュラムにより、記録材料、ディスプレ
イ、人による知覚などの学問領域を修得しま
す。例えば、液晶テレビ画面などに使われて
いるレアメタルは、将来的な安定供給が懸念
されていますし、また曲げられないので将来
出現する折り曲げテレビや電子ペーパーに不向きです。本研究室ではそれ
に代わる新材料を開発しようとしています。さらに、画像材料を研究している
と、思いがけずに他の科学分野（エネルギー分野など）の材料に関連する
ことがあります。画像の分野がいろいろな学問の総合であり、大きな広がり
を持つことのあらわれです。他の科学分野に貢献できる可能性もあり、私た
ちの見つけた新しい材料やシステムが次世代の画像素子やエネルギーシステ
ムに利用され、社会に貢献できる日を夢見ています。自分を高め、大きな社
会貢献をしたいという意欲のある人を求めています。

【研究領域一覧】
画像化学：画像記録・表示材料、光機能材料、光反応化学
画像応用物理：応用光学、光計測工学、光物性物理学
画像表現：視覚情報、画像評価、画像解析

［主な進学先］　進学率　73%
千葉大学大学院、東京工業大学大学院、筑波大学大学院、大阪大学大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
図書印刷、東日本旅客鉄道、日本放送協会、大和ソフトウェアリサーチ、東京
メトロポリタンテレビジョン、エクサ、テセック、エデルタなど

［主な就職先］（大学院）情報科学専攻画像マテリアルコース
フジクラ、リコー、凸版印刷、NTTデータ、アウトソーシングテクノロジー、アシッ
クス、キヤノンファインテック、コニカミノルタなど

［業種別就職先］
製造業＝34%、電気・ガス・水道業＝8%、運輸・情報通信業＝50%、公務
員＝8%

［1年次］
専門基礎科目（線形代数、微積分、力学、電磁気、基礎化学等）、
画像科学セミナー、イメージサイエンス総論

［2年次］
高分子科学Ⅰ、画像有機化学、画像物理化学Ⅰ、量子力学入門、
熱統計力学入門、振動と波動、心理物理学、画像解析学Ⅰ

［3年次］
画像システム工学、画像物理化学Ⅱ、光反応化学、応用光学、
フーリエ解析、光物性物理学、インターンシップ、画像産業汎論
［4年次］
卒業研究、画像科学演習Ⅰ,Ⅱ

【カリキュラム】（主な専門科目）

【学生メッセージ】

私は色彩や光、カメラやレーザーに
興味があり、画像科学科を志望しま
した。当学科は、化学や物理だけ
でなく、人間工学など多岐に渡る講
義を受けることが出来ます。また、
短期の交換留学制度があり、私もタ
イでプリンティングやマテリアルにつ
いて学びました。日本と異なる文化
に触れることもでき、とても良い経験
となりました。現在はレーザーを扱う
研究室で量子物理学を学んでいま
す。留学生も多く、異文化交流を深
めながら研究生活を送っています。
ぜひ一緒に充実した学生生活を過ご
しませんか。

画像科学科
藤原 穂波
……FUJIWARA Honami
（愛媛県出身／愛媛県立今治西高等学校卒業）

画像科学科 教授
担当科目：画像物理化学Ⅲ、
画像システム工学、
イメージサイエンス総論、
画像科学セミナー

星野 勝義
……HOSHINO Katsuyoshi

おもちゃの画像と、それに対して撮った３次元写真画像（ホログラム）
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工
学
部情報画像学科

｢情報｣ が現在の私たちの社会の基盤となっています。情報流通は、情報を

数理的に把握する基礎的領域のみならず、それらに整合した知的画像情報処

理技術や、それを支えるハード・ソフトウェア技術、通信技術、そして現代社

会で大きな課題となっているセキュリティ技術や信頼性技術、さらにはリアルタイ

ム処理、携帯性などを実現する組込みシステム技術、電子回路技術の把握など、

幅広い領域が関係しています。本学科では情報流通に関する数理や技術に加

えて、情報が人間に伝わる仕組み、効果的に伝える方法についても学びます。

情報と画像をコアに
未来を拓く

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

情報通信技術の発展に伴
い、人と人のつながり、国
と国との関係、社会・経済
活動は変革の時を迎えてい
ます。スマートフォンなどの
情報機器は既に人間ととも
に存在し、今まさに人類は
《情報機器・情報ネットワー
クとの融合》による次のス
テージに向けた大きな進化
を始めています。本研究室
の卒業研究では、音声認識などの音声・音 
楽情報処理、それを利用した音声対話システ 
ム（ロボット）、そのための自然言語処理などの
研究、障がいのある方を支援するための福祉
情報工学に関する研究などを行います。3年
次の「ヒューマンインタフェース」の講義では、誰もが使いやすいシステムの
あり方を学ぶことで、人と人のより良いコミュニケーションをも実現可能にする
人材を育成しています。情報システムや画像システムの研究を通じて「人間
自身を解明する」ということも本学科の特徴で、人間を見つめなおし、人と
人とのつながりを常に念頭においた技術者の育成に通じているのではないか
と考えています。「技術を通じて、世の中の役に立ちたい、人 を々幸せにし
たいという思いを持った人」、そのうえで、SFやアニメに描かれる未来の技
術を「自らの手で」実現したいという意欲と、基礎学力を持つ学生を期待し
ています。

私はメディアに関心があり情報画像
学科を志望しました。
情報画像学科では、情報工学と色
彩や画像を専門的に扱っています。
情報工学と画像処理は互いに密接
に関係しており、これからの生活を
支えていく技術であり、私の興味に
最適な学科でした。
講義はプログラミング、画像処理、
色彩工学、音声など多様性に富ん
でいて、とくに画像処理はとても楽し
いです。
卒業後も必ず、この学科で学んだ
知識を生かして活躍できると確信し
ています。

【研究領域一覧】
情報処理工学：  情報システム、計算機システム、コンピュータネットワーク、情報

数理、生体・生命情報処理、認識情報処理、音声・言語処理、
福祉情報、人工知能

物理情報工学：  物理情報・視覚工学、視覚情報処理、色彩画像工学、コン 
ピュータグラフィックス、コンピュータビジョン、画像解析、画像
理解、質感工学、リモートセンシング

［主な進学先］　進学率　75%
千葉大学大学院、東京大学大学院、北海道大学大学院など

【進路】

［主な就職先］（学部）
日本アイ・ビー・エム、日立ソリューションズ、大日本印刷、キヤノン、野村総合
研究所、日研総業、新日鉄住金ソリューションズ、福井県庁など

［主な就職先］（大学院）情報科学専攻知能情報コース
リコー、日立製作所、キヤノン、みずほ情報総研、ヤマハ、本田技研工業、ソ
フトバンクグループ、ANAシステムズなど

［業種別就職先］
製造業＝21%、運輸・情報通信業＝63%、サービス業＝5%、公務員＝11%

［1年次］　
専門基礎科目（微積分、線形代数、力学、電磁気等）、
情報画像リテラシー、情報画像概論

［2年次］　
計算機システム入門、プログラムの設計と実現、フーリエ変換と画像、
色彩と画像、プログラム演習

［3年次］
視覚情報処理、計算機アーキテクチャ、ソフトウェア設計論、情報通信ネット
ワーク、ディジタル信号処理、生体情報システム論、コンピュータグラフィック
ス

［4年次］　
卒業研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

情報画像学科
篠原 准
……SHINOHARA Shun
（千葉県出身／日本大学習志野高等学校卒業）

対戦型ロボット製作に関するプロジェクト実験の様子

情報画像学科 教授
担当科目：情報画像概論、
ヒューマンインターフェース、
音声情報処理（大学院）

黒岩 眞吾
……KUROIWA Shingo
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千葉大学園芸学部の教育の特徴

「園芸」という言葉からイメージされるのは花や野菜の栽培、
造園といった限られた分野かもしれません。しかし、千葉大
学園芸学部が網羅するのは、「食・緑・健康」に関する幅広く、
深い領域です。「園芸」「応用生命化学」「緑地環境」「食料資
源経済」の 4学科に 7つの教育プログラムが設けられていま
す。私たち人類が直面する、食料や資源、開発、環境、健康、
生命など多様な課題に取り組むための学びがあります。

1 食・緑・健康をテーマに多様な課題に取り組む

園芸学部では教育プログラム制度を採用しています。入学後
にまず基礎的な力を養ったうえで、2年次後期に 7つの教育
プログラムから専攻を選択し、具体的な研究課題に取り組ん
でいきます。教育プログラムは、少人数による実習や演習、
専攻研究が中心。教員の目が行き届く少人数体制で、課題を
設定し解決する柔軟な能力を養っていきます。また、大学院
での研究とも連動しているので、より専門的な能力を途切れ
ることなく高められます。

2 具体的な課題に取り組む教育プログラム制度

園芸学部がテーマとする食料や環境の課題は日本のみならず
世界規模のものです。本学部では、海外の大学や研究機関と
の交流を積極的に進めるとともに、学生に対しても海外への
交換留学や語学研修を後押ししています。現在では 17カ国
31大学と交流協定を締結。また、本学部は国際的にも評価が
高く、9カ国から 82名が留学しています（2015年4月1日 現
在）。海外への留学や外国人留学生との交流を通じて、広い
視野を身につけられるのも千葉大学園芸学部の特徴です。

3 国際交流を通じて、広い視野を持つ人材を育成

100年以上の歴史を通じて、緑と人間との関わりを探求してきた千葉大学園芸
学部。国立大学では唯一の園芸学部の研究は、時代の要請とともに柔軟に変化
してきました。その領域は今、バイオテクノロジーや資源・エネルギー、環境
保全と再生、ランドスケープの創造、そして医学と福祉の分野へと広がりを見
せています。本学部では、都市に拠点を置きながら、社会の課題の解決に寄与
し、世界で通用する技術者や研究者の育成を目指しています。
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◉千葉大学園芸学部入学者受入れの方針

1. 「食と緑」の領域に好奇心を持って取り組み、
    新しい発見と創造にチャレンジする意欲のある人
2.高等学校までに学ぶべき事柄を幅広く修得している人
3.入学後の学修において必要となる基本科目に関する基礎学力を有している人
4.他者と協力して物事に取り組むのに必要なコミュニケーション能力と学力を有している人
5.専門技術者として、グローバルな視点、地域の視点に立って
    社会に貢献する熱意のある人

松戸キャンパス風景（フランス式庭園）

◉園芸学部各学科の求める人物像
園芸学科の求める人物像
・植物の生産に関する諸問題や生物学的現象に広く関心を持ち、先端的栽培技術やバイオテクノロジー、植物を取り巻

く生態系や物理的・化学的環境の管理や分析など、さまざまな専門知識や技術を幅広く学び、生かそうとする意欲が
ある人

応用生命化学科の求める人物像
・生命のしくみや生体分子の機能を探求するのに必要な知識・理論・技術を修得し、生命現象の理解や生物資源の利用、

さらには食品・環境・健康に関する課題の解決に意欲的に取り組める人

緑地環境学科の求める人物像
・人と自然が共生する豊かで持続的な環境を保全し創造するために、緑地環境に関わる解析や、計画・設計、施工・管理・

運営に関わる知識や技術を身につけ、発展させる意欲のある人

食料資源経済学科の求める人物像
・国際化した現代社会における食料および農村資源や環境の役割と意義について学び、21 世紀における社会のあり方と個人の役割

を考え、社会科学の知識を生かして積極的に行動する意欲のある人

庭園植栽の管理実習 分析実験風景 植物工場でのトマト栽培

園芸学研究科・園芸学部の学舎は、ゆっ
たりと流れる江戸川のほとり、富士山を遠
望する千葉県松戸市の緑豊かな丘の上に広
がっています。都心から 20分という都市
環境にありながら、自然に恵まれ、多様な
動植物で構成される緑溢れるキャンパスで
す。2009年に創立 100周年を迎えた私た
ちは、古くからパイオニアとして、都市と深
い関わりを持つ園芸農業と緑環境に関る
分野の教育研究を行ってきました。その教

育・研究の対象は、園芸作物の栽培・育成・
利用技術と造園に関る技術から、生命科学
（バイオテクノロジー）、環境科学へと広が
り、さらに生活空間の科学や人々の身体や
心の健康までを含む幅広い分野について、
自然科学と社会科学・人文科学を統合し
た学際的なアプローチを展開しています。
園芸学部に入学される皆さんが、本学部で
の学びを通して社会のそれぞれの分野で
活躍されることを期待します。

園芸学部長
沖津 進
……OKITSU Susumu

文理融合的アプローチにより学際的、国際的に幅広い視野から
教育・研究を行なう「食と緑の国際総合学府」
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園芸学科 応用生命化学科

園芸学科では、園芸植物の育種から生産過程、生産環境の解明、お
よび生産への利用技術の開発など、基礎から応用までの知識と技術を
身につけたエキスパートの育成を目指しています。そのために、本 
学科には「栽培・育種学プログラム」と「生物生産環境学プログラム」
の２つのプログラムを設け、園芸植物の高度栽培技術、それらと密接
に関わる品種改良に関する先端的技術の教育、生産環境の物理的、
生物的、化学的要因の解明・利用技術に関する教育を行っています。
本学科で学ぶことにより、微生物から地球環境まで幅広い視野と豊か
な創造性を備えて、食料資源に関する諸問題などを解決すべく、社会
で活躍できる人材となることができます。

園芸作物の育種・栽培から
生産環境の管理まで、体系的に学ぶ

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

私たちの学科では、園芸
植物を対象にした新品種の
育種、品種改良、先端的
栽培・管理技術、生産環
境の管理技術に関わる基
礎から応用までの幅広い教
育・研究を行っています。
ひとつの場所で、園芸学を
体系的・専門的に深く学べ
るところは他にはありませ
ん。また、私たちの学科は、園
芸学の教育・研究に関して 100年を超える歴史
を有しており、これまでに園芸産業や農林水産業の
分野で活躍する数多くの卒業生を輩出しています。
私の専門は、生物間のコミュニケーションを仲介
する化学物質の働きや化学構造を解明する化学生態学です。得られた成果
は園芸植物の栽培環境管理、とくに生物被害対策に応用し、環境保全型農
業に貢献することも視野において研究を進めています。最近も性フェロモン
を利用して果樹の害虫であるヒメボクトウの被害を低減する技術を、地方自
治体や企業の研究者と共同で開発しました。
大学では学んだ知識・技術をもとに、自ら課題を解決する力と積極性が求め
られます。私たちはそのような力を身につけるための支援をします。生物現
象に対する高い好奇心を持ち、園芸学の知識と技術をみにつけて、将来的
に園芸学のエキスパートとして、社会さらには世界に貢献したい意欲のある
人を待っています。

園芸学科は実習、実験を通して園
芸植物に関する知識や技術を体験
的に学ぶことができます。また、多く
の緑に囲まれている松戸キャンパス
は気持ちが穏やかになり、大学生活
を豊かにしてくれます。高校時代は
植物についてもっと学びたいと思い
千葉大学を志望しましたが、大学に
入ってから様々な専門の先生と出会
い、農業と昆虫の深い関係性を学び、
とても惹かれました。現在、応用昆
虫学研究室に所属し、昆虫の性質を
利用した害虫防除を目指して、害虫
管理に関する勉強に励んでいます。

【園芸学科　プログラム一覧】
栽培・育種学プログラム
園芸植物の高度栽培技術、それらと密接に関わる品種改良に関する先端的技
術、バイオテクノロジー、およびそれらの総合知識を体系的に修得し、園芸生
産のエキスパートを育成します。
生物生産環境学プログラム
作物生態系の基盤である気象および土壌を学び、そこに生息する植物、昆虫、
微生物等の知識を持ち、施設農業およびフィールド農業の環境を幅広く理解し、
理工学的、生物学的、化学的な素養を合わせ持って植物生産環境の創生・管
理ができる人材を育成します。

［主な進学先］　進学率　50%
千葉大学大学院園芸学研究科、筑波大学大学院数理物質科学研究科、明治
大学大学院農学研究科

【進路】

［主な就職先］（学部）
タキイ種苗、永谷園、キユーピー、山崎製パン、日医工、日本 IBMシステムズ・
エンジニアリング、東日本旅客鉄道、日本ハム東販売、ユニリビング、JA全農、
日本郵便、農林水産省、千葉県庁、埼玉県庁、愛知県庁
［主な就職先］（大学院）
日本製粉、ツムラ、日本農薬、豊田通商、ジブラルタ生命、大和ハウス工業、 
（独）森林総合研究所、千葉県庁、埼玉県庁、世田谷区役所

［業種別就職先］
農業・林業＝13%、製造業＝34%、公務員＝18%、卸売・小売業＝13%、
複合サービス事業＝10%、情報通信業＝3%、運送業＝3%、生活関連サー
ビス業＝3%、教育・学習支援業＝3%

［１年次］
園芸学セミナー、基礎化学A、生物学A、栽培・育種学概論、生物生産環
境学概論、農場実習Ⅰ

［２年次］
技術者倫理、植物生理学、園芸植物繁殖学、果樹園芸学総論、花卉園芸
学総論、蔬菜園芸学総論、遺伝学、育種学、作物学総論、農業気象・環
境学、植物環境工学、ポストハーベスト工学、植物保護学、土壌学、植物
栄養学、植物病学総論、昆虫学、化学生態学、農場実習Ⅱ

［３年次］
細胞遺伝学、落葉果樹栽培論、食用作物学、植物環境制御学、微気象学、
植物病理化学、害虫防除論、栽培育種学実験、栽培・育種学専門実習、
生物生産環境学実験、生物生産環境学専攻実習

［４年次］
専攻研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

園芸学科
山本 裕生
……YAMAMOTO Yuuki
（埼玉県出身／埼玉県立越谷北高等学校卒業）

園芸学科 教授
担当科目：化学生態学、
植物保護学

中牟田 潔
……NAKAMUTA Kiyoshi

農場実習にて柑橘の摘果を行う1年生
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応用生命化学科

微生物、植物、動物を用いた生物資源の有効活用を目的に、生物の
機能、細胞構成物質、代謝生産物等の性質について総合的に学び
ます。またそれらの知識に基づいて、生物化学・分子生物学的手法や、
関連する遺伝子、細胞内外の酵素等の機能性タンパク質、機能性糖
質、機能性脂質等の基礎学理と応用技術理論の究明に向けての教育・
研究を行っているのが「応用生命化学プログラム」です。食料・資源・
環境問題など現在人類が直面している諸問題を解決できる人材の育
成を目指しています。卒業後に食品衛生監視員または食品衛生管理
者になる資格が得られる食品衛生コースも設けられています。

生物機能を生物学・化学的に解明し
諸問題の解決に挑む

応用生命化学科でおこなっている遺伝子解析や動物実験

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

応用生命化学科では食料・
資源・環境問題など現在
人類が直面する課題に対し
て分子生物学や生物有機
化学を用いて解決すること
を目的にしています。その
ために、微生物、植物、
動物（食品の機能性や栄
養化学）などの生物資源
の応用的研究のみならず、
生物機能を解明するための
基礎的研究を行っています。これらの生命
の働きを深く知ることにより、多様な応用に
結びつくからです。本学科では、これらに
関係する知識や技術を総合的に学ぶこと
ができます。食品の安全も主要なテーマです。卒業生の多くは食品業界で
活躍しています。皆さんも、卒業までに食品や分子生物学または有機化学
のエキスパートになっていることと思います。もう一つ重要なことは国際的な
人材に育つことだと思います。本学はスーパーグローバル大学に選ばれてお
り国際交流に力をいれていますので積極的に利用して下さい。
私の研究テーマは、植物が環境ストレスを受けた時に働く転写調節因子を探
し、その機能を明らかにすることです。植物では多様な転写調節因子が働
いていますが、いままでほんの一部が解明されたにすぎません。転写調節
因子は遺伝子発現のスイッチなので、それらの働きを利用することにより、環
境ストレスに耐性のある植物（作物）を作ることができます。

応用生命化学科は、遺伝子レベル
から個体レベルまで様々な生命現象
を題材に、日々 研究に励んでいます。
始めからやりたいことが明確にあっ
た人、全くなかった人と、始まりは様々
です。自分が何かに興味を持つきっ
かけはどんなことでもよく、その選択
を支えてくれる環境、先生方がこの
大学にはそろっています。“Univer 
sity exists to talk to people,”　大
学機関に所属し、様 な々人と出会い、
話し、考えることによって、自分の可
能性を広げて下さいね。

【応用生命化学科　教育プログラム】
１年前期に開講される応用生命化学セミナーでは、教員１名に対し、学生４~５
人という少人数のセミナー形式をとり、課題を通じて一般教養を学び、さらにプ
レゼンテーション、議論する力を養います。１～２年次に一般教養および化学や
生物に関係する専門基礎科目を学びます。３年次ではさらに専門性の高い科 
目と実験を中心としたプログラムを組んでいます。４年次は各研究室に分かれ、
指導教員のもとで卒業研究を行い卒業論文を完成させます。

【進路】

［主な進学先］　進学率　58%
千葉大学大学院園芸学研究科、千葉大学大学院融合科学研究科、千葉大学
大学院医学薬学府、東京大学大学院農学生命科学研究科

［主な就職先］（学部）
中村屋、合同酒精、敷島製パン、NCS&A、富士通ミッションクリティカルシス
テムズ、興和、三菱食品、（財）食品環境検査協会、セコム、福井県庁、渋
谷区役所、文京区役所

［主な就職先］（大学院）
大和ハウス工業、井村屋、カゴメ、昭和産業、中外製薬、オージス総研、練
馬区役所、文京区役所

［業種別就職先］
製造業＝31%、情報通信業＝15%、卸売・小売業＝15%、学術研究・専門・
技術サービス業＝8%、その他サービス業＝8%、公務員＝23%

［1年次］
生命技術者倫理、応用生命化学セミナー、物理学の世界、基礎化学A、
基礎化学B、生物学A、化学基礎実験Ⅰ、化学基礎実験Ⅱ

［2年次］
有機化学、食品化学、生物化学、酵素化学、バイオインフォマティクス、
基礎微生物学、分子生物学、分析化学、植物代謝工学

［3年次］
栄養化学、生物資源利用学、環境微生物学、生物有機化学、
畜産物利用学、食品衛生学、生体高分子化学、分子生体機能学、
食品製造実習、応用生命化学専攻実験、食品安全ビジネス論、食品栄養
学実験、分子生物学実験、生物化学実験、微生物工学実験、植物分子機
能学実験、バイオインフォマティックス実習

［4年次］
専攻研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

応用生命化学科
舩城 桐子
……FUNAKI Toko
（東京都出身／東京都立西高等学校卒業）

応用生命化学科 教授
担当科目：植物生理学、
生体高分子化学

佐藤 隆英
……SATO Takahide
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緑地環境学科

私たちを取り巻く自然環境や日常生活を営む環境について、特に緑地
環境を対象としてその仕組みの解明や保全の技術、さらには快適なラ
ンドスケープを創造または再生していくための調査・計画・施工・管理
の技術、自然環境の管理技術、環境に関する文化論、心身の健康の
向上を目指した緑の利用などに関わる教育・研究を総合的に行ってい
きます。本学科は環境造園学、緑地科学、環境健康学の３教育研究
プログラムから構成されています。
卒業後は、大学院進学はもとより、技術系の公務員、緑地環境の調査・
計画・設計のコンサルタントや施工管理に係わる技術者、環境NPO
のメンバーなどとしての活躍が期待されます。

エコロジカルで快適な
環境の保全・創造を目指す

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

この学科はかつて造園学
科、環境緑地学科でした。
現在は、今日的なニーズに
対応した環境造園学、緑
地科学、環境健康学という
教育のための 3つのプログ
ラムで構成された学科と
なっています。造園系のあ
る国立大学の中では最も長
い歴史と大きな規模、多彩
な研究分野を持っていま
す。造園と聞けば、植木
や庭園を連想するかもしれません。もちろんこれ
も専門の一つですが、現在では広く風景（ランド
スケープ）の創造・再生と緑地環境の持続的利
用という主題に対して、高度な研究能力と技術力
をもって対応しうる専門家を育成しています。諸分野と横断的に連携し、協
働を図りながら、地域とその環境の課題に対処しうる能力の養成を重視しま
す。私の専門は、風景計画学、都市緑地史で、風景論や現代生活におけ
る森林観、造園学原論分野の研究を進めています。現在、世界遺産委員
会の諮問委員会 ICOMOS（イコモス）のメンバーとして、国際会議では
眺望の再生と復活をめざす Vista Heritage（眺望遺産）の提言や
ICOMOSの部会（ISC）「保全の理論と哲学」では、保全のパラダイムシフト
～社会的関心とランドスケープ保全（Firenze 2011）というテーマに取り組ん
でいます。2000年に欧州ランドスケープ条約が生まれ、2004年にわが国
では景観法ができました。「ランドスケープ」が重要なキーワードになって国
際的にも広く議論されてきています。多彩で多様なサイズの地域（生活領域）
のデザインと科学に関心のある方、大歓迎です。

私は、入学前には将来やりたいこと
への漠とした方向性だけを持ってお
り、その方向に進むための道として
千葉大学を選択しました。学んで驚
いたのは、同じ目的に向けて、様々
な分野で専門知識を深めることがで
きるということです。一つの学科にも
多様な分野があり、その中で自分の
進む道を再び選択することになりま
す。大学の選択も大きな分岐点です
が、その先にも道は数えきれない程
あります。常に自分の理念に則った
行動をとることが皆さんにとって最良
の道となることを信じています。

【緑地環境学科　プログラム一覧】
「環境造園学プログラム」は、緑地環境分野における自然科学的側面と文化芸
術的な側面を統合する空間形成及び管理の技術と理論を中心に、自然と共生
する生活環境を安全かつ美しく構成・管理できる理論と技術を学びます。「緑
地科学プログラム」では、緑地環境の形成、緑化、自然再生を展開するため、
緑地のモデリング、緑地建設、自然環境管理などの理論と技術を学びます。「環
境健康学プログラム」では、QOL の向上、精神的な安らぎ、人と環境のより
良い関係等の福祉や健康に関して総合的に学び、また、農・環境関連分野の
教育と普及等を推進しています。

［主な進学先］　進学率　33%
千葉大学大学院園芸学研究科、東京大学大学院新領域創成科学研究科、東
京大学大学院農学生命科学研究科、九州大学大学院生物資源環境科学府、
京都大学大学院人間・環境学研究科

［主な就職先］（学部）
住友林業緑化、東武緑地、高砂香料工業、日本製紙、大和ソフトウェアリサー
チ、ニトリ、東急不動産、みずほ情報総研、国土交通省国土地理院、林野庁、
東京都庁、神奈川県庁、千葉市役所、横浜市役所、江戸川区役所

［主な就職先］ （大学院）
グリーンアンドアーツ、東京急行電鉄、大成建設、（独）森林総合研究所、国
土防災技術、パシフィックコンサルタンツ、経済産業省関東経済産業局、林野庁、
東京都庁、茨城県庁

【進路】
［業種別就職先］
農業・林業＝2%、建設業＝5%、製造業＝10%、情報通信業＝12%、卸売・
小売業＝5%、金融・保険業＝2%、不動産・物品賃貸業＝2%、学術研究・
専門・技術サービス業＝10%、その他サービス業＝2%、公務員＝50%

［1年次］ 
統計学A、物理学A1入門、基礎化学A、生物学Ⅰ、地学概論A、植物形態
分類学、緑地環境学セミナー、緑の環境を育む

［2年次］ 
都市緑地学、庭園デザイン学、緑地植物学、緑地福祉学、緑地土壌学、
群落生態学、環境植栽学、緑地環境管理学、都市計画学、造園学原論、
自然環境保全学、緑地環境学原論、環境ガバナンス論、ランドスケープ空
間表現学、インタープリテーション論

［3年次］ 
緑地環境工学、緑地環境情報学、森林管理学、景観生態学、風景計画 
学、ランドスケープ設計論、園芸療法論、健康科学、樹木医学、環境文化
史学、地域再生計画学、フィールドコラボレーション、安全管理・野外救命法、
GIS利用論、都市緑化技術学、流域環境工学

［4年次］
専攻研究

【カリキュラム】（主な専門科目）

緑地環境学科
高橋 洸太郎
……TAKAHASHI Kotaro
（千葉県出身／千葉県立小金高等学校卒業）

緑地環境学科 教授
担当科目：風景計画学、
造園学原論

赤坂 信
……AKASAKA Makoto

野外での都市緑地調査実習
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食料資源経済学科

「食料資源経済学プログラム」が育成の目標とする人材とは、①農学
と経済学 ･経営学を基礎とした社会科学の視点から、生産・流通・
消費にいたるフードシステム全体を的確に理解し、評価できる人材、
②環境 ･農業 ･地域問題と地域開発に関する施策やプロジェクトの評
価と、それらの結果をもとに効果的なプロジェクトを立案できる問題解
決能力を持った人材です。また、栽培、加工などの隣接諸分野の基
礎知識を学んだ上で、食料および農村 ･地域社会全体に関わる企業
や組織の運営に貢献するマネジメント能力も育みます。

経済学・社会学的に
フードシステムへアプローチ

【教員メッセージ】

【学生メッセージ】

本学科では 21世紀におけ
る社会のあり方と個人の役
割を考え、社会科学の知
識を生かして積極的に行動
する意欲のある人に対し、
経済学の基礎理論の修得、
生物学 ･ 生態学に関わる
基礎知識、計量的分析手
法と社会科学的思考にもと
づいたプレゼンテーション能
力の修得に向けた、幅広
い教育を行っています。私が担当する経済学 C
（普遍科目）、開発ミクロ経済学、国際マクロ経
済学は、いずれも経済学の基礎理論を学ぶ科目
で、食料・資源・環境問題に限らず、現実の経
済を専門的な視点から理解し考察するために有
用な武器となります。ミクロ経済学では、消費者
の需要と生産者の供給からなる市場の仕組みを理解し、マクロ経済学では、
国民経済という広い視点から政府による財政金融政策を考える最も基本的な
理論的枠組みを学びます。

私は、高校生の頃から農学に興味
があり、農学とイメージの近い園芸
学部があり、国立大学である千葉
大学と出会いました。食料資源経済
学科は、文系と理系の双方が学べ
るバランスの良い学科ですので、文
理関係なく幅広い知識が身につけら
れる学科です。
園芸学部の学生は、１年次の間、
ほとんどの授業を西千葉キャンパス
で受けることになりますが、西千葉
キャンパスは他の大学と比べて広く、
校舎も一新されていますので、環境
も整っています。是非、千葉大学を
目指して頑張って下さい。

【食料資源経済学科　プログラム】
１年次には普遍科目に加え、基礎的な専門科目を学びます。２年次から本格的
に専門科目を学びます。必修科目は農産物や食品の製造・流通・消費の実態
を学ぶ科目と、経済学を中心とした社会科学の基礎を学ぶ科目により構成され
ています。インターンシップや社会人講師科目を通じて、食と農・環境問題に携
わる人と組織に触れることもできます。４年次には自ら卒業論文のテーマを設定
し、データ収集と分析を行い、論文をまとめます。

［主な進学先］　進学率　10%
千葉大学大学院園芸学研究科、京都大学大学院農学研究科

【進路】

［主な就職先］（学部）
ヱスビー食品、ジャパンフード、日本農業新聞、東日本旅客鉄道、東京青果、
日本政策金融公庫、野村証券、明治安田生命、大和総研、一般社団法人休
暇村協会、JA静岡経済連、東京センチュリーリース

［主な就職先］ （大学院）
日発販売、三祐コンサルタンツ、オリジン東秀、JA全農、医療法人社団成仁、
松戸市役所

［業種別就職先］
農業・林業＝8%、製造業＝18%、情報通信業＝8%、運送業＝8%、卸売・
小売業＝12%、金融・保険業＝30%、学術研究・専門・技術サービス業＝
4%、宿泊・飲食サービス業＝4%、複合サービス事業＝4%、その他サービス
業＝4%

［１年次］
食料資源経済学セミナー、農業経済学概論、開発ミクロ経済学、農業経営
学、農場実習（基礎）、微積分学A、統計学A、社会学、生物学Ⅰ

［２年次］
応用統計学、フードシステム学、経済数学入門、国際マクロ経済学、農村
社会学、農村環境経済学、食品流通経済学、資源計量経済学、比較農業
環境論、食料資源管理論、農場実習（充実コース）、国際環境園芸研修プ
ログラム、食料資源経済学実習（インターンシップ科目）

［３年次］
アグリビジネス経営論、食品マーケティング論、食と農のネットワーク論、農村
経済学、消費者行動論、現代食料政策論、食品安全ビジネス論Ⅰ・Ⅱ、土
地経済論、比較農法論、農村経済史、食品産業組織論、フードシステム学
演習、資源環境経済学演習

［４年次］
卒業研究、専門演習１、専門演習２

【カリキュラム】（主な専門科目）

食料資源経済学科
中島 大耀
……NAKASHIMA Hiroaki
（福岡県出身／
福岡大学附属大濠高等学校卒業）

食料資源経済学科
教授
担当科目：
開発ミクロ経済学、
国際マクロ経済学

小林 弘明
……KOBAYASHI Hiroaki

授業風景
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【教員メッセージ】

園芸別科

園芸理論と技術を学び、園芸生産や造園施工の現場で役に立つ実務
に堪能な人材を育成する2 年制の課程です。農業技術者、造園技 
術者や指導的農業経営者を養成することを目的に、基本的な理論と技
術を身につけるための講義、実習、研修を行っています。果樹、蔬菜、
花卉、造園・樹木の 4 専攻があります。園芸別科修了見込みの者で、
学業成績、学習意欲、人物ともに特に優秀と認められるものは、園芸
別科から推薦を受けて園芸学部社会人入試（園芸学科または緑地環
境学科 1年次入学）に出願することができます。

実務に堪能な農業技術者
及び指導的農業経営者を目指す

園芸別科では、「実務に堪能な農業技術者及び指導的農業経営者」の養

成を第一の目標にしているため、栽培や栽培環境に関わる幅広い分野の講

義とそれらとの連携を重視した専攻毎の実習・研修を中心に 2年間の濃密

なカリキュラムが組み立てられています。午前中講義で学んだことを午後圃

場での実習で確認し身につける方式が主流です。従って、それらのカリキュ

ラムにまじめに取り組むことで、基礎から応用の理論や実際の栽培に関わる

知識や技能を、2年間の間に効率的に習得することができるようになってい

ます。これまで多くの修了生を輩出してきましたが、園芸別科の理念通り、

全国のそれぞれの地域で指導的農業経営者として多くの方々が活躍されて

います。私の専門は、野菜の栽培ですが、主として施設栽培学や植物工場

などに幅広く取り組んでいます。千葉大学には全国最大級の植物工場や苗

生産工場などの先進的施設がありますが、それらに関わる基礎並びに応用

的研究を民間業者や国内外の研究機関と協調しながら進めています。現在

課題も多いかと思いますが、日本の園芸産業を担う次世代の農業技術者、

経営者を目指す人を歓迎いたします。

園芸学科 教授
担当科目：
蔬菜園芸学総論、
果菜栽培論、
栽培育種学概論、
食品安全ビジネス論 I、
農場実習 1、
栽培・育種学専門実習

丸尾 達
……MARUO Toru 

スイートコーンの追肥

ミカンの収穫

葉菜の無農薬水耕栽培

大学祭での花卉販売
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学部別取得可能免許・資格一覧
学部 学科・課程 教員免許 資格等

文学部

行動科学科 中学校1種（社会）
高校1種（公民）

学芸員資格の取得
司書資格の取得
社会調査士資格（社会調査協会認定）の取得

史学科 中学校1種（社会）
高校1種（地理歴史）

日本文化学科 中学校1種（国語）
高校1種（国語）

国際言語文化学科 中学校1種（英語）
高校1種（英語）

教育学部

小学校教員養成課程
中学校教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
幼稚園教員養成課程
養護教諭養成課程

小学校1種
中学校1種（国語、社会、数学、理科、音楽、
美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語）
高校1種（国語、地理歴史、公民、数学、理科、
音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、家庭、情報、
工業、英語）
特別支援学校1種（知・肢・病）
幼稚園1種
養護教諭1種

学芸員資格の取得
司書資格の取得
社会教育主事資格の取得
保育士資格の取得（幼稚園教員養成課程入学者のみ）

法政経学部 法政経学科 学芸員資格の取得
司書資格の取得

理学部

数学・情報数理学科 中学校1種（数学）
高校1種（数学、情報）

学芸員資格の取得物理学科
化学科
生物学科

中学校1種（理科）
高校1種（理科）

地球科学科 中学校1種（理科）
高校1種（理科）

学芸員資格の取得
測量士補資格の取得
JABEE技術士試験の一次試験免除

医学部 医学科 医師国家試験受験資格

薬学部
薬学科 薬剤師国家試験受験資格

薬科学科

看護学部 看護学科 看護師及び保健師国家試験受験資格
選択により助産師国家試験の受験資格も取得可能

工学部

建築学科 高校1種（工業）

一級建築士受験資格（所定の修得単位及び実務経験を要す）
二級建築士及び木造建築士受験資格（所定の修得単位及び実務
経験を要す）
インテリアプランナー登録資格（2年の経験を要す）
JABEE技術士試験の一次試験免除

都市環境システム学科 高校1種（工業）
一級建築士受験資格（所定の修得単位及び実務経験を要す）
二級建築士及び木造建築士受験資格（所定の修得単位及び実務
経験を要す）

デザイン学科 中学校1種（美術）
高校1種（美術、工業） インテリアプランナー登録資格（2年の経験を要す）

機械工学科 高校1種（工業）

メディカルシステム工学科 高校1種（工業）

電気電子工学科 高校1種（情報、工業）

第二種電気工事士の学科試験免除（資格取得には技能試験受験
が必要）
第一種電気主任技術者の学科試験免除（資格取得には所定の実
務経験履歴が必要）
第一種陸上無線技術士の学科試験「無線工学の基礎」免除

ナノサイエンス学科 中学校1種（理科）
高校1種（理科）

共生応用化学科 高校1種（理科、工業） 危険物取扱者（甲種）受験資格（2年次から）
毒物劇物取扱責任者資格の取得

画像科学科 高校1種（工業）

情報画像学科 高校1種（情報、工業）

園芸学部

園芸学科
中学校1種（理科）
高校1種（理科、農業）

学芸員資格の取得
食品衛生管理者資格の取得（応用生命化学科）
食品衛生監視員の受験資格（応用生命化学科）
危険物取扱者（甲種）の受験資格
樹木医補資格の取得
JABEE技術士試験の一次試験免除（緑地環境学科）

応用生命化学科

緑地環境学科

食料資源経済学科 高校1種（農業）
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先進科学プログラムは、高校2年修了後に大学に入学（春入学）または高校3年9月から入学（秋
入学）し、早くから科学分野の専門的な勉強を進めることで、将来、独創性の豊かな科学者・
研究者になり、世界に羽ばたく若者を育てるものです。プログラムでは1年次から独自の授業を
用意しており、選抜された学生は学部学科でのカリキュラムに加えてこれらの授業を履修しま
す。卒業生たちは国内外の大学院で学び、研究機関や民間企業で活躍しています。「飛び入学」
や「飛び級」は世界的に見ても各国で採用されており、若い才能を発掘し、科学者の育成にお
いて実績を残しています。

先進科学
プログラム
とは

学生メッセージ

「物理化学」は、物理学と化
学の境界に位置する学問。
物質の成り立ちや物質同士
で起きる現象を物理学の理
論や手法を用いながら理解

します。「生命化学」では物理化学の理論や手法を用いて生物や生命に
関わる現象を明らかにします。

人間の心や社会・文化を自
然科学の手法で学びます。
「自分はなぜ人間なのか ?」
という哲学的な問題を、情
報処理の観点から理解した

り、物を見て解釈する仕組みを目や脳の機能と関係づけて解明したり
するなど、新しい科学を対象とします。

物理学は、自然現象の奥に
ある普遍的な法則を探る学
問です。研究対象は幅広く、
素粒子や原子核といったミ
クロの世界から広大な宇宙

空間にまで及びます。自然科学の根幹をなす法則を深く理解し、研究
者を目指す学生のためのコースです。

工学の多様な研究領域で、
これまでにない新分野を開
拓できる研究者や技術者を
養成するコース。その分野
は、ナノテクノロジー、宇

宙や海底で応用される機械工学、設計・構造工学、医療機器を開発す
る医工学など多岐に渡ります。

先進科学プログラム

4つの
コース

先進科学プログラムには、「物理学コース」「物理化学・生命化学コース」「フロンティアテク
ノロジー（FT）コース」「人間探求コース」の4コースがあります。入学後は、コースごとに
理学部、工学部、文学部に属します。それぞれの学部学科で指定された教養科目、語学科目、
専門基礎科目、専門科目を履修するともに、先進科学セミナーなど、本プログラム独自のカ
リキュラムを4年間にわたり履修。各学年には担任の教員がつき、学生の学習面や生活面で
アドバイスをしながら、徹底した個別指導を行っていきます。

物理学 コース

物理化学・生命化学
 コース

フロンティア
テクノロジー（FT）
 コース

人間探求 コース

文学部行動科学科

只木 琴音
……TADAKI Kotone
（京都府）

私にとって何よりも魅力的だったのは、先進科学プログラムの環境でした。このプログラムに
は、学生がしたいことをなんでもさせてくれる土壌があるように思います。これは、入学前か
ら感じていましたが、２年経った今でも変わりません。
また、全く違う分野を学んでいる友人や先輩方と交流できるという点も、文系とも理系とも言
い切れないような領域に興味があった私には、魅力的な点でした。
先生方と距離が近いということも挙げられます。プログラムの学生向けの授業などで１対１の
授業を受けることも多く、先生方に興味がある領域などを覚えていただけました。興味のあり
そうなイベントなどを紹介してもらえたり、本を貸していただいたり、とても充実した日々を
送っています。この恵まれた環境で、さらに色々なことを学んでいきたいです。

17歳16歳 20歳

高校 大学 修士／博士課程

1年 2年 1年 2年 3年 1年 2年 3年

18歳16歳

高校 大学 修士課程 博士課程

1年 2年 3年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 1年 2年 3年

飛び入学 早期卒業

文学部 理学部 工学部

＜先進科学プログラム最短のステップ＞

＜通常のステップ＞

秋飛び入学
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先進科学センター
教員メッセージ Why not strike while the iron is hot（鉄は熱いうちに打たないと）
表題を見て、どんなことを感じますか？　万事において時機というものがあると思います。それは、個人個人によって
異なるはずです。高校の勉強や活動では物足りず、満足できない人も少なからずいると思います。また、受験勉強の時
間をもっと有意義に使いたいと思う人もいるかもしれません。そういった時間を過ごす代わりに、より高等な教育機関
である大学で学び、研究活動する機会を 1年あるいは半年早く得ることができる、そんな場があっていいはずです。先
進科学プログラムはそんな皆さんにとって最適な時間と空間を提供します。
このプログラムでは、暗記や公式にとらわれずに本質を見極め、徹底的に疑問を解明したい、自由な発想で大きな課題
に挑戦したいなど、好きな科学にとことん没頭したい若い才能のある皆さんを歓迎します。皆さんが希望する勉学・研
究を行うために必要な基盤づくりのために、少人数教育や個別指導など、幅広く丁寧な教育を提供します。ぜひ、この
プログラムに加わり、科学者への道を切り拓いてください。

先進科学プログラムでは、物理や化学をはじめとする特定の分野で優れた才
能を持った学生の力をさらに伸ばすため、独自の教育・研究システムを導入
しています。科学者となる基礎を固め、知的好奇心を高める「先進科学セミ
ナー」、外国語力を確認し、視野を広げる「海外研修」、徹底した「少人数教
育」、そして国際的な研究活動を展開する教員から直接学べる機会などを通じ
て、学生たちが可能性を開花させるためのサポートをしています。

先進科学プログラムがスタートしたのは1998年。1コース3名で
始まりました。以来、分野を拡大し続け、現在では4コースで
実施。卒業生は2015年3月現在で61名に上ります。その多く
が大学院に進学し、さまざまな機関で先端の研究に携わって
います。また、本プログラムは文部科学省から特別に支援され
ており、今後も教育や研究環境の拡充が進められていく予定
です。

f e a t u r e h i s t o r y特徴 歩み

先進科学セミナー

本プログラムの学生は、特別に用意された「セミナー」を受講します。
このセミナーでは教員と学生が対話する双方向型の教育を重視。その内
容、基礎を固めるための「先進科学セミナー」、幅広い教養を修得する
「先進教養セミナー」、複数の研究者が幅広い分野について講義する「オ
ムニバスセミナー」、海外の研究者による「先進国際セミナー」などが
あります。

卒業時の進路

海外研修（先進研究キャリアパス派遣プログラム）

世界をフィールドに研究活動を展開するためには、外国の文化に親しみ、
語学を鍛錬することが必要です。本プログラムでは1年次に1カ月の海外
研修を実施。講義を聴くだけでなく、プレゼンテーションを行ったり、
研究機関を見学したりと貴重な体験が用意されています。個人的な経費
以外はプログラムが負担。3年次以上の学生に対しては研究目的の短期
留学を支援する「先進研究キャリアパス海外派遣プログラム」を設けて
います。

少人数教育

本プログラムの学生は、限りなくマンツーマンに近い少人数制の学生指
導を1年次から受けられます。教員は学生の学習の進度や理解度を正確
に把握しながら適切な指導を行っていきます。教員と対話しながら学べ
ることで、学生は研究者としての視点や考え方を体得でき、将来の進路
を具体的に描きながら、関心のある領域の最新動向についても身近に学
べます。

第一線で活躍する教員に学ぶ

千葉大学は2014年度に文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援
事業」にも採択されており、世界的な教育研究拠点として認められていま
す。世界の第一線で活躍する研究者から直接学べるのは、高度な研究領
域を目指すうえで大きなメリットと言えるでしょう。

志願者数と合格者の推移
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21歳 23歳22歳

高校 大学 修士／博士課程

1年 2年 1年 2年 3年 1年 2年 3年

27歳24歳22歳

高校 大学 修士課程 博士課程

1年 2年 3年 1年 2年 3年 4年 1年 2年 1年 2年 3年

先進科学センター長

加納 博文
……KANOH Hirofumi

最短23歳で

博士

卒業生
61名

千葉大学
大学院
20名

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）

奈良先端科学技術
大学院大学　4名

就職　4名
大学編入　1名
（医科歯科大）

その他　2名
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医療の世界では、患者さんの自己決定こそ尊重されるべきだという考え方が主流になっています。それを実現するために

は、医療に携わる専門家は、自ら考え、行動するとともに、異なる専門職と互いの価値を尊重しつつ、共通の価値を作り

だし、ともに目的に向かっていく連携実践の能力を獲得する必要があります。千葉大学の医学部、薬学部、看護学部では、

3学部の必修科目として「専門職連携教育」（IPE）を設けています。3学部が集まる亥鼻キャンパスでのIPEでは、これから
の医療に不可欠な「自律した医療組織人」を養っています。

自ら考え、行動し、責任を果たす。チーム医療のプロを育成。
1年次から3学部が合同で学ぶ必修科目。

【ミックスグループ学習】
医、薬、看護から1名ずつの 3
～ 4人でグループを形成し、グルー
プ単位の実習を行います。また、
2～ 3グループを合わせたユニット
で学習の成果を上げていきます。

【アクティブ・ラーニング】
講義よりも実習や演習による体験
型の学習が中心です。主体的に
課題に取り組むとともに、発表会
で学習の成果を共有していきます。

【リフレクション】
自己評価やグループ評価によって、
体験から学んだことを、次の行動
に生かしていきます。リフレクション
シートやポートフォリオを作成しなが
ら、学習の成果を定着させていき
ます。

亥鼻IPEはココがちがう！

国立大学初の画期的なプログラム

国立大学で、医学、薬学、看護学の 3学部が連携した
IPEを実施しているのは千葉大学が唯一です。IPE
（Interprofessional Education）は、異なる専門職が
互いを尊重し合いながら、ともに学び、互いから学び、
互いを学んでいくプログラム。それぞれの専門が学部
としての対等な立場にあることが重要なのです。千葉
大学の IPEでは、3学部の学生たちが 1年次からチー
ムを作りながら、体験型の学習によって学んでいきま
す。その体験は、生涯にわたり自らの専門だけでなく、
医療における他職種についても学び続ける姿勢を養う
ことでしょう。

ふれあい体験学習ふりかえり
各学部から1名ずつの3人でチームを組み、附
属病院に入院されている患者さんや患者会の方
からお話を聞きます。患者さんへの理解に加え
て、チームのメンバーが専門とする職種について
の理解を深めます。

医学部 薬学部 看護学部

各専門職との
コンサルテーション
模擬患者さんの協力を得て、
退院までのシミュレーションを
行います。患者さんを面接して
退院支援計画を作成し、附属
病院の専門職からのコンサル
テーション、模擬患者さんから
のフィードバックを得つつ、3
学部の専門力を統合しながら、
患者さんの希望に沿った最善の
プランを作成していきます。

step❹

グループ発表
治療にあたる専門職どうし
は、方針や対処方法をめぐっ
て対立することがあります。
豊富な教材をもとに、グルー
プ内で議論することにより、
対立の分析と解決のための
態度、知識、技能を学びます。

step❸

フィールド見学実習ふりかえり
チーム医療に取り組む医療現場を見学し
ます。見学した後、理想のチームとは何
かを自分たちで考え、議論を深めていき
ます。患者さんを中心とした医療のかた
ちを学生自らが創り出していく実習です。

step❷

step❶

step❹
4年次

統合

step❸
3年次

解決

step❷
2年次

創造

step❶
1年次

共有

88
Chiba University  2015-2016



大学院研究科
Graduate Education

学部 大学院研究科

修士課程［博士前期課程］ 博士課程［博士後期課程］

教育学部 教育学研究科［修士課程］
学校教育科学専攻
教科教育科学専攻

東京学芸大学大学院　
連合学校教育学研究科［博士課程］
学校教育学専攻

法政経学部 専門法務研究科（法科大学院）
［専門職学位課程］

法務専攻

文学部 人文社会科学研究科［博士前期課程］
地域文化形成専攻
公共研究専攻
社会科学研究専攻
総合文化研究専攻
先端経営科学専攻

人文社会科学研究科［博士後期課程］
公共研究専攻
社会科学研究専攻
文化科学研究専攻

理学部 理学研究科［博士前期課程］
基盤理学専攻
地球生命圏科学専攻

理学研究科［博士後期課程］
基盤理学専攻
地球生命圏科学専攻

工学部 工学研究科［博士前期課程］
建築・都市科学専攻
デザイン科学専攻
人工システム科学専攻
共生応用化学専攻

工学研究科［博士後期課程］
建築・都市科学専攻
デザイン科学専攻
人工システム科学専攻
共生応用化学専攻

園芸学部 園芸学研究科［博士前期課程］
環境園芸学専攻

園芸学研究科［博士後期課程］
環境園芸学専攻

融合科学研究科［博士前期課程］
ナノサイエンス専攻
情報科学専攻

融合科学研究科［博士後期課程］
ナノサイエンス専攻
情報科学専攻

看護学部 看護学研究科
共同災害看護学専攻［５年一貫制博士課程］

看護学研究科
看護学専攻［博士前期課程］
看護システム管理学専攻［修士課程］

看護学研究科［博士後期課程］
看護学専攻

医学薬学府
先端医学薬学専攻［4年博士課程］
先進予防医学共同専攻［4年博士課程］（平成28年度より）

先端創薬科学専攻［後期3年博士課程］

医学部

薬学部 医学薬学府［修士課程］
医科学専攻（医学領域）
総合薬品科学専攻（薬学領域）

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・
浜松医科大学・千葉大学・福井大学

連合小児発達学研究科
［後期3年博士課程］

小児発達学専攻

※平成28年度改組予定
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理学研究科
［博士前期課程／博士後期課程］

■　基盤理学専攻
数学・情報数理学コース　
物理学コース　
化学コース

■　地球生命圏科学専攻
生物学コース　
地球科学コース

理学部で4年間学んで、真理探究のおもしろさに触れ、さらに進んだ研究をしてみたいと思う人も多いこ
とでしょう。そのような人のために、学部卒業後、大学院理学研究科へ進学の道が用意されています。
大学院理学研究科は、2専攻5コースからなる前期2年・後期3年の博士課程の研究科ですが、理学
部から理学研究科博士前期課程そして後期課程へと連続・一貫した方針のもとに教育が行われている
ため、学部卒業後の進路として自信を持ってお勧めできます。
本研究科の前期課程の修了者には、修士（理学、学術）の学位が、後期課程の修了者には、博士
（理学、学術）の学位が授与されます。最先端の研究に触れてみたい方、また将来、大学等の研究
機関や企業の研究部門などで活躍したいとお考えの方はぜひ大学院理学研究科への進学をご検討く
ださい。

真理探究のさらなる深みへ

教育学研究科は、幅広い視野と高度な専門力を修得させ、学際的かつ専門的、さらには実践的能力
を備えた、幼稚園から高等学校に至る高度専門職業人の育成を図ります。また、①専門的立場から
教育問題を多角的に捉え、挑戦的に学校教育に内在する新たな問題に取り組み解決することが期待で
きる、②現場のリーダーとしての役割を担える、③新たな教育内容を開発し提言できる、④地域と連携
し地域全体の教育を担える人材の輩出をも目標としています。
学校教育科学専攻、教科教育科学専攻ともに、個別の研究テーマを深く追究するとともに、専攻や系
に関わる広い視野に立った科目の履修や他専攻の科目も学べるような履修上の配慮がなされ、学際的
な学修が可能になっています。また、教員免許状の種類に応じた科目を履修することにより、修了時に
専修免許（該当する１種免許の既取得者に限る）を取得することができます。

■　学校教育科学専攻
教育発達支援系
教育開発臨床系

■　教科教育科学専攻
言語・社会系
理数・技術系
芸術・体育系

変化する社会に対応した 2 専攻
教育現場と教育科学との発展的な循環を目指す

教育学研究科
［修士課程］

看護学研究科
［博士前期課程／博士後期課程／修士課程／ 5年一貫制博士課程］

■　看護学専攻（博士前期課程・博士後期課程）
高度実践看護学　高齢社会実践看護学
健康増進看護学　地域創成看護学
文化看護学　専門職育成学　看護政策・管理学

■　看護システム管理学専攻（修士課程）
病院看護システム管理学　地域看護システム管理学
ケア施設看護システム管理学　実践看護評価学
継続教育・政策管理学

■　共同災害看護学専攻（5年一貫制博士課程）

災害看護学

博士課程では、看護師の行う実践の諸活動に科学的根拠を与える基礎理論とその応用を体系づけ、
看護支援方法の研究・開発が自立して推進できるナース・サイエンティストの育成を目指しています。な
お前期課程では、5領域（母性、小児、がん、老人、精神）において専門看護師認定試験受験の
ための単位を取得できます。
修士課程では、看護を組織的、社会的に推進する人材養成を理念とし、現職の看護管理者に対して、高
度問題解決能力及び保健医療福祉の変化に対応し変革的に行動する能力の開発を目標としています。
5年一貫制博士課程は、高知県立大学、兵庫県立大学、千葉大学、東京医科歯科大学及び日本赤
十字看護大学による共同教育課程であり、安全保障の進展に寄与するため、高度な実践能力かつ研
究能力を兼ね備え、学際的・国際的指導力を発揮する災害看護グローバルリーダーを養成することを目
標としています。

看護学専攻、看護システム管理学専攻、共同災害看護学専攻の
３専攻を設置し、自立した”ナース・サイエンティスト”を育てる

本研究科の博士前期課程及び修士課程の修了者は「修士（看護学）」、博士後期課程及び5年一貫制博士課程の修了者は「博士（看護学）」の学位が授与されます。

大
学
院
研
究
科

平成28年度より専門職学位課程（教職大学院）と修士課程に改組
予定です。改組に関する情報は、教育学研究科ウェブサイトに随時
掲載します。http://www.education.chiba-u.jp/
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工学研究科
［博士前期課程／博士後期課程］

■　建築・都市科学専攻
建築学コース　都市環境システムコース

■　デザイン科学専攻
デザイン科学コース

■　人工システム科学専攻
機械系コース　電気電子系コース　
メディカルシステムコース

■　共生応用化学専攻
共生応用化学コース

工学は豊かな人間社会の構築を目指す実践の学問であり、住環境設計、ロボット工学、IT技術、医
用工学、生命工学などの分野における技術革新を支えています。工学研究科は、工学部の卒業生が
より高度な教育研究を通して、高度専門職業人・技術者として、社会的責任を果たしうる人間性豊か
な人材に育てるための教育課程を提供しています。建築・都市科学専攻、デザイン科学専攻、人工シ
ステム科学専攻および共生応用化学専攻の4専攻から構成され、各専門教育課程はコース制をとって
います。これらのコースにより基幹工学領域と複合・先端工学領域の教育課程を構成しています。融
合科学研究科のナノサイエンス、情報科学の両専攻と授業の相互履修を通じて、深く連携しており、
学際的な重要性を工学研究科の教育に生かしています。
本研究科は区分制博士課程です。2年間の前期課程の修了者には修士（学術、工学）の学位が、
3年間の後期課程の修了者には博士（学術、工学）の学位が授与されます。

高度な工学研究を通じて、社会的責任を果たしうる
人間性豊かな人材を育成

園芸学研究科
［博士前期課程／博士後期課程］

■　環境園芸学専攻
生物資源科学コース　
緑地環境学コース　
食料資源経済学コース

園芸学研究科は、食料資源に関する課題や健康・福祉を含む広範囲な環境科学に関する園芸学領
域の専門分野の深化はもとより、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
ローチによって、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。本研究科では、研究
者、科学技術者を育成することを目的としており、関連する専門分野の学識を深化させ、高度の専門
性を有する職業人や研究者を目指す学生を求めています。近年、学術研究は専門ごとにますます細分
化・専門化され、各専門分野の境界領域や学際領域にわたる研究の必要性が高まっています。そこで、
自然科学系研究科（理学、工学、融合科学など）とも連携し、社会の多様な課題に応えうる学際的、
実践的な研究を推進しています。
園芸学研究科は、前期2年、後期3年の博士課程の研究科であり、環境園芸学専攻の3コース（生
物資源科学、緑地環境学、食料資源経済学）から構成されており、それぞれ学部での教育プログラ
ムと密接に連携し、一貫した教育・研究が可能となるよう相乗効果を高めています。

自然科学のみならず社会科学・人文科学を含む
文理融合的なアプローチで、園芸学を深化させる

人文社会科学研究科
［博士前期課程／博士後期課程］

■　博士前期課程（5専攻）

地域文化形成専攻 公共研究専攻
社会科学研究専攻 総合文化研究専攻
先端経営科学専攻

■　博士後期課程（3専攻）

公共研究専攻　
社会科学研究専攻　
文化科学研究専攻

人文社会科学研究科は、高度専門職業人の養成と新たな学問研究の担い手の創出を2つの大きな目
標とし、千葉大学唯一の人文科学・社会科学研究の拠点として発足しました。その中心は、前期・後
期とも「公共研究専攻」で、福祉（社会保障）政策と環境政策の統合による「持続可能な福祉社会」
のモデル構築を目標とし、哲学的・思想的研究、オルタナティブな社会モデルを歴史的・国際的に探求
する経験的・歴史的研究、そして課題の解決策を提言する政策研究を行っています。
博士前期課程にはさらに、人文科学系として「地域文化形成専攻」と「総合文化研究専攻」の2専
攻、社会科学系として「社会科学研究専攻」と「先端経営科学専攻」の2専攻があります。博士後
期課程は、学際的な「公共研究専攻」及び従来の学問分野としての「社会科学研究専攻」と「文
化科学研究専攻」とを置いて、三位一体の安定した教育研究を目標としています。

高度専門職業人の養成と新たな学問研究の担い手の創出
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融合科学研究科
［博士前期課程・博士後期課程］

理学、工学、園芸、文学、教育学部といった多様な学部で教育に携わっている教員が集まり、さらに
環境リモートセンシング研究センター、統合情報センター等とも連携し、未来に向けて今、必要とされて
いる新しい学問分野を創生することを目指しています。
本研究科は、ナノサイエンス専攻と情報科学専攻からなる新しい研究科です。ナノサイエンス専攻は、
ナノスケールで応用性のある物質系のデザイン・創製・特性化を行う「ナノ物性コース」と、重要な生
命機能と構造を教育研究する「ナノバイオロジーコース」の2つのコースが連携しています。情報科学
専攻は、「画像マテリアルコース」と「知能情報コース」の2つのコースが連携しています。情報処理
をはじめとした多くの領域はもちろんのこと、本学の特徴である画像処理領域、行動科学領域、そして
イメージングマテリアル工学を基盤に、多領域の専門家による高度職業人や研究者を育成する総合的
教育研究を行います。
本研究科の前期課程の修了者には修士（学術、理学、工学、農学）の学位が、後期課程の修了者
には博士（学術、理学、工学、農学）の学位が授与されます。

未来に向けて今必要とされている
新しい学問分野の創生

■　ナノサイエンス専攻
ナノ物性コース　
ナノバイオロジーコース

■　情報科学専攻
画像マテリアルコース　
知能情報コース

医学薬学府
［修士課程／4年博士課程／後期3年博士課程］

医学薬学府は、全人的視野に立った医療従事者、医学・薬学両方の知識
を持った専門家や先端的生命健康科学に精通する研究者等を教育・育成
する目的で、従来の医学研究科と薬学研究科を改組して設立された全国
で初めての医学・薬学融合型大学院教育組織です。
平成24年度に「免疫システム調節治療学推進リーダー養成プログラム」が
博士課程教育リーディングプログラムに採択され、難治性の免疫疾患（ア
レルギー、自己免疫疾患、がん、心血管疾患等）に特化した新規治療法
を開発する「治療学」推進リーダーの養成も目指しています。
本学府には、標準修業年限2年の修士課程並びに標準修業年限4年の4年
博士課程及び標準修業年限3年の後期3年博士課程があります。修士課程
は、「医科学専攻」、「総合薬品科学専攻」の2専攻があり、4年博士課程は、
医学系と薬学系の授業科目を融合した「先端医学薬学専攻」、後期3年博
士課程には薬学系に特化した「先端創薬科学専攻」があります。
平成28年度より、4年博士課程に千葉大学・金沢大学・長崎大学による
3大学共同大学院「先進予防医学共同専攻」が設置され、学生を受入れ
る予定です。
本学府の修士課程の修了者には、修士（医科学、薬科学）の学位が、4
年博士課程修了者には博士（医学、薬学）の学位が、後期3年博士課程修
了者には博士（薬科学）の学位が授与されます。

全国で初めての医学・薬学融合型大学院

医学研究院
教員は医学研究院に所属し、生命科学研究、医療応用に特化し

た高度な臨床医学研究、高度医療のための研究を中心とした先端

的研究を展開しています。 また、教員は大学院の教育組織として
の医学薬学府及び学部教育組織としての医学部の授業を担当して

います。

薬学研究院
教員は薬学研究院に所属し、創薬科学、環境生命科学、そし

て医療薬学等の領域において、高度でかつ多角的な研究を積極

的に展開し、人類の健康に奉仕すべく努力しています。また、

教員は大学院の教育組織としての医学薬学府及び学部教育組織

としての薬学部の授業を担当しています。
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東京学芸大学大学院連合
学校教育学研究科
［博士課程］

本研究科は、大学における教員養成の充実と学校教育の発展を目指して、我が国ではじめて教員養成系大学・学部に設置された博士課程であり、東
京学芸大学・埼玉大学・千葉大学・横浜国立大学を母体として構成される後期3年のみの課程からなる独立研究科です。
この研究科の設置は、①教科教育学を中心とする教員養成系大学の研究後継者の養成、②学校現場の経験を踏まえた教員養成系大学教員の養成、
③教育関係専門職従事者の養成と高度な研修機会の提供、④「広域科学としての教科教育学」の諸点を通じてこれらの課題に応えるものです。特に
教科教育学の発展を研究の主な目標とし、学校教育の主要な部分である各教科の教育の目的・内容・方法等の研究を高度化します。さらに、学校教
育の場面で生じている課題の解決を目指した現実的な研究を活性化させ、学校教育のより一層の充実に結びつく研究を展開することを目標としています。

教科教育学の発展を研究の主な目標とし、
学校教育のより一層の充実に結びつける

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学

連合小児発達学研究科
［後期3年博士課程］

連合大学院「連合小児発達学研究科」は平成21年度にスタートしました。「子どものこころの発達研究センター」が整備した基盤のもとに、「子ど
ものこころの障害」に科学的知識をもって対応できる専門的な人材を養成するため、医学、心理学、保健学／看護学、教育学など、異なる出身
履歴を持つ学生が共に学び研究しています。センターは「人材育成」と「こどものこころの障害の原因解明と新規治療法の開発研究」を行う、
医学系研究科を母体として文理融合型の共通教育環境を提供する「大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科」
に設置されています。
平成23年度からは、子どものこころの障害に対し科学的基盤に基づいた認知行動療法による治療を試みている我が国でも数少ない機関である千葉大学
と、子どものうつ病や養育者・兄弟支援に対して教育研究を推進している福井大学が参加、平成24年度からは研究科にも参加しています。
真に学際的で現在の社会の要求に応える研究者、指導者層、高度専門家の育成を目指しています。

5 大学の特長を合わせ持ち、学際的かつ実際的な
「子どものこころ」の真のプロフェッショナルを養成

専門法務研究科
［専門職学位課程］

専門法務研究科は、修業年限3年の未修者コースと、2年の既習者コースからなる専門職大学院で、学部や既
存の大学院とは別個の組織をもった独立研究科であり、一般に法科大学院と呼ばれています。法科大学院では、
理論と実務の架橋を目指した高度専門教育を行うことにより、裁判官・検察官・弁護士等の法律実務家を養成
することを目的としています。法を創造的に運用する能力を養成することを目指すため、具体的事例に法を適用
する事例研究と討論形式の授業方法が中心となります。また、カリキュラムも伝統的な法律科目と実務科目の有
機的組合せを内容としているため、スタッフも法学研究者と裁判官・検察官・弁護士・行政職経験者等の実務
家から編成されています。
本研究科の特色は、高度の専門知識と柔軟な思考力を持った人間性豊かな法曹を養成するために、入学定員
を40名とし、充実したスタッフによる少人数教育を徹底している点にあります。本研究科の修了者には法務博士
（専門職）の学位が授与され、司法試験の受験資格が与えられます。

多様な経歴の学生が互いに研鑽する豊かな学習環境と、
少人数制によるきめ細かな教育・指導

修了生の司法試験　合格数

平成26年　　　26名
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4
April

千葉大学入学式
前期授業開始

5
May

6
June

7
July オープンキャンパス

前期試験
夏季休業8

August

9
September

10
October

後期授業開始

千葉大祭（西千葉キャンパス）
亥鼻祭（亥鼻キャンパス）
戸定祭（松戸キャンパス）
創立記念日11

November

12
December

冬季休業

1
January

2
February

後期試験

3
March

千葉大学卒業式
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体育会部活動……47団体

体育会
合気道部
アメリカンフットボール部
オリエンテーリング部
空手部
キャンピングツアー部
弓道部
競技ダンス部
剣道部
硬式庭球部
硬式野球部
ゴルフ部
男子サッカー部
女子サッカー部
山岳部
柔道部
少林寺拳法部
準硬式野球部
水泳部
スキー部
スケート部
セパタクロー部
漕艇部

ソフトテニス部
男子ソフトボール部
女子ソフトボール部
体操競技部
卓球部
徒歩旅行部
トライアスロン部
馬術部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
フットサル部
バドミントン部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
ハンドボール部
ボルダリング部
民族舞踊部
モダンダンス部
ヨット部
ライフル射撃部
ラグビー部
男子ラクロス部
女子ラクロス部
陸上競技部

ラグビー部

硬式野球部

水泳部

女子バスケットボール部

弓道部

女子ラクロス部

学生生活

キャンパスカレンダー 部活動・サークル（50音順）

※この他にも各キャンパスで多くの団体が活動しています。
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体育系サークル……45団体

OUT KROG（スキューバダイビング）
あるこう会（ハイク）
アルティメット同好会（フライングディスク競技）
居合道研究会
WIND・FALL（テニス）
WOOD STOCK（スノボー・スキー）
H.C.K（バスケットボール）
FC トラベッソ（フットサル）
空手道同好会
CATS（テニス）
CUATT（スポーツトレーナーとしての資質育成）
くたびれもうけ（各種スポーツ）
硬式庭球サークル ｢あまりぃず｣
硬式テニス同好会「ダブルフォルト」
サイクリング部
soccer circle Naoto
サッカー同好会
SEA － WIND（テニス）
ジークンドークラブ
SEA BREEZE（テニス）
自動車部
JAM（バスケットボール）
ストリートダンスサークル DLC（ダンス）
SET POINT（バレーボール）
ソフトテニスサークル　エール
ソフトボールサークル　GRAMPUS
ダブルダッチサークルAX
千葉大学剣道サークル　志剣
千葉大学躰道部
千葉大学フェンシングサークル
DEPORTE（各種スポーツ）
なぎなた同好会
軟式野球サークル　千葉サザン
二輪愛好会
燃焼系（バレーボール）
B.A.S.S.（バドミントン）
バスケットボール同好会
VERDE（バドミントン）
HOOP STAR（バスケットボール）
BLACK 4 LEAVES（ダンス）
ポテト（テニス）
骨折り損のバレーボール同好会
MAYBE GOOD（テニス）
ライフセービングクラブ
（海浜にて監視活動及び救助活動）
Lips（チアリーディング）

文化系サークル……55団体

Art Publicity
アニメーション研究会
ALABAMA会
E.S.S.（英語）
囲碁部
インドネシア文化交流会
演劇部
お笑いサークル　P-RITTS
絵画同好会
風の子シュワッチ
華道部
カラー写真をつくる会
KIDS CLUB
キリスト者の会
クイズ研究会
CUPO（各種企画、情報発信）
芸能同好会（古典芸能楽器演奏）
劇団NONNY
茶道部
シネマウント・フィルム・パーティー
ジャグリングチーム　Possum
写真部
手話サークル「ウルトラマンの会」
障害者問題研究会「おにっこ」
将棋部
植物同好会
書道サークルぼくじる九思会
禅の会
第三文明研究会
たんぽぽ
地域教育研究会「こめら」
地域子ども研究会「あらぐさ」
チェス研究会
千葉大学推理小説同好会
ちばねこ
ちば読。
Chiba Robot Studio
釣部
ディベートサークル　Ea.
鉄道研究会
電子計算機研究会
人形劇サークル「かざぐるま」
のびのびの樹（子どもとの交流）
Fabric
Family（児童養護施設支援）
仏教哲学研究会
文藝部
縫製技術研究会
放送研究会
星を見る会
マジックサークル
マンガ研究会
模型同好会
U.S.O 研究会
落語研究会

音楽系サークル……20団体

アコースティックギターサークル　アンプラグド
ウボイコール（バンド活動）
合唱団
管弦楽団
カントリー＆ウエスタン研究会
ギター部
軽音楽部
コンフローレ室内合奏団
サウンドクリエイト研究会
（音楽の録音・制作活動）
サウンドハウス「ZOO」（バンド活動）
ショパンの会（ピアノ演奏）
吹奏楽団
竹葉会（邦楽演奏）
千葉大学エレクトーンサークル
T.o.N.E.（アカペラ）
マンドリンクラブ
Music Society「道しるべ」（バンド活動）
モダンジャズ研究会
リコーダーアンサンブル
ROCK ＆ POPS 研究会AIM（バンド活動）

モダンジャズ研究会

マンドリンクラブ

ダブルダッチサークルAX 吹奏楽団ジャグリングチーム　Possum
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■ 地区（所在地）毎に寮を設け、通学の利
便性・良好な勉学の環境作りに供していま
す。しかし、入居の形態はさまざまで、寮
によっては1室に1人又は2人部屋となってい
ます。
■ 詳しくは、千葉大学ホームページに施設
の概況を掲載しています。
■ 入居者の選考は、例にとって説明します
と、学生の自宅から概ね片道1時間30分以上
の通学時間を要する者等を対象に家計状況
等により選考を行い、入寮者を決定します。
■ 入寮希望者は、合格通知に入寮申込書が
同封されますので、それにより入学手続き
の際に手続きをしてください。

学生寮は、ただ単に経済生活上の援助だけ
が目的ではなく、集団生活を通じて、社会
人としての人間形成に寄与する場であり、
勉学にふさわしい環境を提供し、良識ある
学生としての生活を体験できるように建物・
敷地等を整備検討中です。

学生寮

［外国人留学生以外の学生対象］
日本学生支援機構奨学金制度のほか、地方
公共団体、民間育英団体等の奨学制度によ
り、人物・学業ともに優れ、かつ、経済的
理由のため修学困難な場合は奨学金を申請
することができます。

日本学生支援機構奨学金の種類と貸与月額
は、次のとおりです。

奨学金

［亥鼻地区］

さつき寮
所在地：千葉市中央区亥鼻1-8-1

女子 32名

雄翔寮
所在地：千葉市中央区亥鼻1-8-1

男子 60名

［小仲台地区］

無名寮
所在地：千葉市稲毛区小仲台6-33

男子 90名

新稲毛寮（仮称）
所在地：千葉市稲毛区小仲台6-33

※平成28年4月入寮開始予定

男子 100名

女子 70名

［松戸地区］

浩気寮
所在地：松戸市松戸648

男子 42名
女子 20名

［私費外国人留学生対象］
日本学生支援機構の学習奨励費や各種民間
奨学金給付の募集があります。これらの奨
学金に応募を希望する場合、毎年所定の時
期（新入生は入学手続き時）に登録を行う
必要があります。

［入学料］
入学前1年以内に学資負担者が死亡し、また
は本人もしくは学資負担者が風水害等の災
害を受けたこと等により、入学料の納入が
著しく困難である場合には、選考の上、入
学料の全額又は半額の免除を受ける制度が
あります。

［授業料］
経済的理由によって授業料の納入が困難で
あり、かつ学業優秀と認められる場合には、
選考の上、授業料の全額または半額の免除
を受ける制度があります。なお、申請可能
な学力基準は高等学校成績評定平均3.5以上
を原則とします。

入学料免除・授業料免除

本学には学生全員加入を前提とした学生保
健互助会があります。これは、疾病、負傷
等によって医療機関を受診した際の受診費
用の一部について相互に救済する制度です。

学生保健互助会

正課中、学校行事中、課外活動中、通学中
における傷害事故及び他人にケガをさせた
り、他人の財物を損壊したことにより、法
律上の損害賠償責任を負担することになっ
た場合、保険金が支払われます。本学では、
全員加入を前提としています。

学生教育研究災害
傷害保険

［日本学生支援機構奨学金貸与月額］

奨学金
の種類

利子 学生種 貸与月額

第

一

種

奨

学

金

無利子

学部

自宅通学者
30,000円、
45,000円
から選択

自宅外通学者
30,000円、
51,000円
から選択

大学院

修士課程
50,000円、
88,000円
から選択

博士課程
80,000円、
122,000円
から選択

第

二

種

奨

学

金

有利子
年利
3％
上限

学部

30,000円、
50,000円、
80,000円、
100,000円、
120,000円
から選択

大学院

50,000円、
80,000円、
100,000円、
130,000円、
150,000円
から選択

※専門法務研究科において150,000円を選択
した場合、40,000円または70,000円の増額
貸与を受けることができます。

千葉大学ではすべての学生が、千葉大学の理
念「つねに、より高きものをめざして」にも
とづき、学業や課外活動に専念でき、充実し
た学生生活が送れるようにさまざまな支援を
行っています。

学生サポート

入学料 282,000円

授業料
年額 535,800円

半額 267,900円

学費 住まい等の紹介
住まい・アルバイト等を希望する場合には、
千葉大学内の生活協同組合で紹介していま
す。アパートの料金は条件により多少の差
異がありますが、概ね次のとおりです。

また、3月には特設住まい紹介所を設けてお
り、現役の千葉大学生がアドバイザーとし
て、住まい探しをお手伝いしています。

風呂・トイレ
［ユニット式］

32,000 円～ 55,000 円
（最多価格帯 39,000円）

風呂・トイレ別
［セパレート式］

36,000 円～ 60,000 円
（最多価格帯 43,000円）

千葉大生協の「住まい検索システム」
http://cbucoop.com/
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ユニキャリア（Uni Career）
［千葉大学就職支援情報システム］
ユニキャリア（Uni Career）は、千葉大学
に寄せられた企業からの求人情報を学内・
自宅を問わず検索・閲覧できるシステムで
す（業種・職種・本社所在地などさまざま
な検索方法が可能）。また、就活セミナー予
約、エントリーができるとともに学内にお
ける就職ガイダンス開催情報の閲覧、就職
相談の予約が可能です。

［パソコンによる情報検索］
インターネットに接続可能なパソコンとプ
リンターを設置しています。

［就職に関する相談］
毎週月～金曜日（長期休業中は一部実施）
には専門の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。
「就職活動は何から始めればいいのか？」「自
己分析の方法は？」「進学か就職か？」「就職
活動がうまく進まない」などちょっとでも
悩んでしまったら、ひとりで悩まないで相
談してみませんか？
どんな些細な事でも相談できます。
学年は問いません。現在、就活中の方も、
これから就活を始める方もキャリアアドバ
イザーにご相談ください。

［学内ガイダンス］
就職支援課主催の就職ガイダンスが年間110
回以上開催されています。開催場所は大学
構内のため空き時間に学生が気軽に参加す
ることができる利点があります。また、園
芸学部の学生のために学部主催で松戸キャ
ンパスでも年間を通し開催されています。
就職ガイダンスは、就職への意識づけと、
就職について考え、自己理解を深めるため
のキャリア教育的なガイダンス、ビジネス
マナーや自己PR術、公務員ガイダンスや業
界研究セミナー、模擬面接講座など多種多
様なものが開催されており、学生に大変好
評です。就職ガイダンス一覧については、
学務部就職支援課ホームページをご覧くだ
さい。
◆学務部就職支援課ホームページ
http://ss-chiba-u.jp/

就職支援

［就職資料コーナー］
就職資料コーナーは、企業等からの求人票
はもちろん、就職に関する様々な資料を設
置していますので是非ご利用ください。

［求人票の閲覧］
求人票ファイルは、企業、国家公務員、地
方公務員、警察官、教員、留学生採用、既
卒者採用、障がい者採用、インターンシッ
プ等にそれぞれ分類されています。
また、企業の採用担当の方が直接千葉大学
に持参した求人票については、別ファイル
で管理しています。就職活動の際は必見で
す！

［OBOG名簿の閲覧］
企業等から提供された情報を、専用パソコ
ンで見ることができます。
閲覧には学生証が必要となります。

［国家・地方公務員資料コーナー］
国家地方公務員の募集案内や説明会の情報
を、各省庁都道府県別のファイルで閲覧す
ることができます。
募集案内については、部数が多く届いた場
合、こちらで入手することができます。

［U・Iターン情報コーナー］
U・Iターンを考えている学生のために、説
明会や地元企業紹介本などの資料を、都道
府県別のファイルで閲覧することができま
す。

［学内ガイダンス資料コーナー］
学内ガイダンスに参加できなかった学生の
ために、当日配布された資料を保存し、翌
日以降に配布しています(一部例外あり)。

［就活本貸し出し］
四季報、公務員試験問題集、業界研究など、
就職活動に欠かせない書籍などの貸し出し
を行っています。
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［学生相談室］
学生相談室では、学生生活における相談を
なんでも受け付けています。勉強や進路、
心の悩み、人間関係など、学生生活上のさ
まざまな不安や困りごとについて気軽に相
談することができます。また、どこに相談
すればよいのかわからないといった場合に
も利用できます。相談は、カウンセラーや
グランドフェロー、担当の教職員などが親
身になって対応しています。個人にかかわ
る相談内容等の秘密は厳守されます。メー
ルによる相談も受け付けています。

主なボランティア活動

当センターは、東日本大震災による各地の被災を受けて2011年3月末に設置されました。ボランティア活動を通し
た社会貢献の推進、学生の人間的成長の支援を目的として活動しています。ボランティア活動の企画・情報収集、
希望者への情報提供、ボランティア保険の加入手続きなどを行っています。学生と教職員が協力し合いながら、
毎年、様々なボランティアツアーを行っており、千葉大学でも大きな取り組みとなっています。

千葉大学ボランティア活動支援センター

［ボランティアツアー］
「第1回千葉大学ボランティアツアー（宮城県気仙沼市）」をはじめ、
毎年被災各地で活動しています。2014年夏には南相馬市にツアーを
行い、瓦礫の撤去や除草を行いました。他にも、NPOやボランティ
アセンターなどの各種団体と協力し、活動の幅を広げています。

［行事支援］
被災地支援の第2フェーズとして、継続的に福島県の富岡町立小・中
学校と連携・支援をしています。避難のため離散している子ども達の
ための「再会のつどい」や、豆まき行事、富岡幼稚園との合同運動会
などを手伝っており、毎年小学生の皆さんを柏の葉キャンパスに招待
しています。

厚生施設

学生食堂
各キャンパスにある学生食堂では、ランチ
や軽食を、手頃な価格で提供しています。
栄養バランスが考えられたヘルシーなメ
ニューからボリュームのあるメニューまで
幅広く展開。また、定期的に新メニューを
投入するなど、さまざまな学生を満足させ
てくれます。

ライフセンター［売店］
文房具から食品まで揃えた売店が各キャン
パスに設置されています。西千葉キャンパ
スの売店には、飲み物やお菓子から実験で
使用する白衣やゴーグルまで、また、作り
たてパンを販売するコーナーもあり、多く
の学生でにぎわっています。

BOOK CENTER［書店］
2012（平成24）年にオープンした西千葉キャ
ンパスのBOOK CENTERは、専門書や資
格・検定関連の本を揃えたコーナーと、一
般書籍を揃えたコーナーに分かれています。
特設コーナーでは、学生に関心の高いテー
マに関連した書籍を紹介しています。

アクティブ・ラーニングゾーン
図書館や総合学生支援センターには、共同
作業やディスカッションなどができるグ
ループ学習のための空間があります。可動
式の机と椅子、自由に使えるホワイトボー
ド、プレゼンテーションに使えるプロジェ
クターなどが完備されている場所もありま
す。

学生相談
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学
生
生
活ふれあいの環

ノートテイク会 キャリアポート

ふれあいの環では、学生・教職員などが交流できるイベントや「学生コミュニティ支援団体ピア」「ノートテイク会」「キャリアポート」「ボラン
ティア学生スタッフ」「CISG」の5つの学生団体が中心となった学生による学生支援活動を企画・展開しています。この諸活動を通した情報発
信・イベントなどの相互交流を通じて、皆さんの修学生活を豊かな学生生活へとサポートしています。 

大学のほとんどの講義では、教授は話すことで情報を伝えます。け
れども聴覚障害学生には、この情報は伝わりません。講義を受けて
いるにもかかわらずです。そのため、情報保障のサポートが必要に
なります。私たちノートテイク会は、聴覚障害学生とともに講義に
同席し、周りの音を文字にして見せることで情報保障をしています。

＜主な活動内容＞
・Universal Festival （CISGと共同のイベント）
・練習会、研修会、合宿
・大学祭にてポスター発表
・PEPNet-Japan シンポジウム（全国の大学にあるノートテイク団
体、情報保障団体が集まるイベント）

CISG
CISGとは「Chiba University International Students Group」の略で、国際教育センターの傘下の組織。
イベントの運営、ボランティア等を通して様々な国からの留学生を支援、交流しよう！という団体です。

＜主な活動内容＞
・新入留学生の入寮手伝い（4月、10月）　・Universal Festivalの企画、運営（6月、12月）
・大学祭での出店、留学生屋台の手伝い（11月）
・チャットルームの運営、定期ミーティング、合宿など各種イベント

学生コミュニティ支援団体ピア
高校までとは違い、大学ではクラスというものがありません。高校
とは異なり、自分で決めることが増える大学では、わからないこと
がたくさんあるため、不安も多くなると思います。そんなとき、誰
かにちょっと相談したいなどということもあると思います。私たち
はそんな時のために学部・学年を超えたつながりの場をつくり、話
し合うことのできる環境を提供しています。

＜主な活動内容＞
・履修相談会
大学では、時間割を自分で作ります。自由である反面、多くの情報
を処理しなくてはいけません。特に新入生は不安なことが多いと思
います。そこで、私たちは毎年4月に時間割作成に関する相談会を
行っています。疑問などがある場合は気軽に来てみてください。

・カタリベカフェ
カタリベカフェとは月に1回ペースで開催している、様々なテーマの
もとで飲み物を片手に参加者同士で語り合うイベントです。ぜひふ
らっとカフェに寄るような気分で参加してください。

・気軽に！　きがるーむ
気軽にいつでも立ち寄れる部屋
（ルーム）として、スペースを用
意しています。毎日午後から「ふ
れあいの環」のメンバーがいて、
おしゃべりをしたり相談をした
りできます。

千葉大生が自分のキャリアに関心を持ち、行動を起こすことにより、
仕事・家庭・趣味・学問・社会貢献など、自身の人生を総合的に考え、
それらに積極的にはたらきかける“きっかけ”を提供します。

＜主な活動内容＞
学生だからこそできる就職支援
・内定者と語り合う「内定者座談会」
・内定者を知る「内定者インタビュー」
総合的に考えるキャリア形成
・自分を知る「自己分析ワーク
ショップ」
・軌跡をまとめる「ポートフォ
リオ活用セミナー」
・社会人に学ぶ「学内講演会」

ボランティア学生スタッフ
私たち学生スタッフは、あなたのボランティアをサポートする団体
です。
最新のボランティア情報を掲示板やメールマガジンを用いて発信、
ボランティア未経験者が抱える疑問や不安を解消するために相談、
ボランティアツアーの企画・運営、また自らも積極的にボランティ
ア活動に取り組んでいます。

＜主な活動内容＞
・ボランティア情報の整理、提供 
・各シンポジウム、イベント等への参加 
・研修会、セミナー、ボランティアツアーへの企画、運営 
・大学祭への参加 
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2015年度
一般入試実施状況（前期日程試験）

入
試
情
報 学部 学科・課程等 募集

人数
志願者数 志願

倍率
受験者数 合格者数 入学者数

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

文
学
部

行動科学科 51 78 73 151 3.0 74 71 145 32 25 57 30 24 54
史学科 23 58 43 101 4.4 56 39 95 13 14 27 10 14 24
日本文化学科 28 35 70 105 3.8 33 69 102 7 26 33 6 25 31
国際言語文化学科 26 19 77 96 3.7 19 72 91 6 24 30 6 24 30
計 128 190 263 453 3.5 182 251 433 58 89 147 52 87 139

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科選修 25 32 52 84 3.4 32 50 82 8 19 27 8 19 27
社会科選修 26 41 20 61 2.3 41 19 60 21 8 29 20 8 28
算数科選修 20 61 29 90 4.5 59 29 88 14 7 21 14 7 21
理科選修 20 72 47 119 6.0 71 46 117 19 4 23 16 3 19
音楽科選修 9 4 29 33 3.7 4 29 33 0 9 9 0 9 9
図画工作科選修 9 4 18 22 2.4 4 15 19 2 7 9 2 7 9
体育科選修 13 25 22 47 3.6 24 21 45 6 8 14 6 8 14
家庭科選修 9 0 32 32 3.6 0 32 32 0 9 9 0 9 9
総合教育選修 26 29 43 72 2.8 29 43 72 10 20 30 9 19 28
教育心理選修 21 13 40 53 2.5 13 39 52 2 19 21 2 19 21
ものづくり・技術選修 8 25 8 33 4.1 24 8 32 8 1 9 8 1 9
小学校英語選修 9 6 17 23 2.6 6 17 23 3 7 10 2 6 8
小計 195 312 357 669 3.4 307 348 655 93 118 211 87 115 202

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 7 10 12 22 3.1 10 11 21 2 5 7 2 4 6
社会科教育分野 7 12 4 16 2.3 11 4 15 6 2 8 6 2 8
数学科教育分野 8 26 7 33 4.1 24 6 30 9 1 10 8 1 9
理科教育分野 8 25 5 30 3.8 25 4 29 8 1 9 8 1 9
音楽科教育分野 5 1 6 7 1.4 1 6 7 1 4 5 1 3 4
美術科教育分野 5 1 8 9 1.8 1 7 8 1 4 5 1 4 5
保健体育科教育分野 8 28 5 33 4.1 28 5 33 9 0 9 9 0 9
技術科教育分野 5 7 1 8 1.6 7 1 8 4 1 5 4 1 5
家庭科教育分野 5 2 14 16 3.2 2 13 15 1 5 6 1 5 6
英語科教育分野 7 14 8 22 3.1 13 8 21 4 4 8 4 4 8
総合教育分野 5 9 8 17 3.4 9 8 17 3 2 5 3 2 5
教育心理分野 5 8 7 15 3.0 8 7 15 2 3 5 2 2 4
情報教育分野 5 17 4 21 4.2 16 4 20 5 1 6 5 1 6
小計 80 160 89 249 3.1 155 84 239 55 33 88 54 30 84

特別支援教育教員養成課程 15 8 20 28 1.9 8 20 28 3 13 16 3 13 16
幼稚園教員養成課程 15 1 44 45 3.0 1 44 45 0 15 15 0 15 15
養護教諭養成課程 25 1 53 54 2.2 1 52 53 0 28 28 0 27 27
スポーツ科学課程 12 33 6 39 3.3 32 6 38 11 3 14 11 3 14
生涯教育課程 14 15 31 46 3.3 13 31 44 3 14 17 3 12 15
計 356 530 600 1,130 3.2 517 585 1,102 165 224 389 158 215 373

法政経学部 法政経学科 272 562 218 780 2.9 525 211 736 228 102 330 199 86 285

理
学
部

数学・情報数理学科 30 103 15 118 3.9 100 15 115 27 6 33 25 6 31
物理学科 23 85 15 100 4.3 84 14 98 21 3 24 20 3 23
化学科 32 111 49 160 5.0 102 49 151 24 12 36 22 11 33
生物学科 30 65 47 112 3.7 62 42 104 22 10 32 21 10 31
地球科学科 32 75 31 106 3.3 71 28 99 26 12 38 22 11 33
計 147 439 157 596 4.1 419 148 567 120 43 163 110 41 151

医学部 医学科 97 242 110 352 3.6 198 85 283 76 29 105 70 27 97
薬学部 60 217 238 455 7.6 201 216 417 30 36 66 30 33 63
看護学部 看護学科 41 6 101 107 2.6 5 94 99 3 42 45 3 40 43

工
学
部

建築学科 50 169 79 248 5.0 161 76 237 38 15 53 37 15 52
都市環境システム学科 35 104 23 127 3.6 103 23 126 30 7 37 29 6 35
デザイン学科 45 83 62 145 3.2 79 61 140 28 19 47 27 18 45
機械工学科 55 197 8 205 3.7 186 8 194 58 2 60 56 2 58
メディカルシステム工学科 30 79 27 106 3.5 76 27 103 26 8 34 26 8 34
電気電子工学科 55 173 5 178 3.2 169 5 174 58 1 59 53 1 54
ナノサイエンス学科 25 46 7 53 2.1 44 7 51 25 2 27 23 2 25
共生応用化学科 70 113 35 148 2.1 109 34 143 61 16 77 57 16 73
画像科学科 35 106 28 134 3.8 101 27 128 34 5 39 33 5 38
情報画像学科 60 168 35 203 3.4 161 34 195 50 13 63 49 11 60
計 460 1,238 309 1,547 3.4 1,189 302 1,491 408 88 496 390 84 474

園
芸
学
部

園芸学科 40 54 82 136 3.4 53 81 134 20 27 47 19 24 43
応用生命化学科 20 44 66 110 5.5 43 62 105 8 14 22 8 12 20
緑地環境学科 40 90 53 143 3.6 88 51 139 31 13 44 29 13 42
食料資源経済学科 16 44 27 71 4.4 43 26 69 13 9 22 13 9 22
計 116 232 228 460 4.0 227 220 447 72 63 135 69 58 127

合計 1,677 3,656 2,224 5,880 3.5 3,463 2,112 5,575 1,160 716 1,876 1,081 671 1,752
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入
試
情
報

2015年度
一般入試実施状況（後期日程試験）

2015年度
一般入試合格者の新卒・既卒割合
学部 学科・課程等 合格者

数
計

新卒者 既卒者
人数 割合

（%）
人数 割合

（%）

文学部

行動科学科 74 55 74 19 26
史学科 31 25 81 6 19
日本文化学科 39 38 97 1 3
国際言語文化学科 30 27 90 3 10

教育学部

小学校教員養成課程 211 169 80 42 20
中学校教員養成課程 88 71 81 17 19
特別支援教育教員養成課程 16 13 81 3 19
幼稚園教員養成課程 15 14 93 1 7
養護教諭養成課程 28 25 89 3 11
スポーツ科学課程 14 13 93 1 7
生涯教育課程 17 15 88 2 12

法政経学部 法政経学科 443 351 79 92 21

理学部

数学・情報数理学科 52 40 77 12 23
物理学科 46 29 63 17 37
化学科 48 31 65 17 35
生物学科 43 28 65 15 35
地球科学科 49 34 69 15 31

医学部 医学科 129 78 60 51 40

学部 学科・課程等 合格者
数
計

新卒者 既卒者
人数 割合

（%）
人数 割合

（%）

薬学部 80 56 70 24 30
看護学部 看護学科 45 37 82 8 18

工学部

建築学科 76 56 74 20 26
都市環境システム学科 56 44 79 12 21
デザイン学科 69 55 80 14 20
機械工学科 85 57 67 28 33
メディカルシステム工学科 45 31 69 14 31
電気電子工学科 87 65 75 22 25
ナノサイエンス学科 39 24 62 15 38
共生応用化学科 106 73 69 33 31
画像科学科 49 30 61 19 39
情報画像学科 85 55 65 30 35

園芸学部

園芸学科 69 50 72 19 28
応用生命化学科 36 19 53 17 47
緑地環境学科 66 42 64 24 36
食料資源経済学科 32 25 78 7 22

合計 2,398 1,775 74 623 26

学部 学科・課程等 募集
人数

志願者数 志願
倍率

受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

文
学
部

行動科学科 16 73 82 155 9.7 32 36 68 7 10 17 6 8 14
史学科 3 54 41 95 31.7 22 15 37 3 1 4 3 1 4
日本文化学科 5 33 81 114 22.8 20 41 61 2 4 6 0 2 2
計 24 160 204 364 15.2 74 92 166 12 15 27 9 11 20

法政経学部 法政経学科 75 627 228 855 11.4 282 98 380 81 32 113 58 27 85

理
学
部

数学・情報数理学科 15 152 20 172 11.5 81 8 89 19 0 19 15 0 15
物理学科 12 125 23 148 12.3 54 11 65 17 5 22 16 5 21
化学科 8 107 47 154 19.3 45 19 64 10 2 12 6 1 7
生物学科 10 89 53 142 14.2 51 34 85 7 4 11 6 3 9
地球科学科 8 36 14 50 6.3 20 9 29 7 4 11 5 4 9
計 53 509 157 666 12.6 251 81 332 60 15 75 48 13 61

医学部 医学科 20 244 93 337 16.9 58 16 74 17 7 24 15 5 20
薬学部 10 146 142 288 28.8 79 83 162 7 7 14 6 6 12

工
学
部

建築学科 20 88 56 144 7.2 50 35 85 15 8 23 12 7 19
都市環境システム学科 15 71 23 94 6.3 28 12 40 11 8 19 10 6 16
デザイン学科 20 74 60 134 6.7 42 36 78 9 13 22 7 13 20
機械工学科 20 276 18 294 14.7 122 8 130 25 0 25 17 0 17
メディカルシステム工学科 10 35 22 57 5.7 15 10 25 6 5 11 6 4 10
電気電子工学科 20 177 6 183 9.2 73 5 78 25 3 28 18 3 21
ナノサイエンス学科 10 49 9 58 5.8 16 4 20 9 3 12 8 2 10
共生応用化学科 25 105 34 139 5.6 43 8 51 22 7 29 16 6 22
画像科学科 10 38 16 54 5.4 16 10 26 6 4 10 5 3 8
情報画像学科 20 140 29 169 8.5 64 16 80 17 5 22 16 5 21
計 170 1,053 273 1,326 7.8 469 144 613 145 56 201 115 49 164

園
芸
学
部

園芸学科 20 38 56 94 4.7 16 26 42 8 14 22 8 13 21
応用生命化学科 10 47 69 116 11.6 22 33 55 7 7 14 5 7 12
緑地環境学科 20 55 51 106 5.3 32 24 56 12 10 22 12 10 22
食料資源経済学科 10 54 59 113 11.3 30 31 61 2 8 10 2 7 9
計 60 194 235 429 7.2 100 114 214 29 39 68 27 37 64

合計 412 2,933 1,332 4,265 10.4 1,313 628 1,941 351 171 522 278 148 426
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2015年度
一般入試合格者の平均点、最高点、最低点

入
試
情
報 学部 学科・課程等 前期日程 後期日程

配点 合格者数 合格者の
最高点

合格者の
最低点

合格者の
平均点

配点 合格者数 合格者の
最高点

合格者の
最低点

合格者の
平均点

文
学
部

行動科学科 1,150 57 855 717 773 1,150 17 901 796 836
史学科 1,200 27 893 792 819 850 4

合格者が10名未満のため開示しません
日本文化学科 1,050 33 785 627 682 900 5
国際言語文化学科 1,000 30 716 649 675

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科選修 750 27 528 462 489
社会科選修 750 29 547 484 509
算数科選修 750 21 637 520 580
理科選修 750 23 678 553 594
音楽科選修 750 9

合格者が10名未満のため開示しません
図画工作科選修 750 9
体育科選修 750 14 606 502 534
家庭科選修 750 9 合格者が10名未満のため開示しません

総合教育選修 750 30 556 509 525
教育心理選修 750 21 573 522 536
ものづくり・技術選修 750 9 合格者が10名未満のため開示しません

小学校英語選修 750 10 565 515 527

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 750 7
合格者が10名未満のため開示しません

社会科教育分野 750 8
数学科教育分野 750 10 681 531 577
理科教育分野 750 9

合格者が10名未満のため開示しません

音楽科教育分野 900 5
美術科教育分野 900 5
保健体育科教育分野 750 9
技術科教育分野 900 5
家庭科教育分野 750 6
英語科教育分野 750 8
総合教育分野 750 5
教育心理分野 750 5
情報教育分野 750 6

特別支援教育教員養成課程 750 16 538 502 520
幼稚園教員養成課程 750 15 580 537 555
養護教諭養成課程 750 28 603 522 552
スポーツ科学課程 900 14 707 657 669
生涯教育課程 750 17 540 489 505

法政経学部 法政経学科 1,250 330 932 705 770 1,250 113 980 697 783

理
学
部

数学・情報数理学科 1,700 33 1,359 1,057 1,161 1,500 19 1,303 1,105 1,188
物理学科 1,900 24 1,463 1,304 1,369 1,400 22 1,158 1,025 1,083
化学科 1,850 36 1,488 1,267 1,330 1,300 10 1,129 1,082 1,093
生物学科 2,000 32 1,552 1,298 1,366 1,700 11 1,405 1,310 1,360
地球科学科 1,600 36 1,235 1,010 1,089 1,500 11 1,331 1,108 1,180

医学部 医学科 1,450 103 1,305 1,055 1,121 1,450 21 1,023 929 967
薬学部 1,700 66 1,435 1,216 1,278 1,100 14 933 875 892
看護学部 看護学科 1,400 45 1,125 994 1,048

工
学
部

建築学科 2,100 53 1,581 1,340 1,406 1,200 23 1,057 843 914
都市環境システム学科 2,000 37 1,468 1,224 1,298 1,400 19 1,185 1,024 1,105
デザイン学科 2,000 46 1,521 1,181 1,310 1,400 22 1,087 939 993
機械工学科 2,100 60 1,660 1,262 1,386 1,400 24 1,235 1,068 1,119
メディカルシステム工学科 2,000 34 1,387 1,222 1,273 1,200 11 970 840 890
電気電子工学科 2,100 59 1,607 1,271 1,364 1,200 28 1,108 879 946
ナノサイエンス学科 2,000 27 1,574 1,197 1,301 1,100 12 923 851 883
共生応用化学科 2,000 77 1,530 1,170 1,279 1,400 27 1,234 1,040 1,122
画像科学科 2,000 39 1,355 1,162 1,216 1,400 10 1,023 864 930
情報画像学科 2,100 63 1,553 1,234 1,324 1,400 22 1,163 983 1,040

園
芸
学
部

園芸学科 1,500 47 1,163 1,014 1,048 1,300 22 1,087 899 967
応用生命化学科 1,500 22 1,155 1,047 1,085 1,300 14 1,134 1,011 1,061
緑地環境学科 1,500 44 1,209 965 1,027 1,500 22 1,208 1,071 1,132
食料資源経済学科 1,700 22 1,197 1,063 1,118 1,700 10 1,297 1,249 1,266

※合格者が10名以上の学科等について記載している。
※この集計は当初合格者のみを対象としており、追加合格者は含まない。
※得点は小数点以下四捨五入している。
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入
試
情
報

2015年度
特別入試実施状況
選抜
区分

学部 学科・課程等 募集
人数

志願者数 志願
倍率

受験者数 合格者数 入学者数
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

推
薦
入
試

文
学
部

行動科学科 10 7 23 30 3.0 7 23 30 2 8 10 2 8 10
史学科 5 7 9 16 3.2 7 9 16 3 2 5 3 2 5
国際言語文化学科 11 2 20 22 2.0 2 20 22 1 10 11 1 10 11
計 26 16 52 68 2.6 16 52 68 6 20 26 6 20 26

教
育
学
部

中
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科教育分野 2 3 6 9 4.5 3 6 9 0 2 2 0 2 2
社会科教育分野 2 8 6 14 7.0 8 6 14 0 2 2 0 2 2
数学科教育分野 2 14 5 19 9.5 14 5 19 2 0 2 2 0 2
理科教育分野 2 10 2 12 6.0 10 2 12 1 1 2 1 1 2
音楽科教育分野 2 3 9 12 6.0 3 9 12 1 1 2 1 1 2
美術科教育分野 2 0 3 3 1.5 0 3 3 0 2 2 0 2 2
保健体育科教育分野 2 5 7 12 6.0 5 7 12 1 1 2 1 1 2
技術科教育分野 2 2 1 3 1.5 2 1 3 1 0 1 0 0 0
家庭科教育分野 2 0 10 10 5.0 0 10 10 0 2 2 0 2 2
英語科教育分野 2 5 12 17 8.5 5 12 17 0 2 2 0 2 2
小計 20 50 61 111 5.6 50 61 111 6 13 19 5 13 18

特別支援教育教員養成課程 5 2 10 12 2.4 2 10 12 0 5 5 0 5 5
幼稚園教員養成課程 5 2 20 22 4.4 2 20 22 0 5 5 0 5 5
養護教諭養成課程 10 0 45 45 4.5 0 45 45 0 9 9 0 9 9
スポーツ科学課程 3 7 7 14 4.7 7 7 14 2 1 3 2 1 3
生涯教育課程 6 2 8 10 1.7 2 8 10 0 4 4 0 4 4
計 49 63 151 214 4.4 63 151 214 8 37 45 7 37 44

法政経学部 法政経学科 23 21 21 42 1.8 21 21 42 1 1 2 1 1 2

理学部
物理学科 5 7 0 7 1.4 7 0 7 0 0 0 0 0 0
地球科学科 5 3 1 4 0.8 3 1 4 2 1 3 2 1 3
計 10 10 1 11 1.1 10 1 11 2 1 3 2 1 3

薬学部 10 14 44 58 5.8 14 44 58 3 7 10 3 7 10
看護学部 看護学科 32 1 94 95 3.0 1 94 95 0 32 32 0 32 32

園芸学部

園芸学科 8 4 9 13 1.6 4 9 13 2 4 6 2 4 6
応用生命化学科 2 1 3 4 2.0 1 3 4 1 1 2 1 1 2
緑地環境学科 10 6 14 20 2.0 6 14 20 2 8 10 2 8 10
食料資源経済学科 4 1 3 4 1.0 1 3 4 0 2 2 0 2 2
計 24 12 29 41 1.7 12 29 41 5 15 20 5 15 20

合計 174 137 392 529 3.0 137 392 529 25 113 138 24 113 137

A
O
入
試

教
育
学
部

小
学
校
教
員
養
成
課
程

国語科選修 6 7 23 30 5.0 7 23 30 1 4 5 1 4 5
社会科選修 6 19 11 30 5.0 19 11 30 3 2 5 3 2 5
算数科選修 6 14 17 31 5.2 14 16 30 2 4 6 2 4 6
理科選修 6 19 13 32 5.3 19 13 32 4 2 6 4 2 6
音楽科選修 2 1 11 12 6.0 1 11 12 0 2 2 0 2 2
図画工作科選修 2 1 5 6 3.0 1 5 6 0 2 2 0 2 2
体育科選修 3 9 17 26 8.7 9 17 26 1 3 4 1 3 4
家庭科選修 2 0 10 10 5.0 0 10 10 0 2 2 0 2 2
総合教育選修 6 7 23 30 5.0 7 23 30 0 4 4 0 4 4
教育心理選修 6 8 26 34 5.7 8 26 34 1 6 7 1 6 7
ものづくり・技術選修 3 2 3 5 1.7 2 3 5 0 2 2 0 2 2
小学校英語選修 2 0 13 13 6.5 0 13 13 0 2 2 0 2 2

合計 50 87 172 259 5.2 87 171 258 12 35 47 12 35 47
理
数
大
好
き

学
生
選
抜

工学部 ナノサイエンス学科 若干名 2 1 3 - 2 1 3 1 0 1 1 0 1

合計 2 1 3 - 2 1 3 1 0 1 1 0 1
帰
国
子
女

入
試

教育学部 生涯教育課程 若干名 2 5 7 - 2 5 7 0 1 1 0 0 0
薬学部 若干名 3 6 9 - 3 6 9 1 1 2 1 1 2

合計 5 11 16 - 5 11 16 1 2 3 1 1 2

社
会
人
入
試

文学部 史学科 2 1 2 3 1.5 1 2 3 1 0 1 1 0 1
教育学部 生涯教育課程 若干名 2 4 6 - 2 4 6 0 1 1 0 1 1
看護学部 看護学科 7 8 48 56 8.0 7 42 49 0 8 8 0 7 7

園芸学部
園芸学科 若干名 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑地環境学科 若干名 3 0 3 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1
計 3 0 3 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1

合計 9 14 54 68 - 12 48 60 2 9 11 2 8 10

先
進
科
学

プ
ロ
グ
ラ
ム

文学部 方式Ⅱ 若干名 2 1 3 - 2 1 3 0 0 0 0 0 0

理学部 方式Ⅰ 若干名 4 1 5 - 4 1 5 0 0 0 0 0 0
方式Ⅱ 若干名 7 3 10 - 7 3 10 0 2 2 0 2 2

工学部 方式Ⅰ 若干名 10 3 13 - 10 3 13 2 0 2 2 0 2
方式Ⅱ 若干名 3 0 3 - 3 0 3 1 0 1 1 0 1

合計 26 8 34 - 26 8 34 3 2 5 3 2 5
総計 233 271 638 909 - 269 631 900 44 161 205 43 159 202
※受験者数は第1次選考の数である。（推薦入試・AO入試・理数大好き学生選抜）
※合格者数には追加合格者も含む。（社会人入試）
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千
葉
大
学D

ata F
ile

千葉大学Data File
合計

入学者数 2,380人

志願者数 11,054人

北海道地区

入学者数 51人

志願者数 159人

その他

入学者数 6人

志願者数 76人

東北地区

入学者数 169人

志願者数 619人

都道府県 入学者数 志願者数

青森県 25 83
秋田県 23 69
岩手県 22 84
山形県 18 50
宮城県 41 186
福島県 40 147

関東地区

入学者数 1,558人

志願者数 8,086人

都道府県 入学者数 志願者数

群馬県 48 185
栃木県 54 195
茨城県 97 468
埼玉県 157 887
東京都 434 2,406
千葉県 674 3,421
神奈川県 94 524

中部地区

入学者数 370人

志願者数 1,224人

都道府県 入学者数 志願者数

新潟県 52 160
富山県 22 74
長野県 75 229
山梨県 34 97
静岡県 109 316
愛知県 43 216
岐阜県 14 57
石川県 16 49
福井県 5 26

中国・四国地区

入学者数 62人

志願者数 236人

都道府県 入学者数 志願者数

鳥取県 5 17
島根県 6 13
岡山県 6 28
広島県 17 59
山口県 11 32
香川県 2 25
徳島県 4 11
愛媛県 5 27
高知県 6 24

近畿地区

入学者数 76人

志願者数 309人

都道府県 入学者数 志願者数

三重県 7 34
滋賀県 4 16
京都府 13 49
大阪府 18 77
奈良県 7 27
和歌山県 1 13
兵庫県 26 93

九州・沖縄地区

入学者数 88人

志願者数 345人

都道府県 入学者数 志願者数

大分県 6 18
福岡県 23 99
宮崎県 13 44
熊本県 9 39
佐賀県 2 11
長崎県 11 39
鹿児島県 10 42
沖縄県 14 53

日本全国各地から集まる約10,000名の学生たちが、ともに学び、お互いに刺
激し合うことができる環境が千葉大学の魅力のひとつです。この環境によっ
て、実社会のさまざまな分野で真のリーダーとして活躍する力が培われます。

学生は全国から
千葉大学の学生は、関東地区から約65%、
その他の都道府県から約35%の割合で構成されています。
卒業後、千葉県内をはじめとする首都圏だけでなく、
出身の地元に戻って就職・進学する学生も多く、
卒業生のネットワークは、日本全国に広がっています。
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千
葉
大
学D

ata F
ile

入学者数 2,380人
志願者数 11,054人

入学者内訳 ［平成27年度］

女子
978人
（41.1%）

男子
1,402人
（58.9%）

新卒
1,802人
（75.7%）

既卒
572人
（24.0%）

その他（検定等）
6人

（0.3%）

計

2,380人

入学者数 186人
志願者数 891人

入学者数 82人
志願者数 258人

入学者数 465人
志願者数 1,616人

入学者数 217人
志願者数 1,288人

入学者数 642人
志願者数 2,892人

入学者数 372人
志願者数 1,677人

入学者数 117人
志願者数 689人

入学者数 87人
志願者数 810人

入学者数 212人
志願者数 933人

学部別入学者内訳 ［平成27年度］

文学部

理学部

看護学部

教育学部

医学部

工学部

法政経学部

薬学部

園芸学部

新卒 157人
既卒 29人
その他 0人

新卒 149人
既卒 65人
その他 3人

新卒 68人
既卒 14人
その他 0人

新卒 394人
既卒 70人
その他 1人

新卒 70人
既卒 47人
その他 0人

新卒 451人
既卒 187人
その他 4人

新卒 296人
既卒 76人
その他 0人

新卒 62人
既卒 23人
その他 2人
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既卒 62人
その他 0人
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※一般入試・AO・推薦・理数大好き・社会人・帰国子女・先進科学プログラムを合計した。
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教育学部

理学部理学部

工学部工学部

文学部
法政経学部

6

11

17 19

4

513

10
14

12

1

16

15

2
3

8

9
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北通り
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附属小学校

附属中学校

至 東京
北 門

正 門

南 門

至 京成みどり台駅

JR西千葉駅

至 汐見丘

至 千葉

かたらいの森

松韻会館松韻会館

附属幼稚園

プール

けやき会館

体育施設
場
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武

テニスコート

サッカー・ラグビー場

大学会館
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サ
ー
ク
ル
会
館

キャンパスマップ Campus Map

西
千
葉
キ
ャ
ン
パ
ス

Nishichiba Campus
約396,000m2

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL 043-251-1111（代表）

［文　学　部］ TEL 043-290-2352 ［教 育 学 部］ TEL 043-290-2515
［法政経学部］ TEL 043-290-2351 ［理　学　部］ TEL 043-290-2880
［工　学　部］ TEL 043-290-3054

JR総武線「西千葉」駅から「稲毛」駅方面に広がるキャンパスには、
5つの学部（文学部、教育学部、法政経学部、理学部、工学部）のほか、
事務局や学務部などがある千葉大学の拠点キャンパスです。

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

☆ 学部の学生窓口

10 附属図書館、
アカデミック・リンク・センター

11 理学部2号館
（理学系総合研究棟、
先進科学センター、
サイエンスプロムナード）

12 工学系総合研究棟1

13 自然科学系総合研究棟1

14 自然科学系総合研究棟2

15 人文社会科学系総合研究棟

16 総合学生支援センター

17 フロンティア医工学センター

18 共用機器センター

19 次世代モビリティパワーソース研究センター

1 事務局

2 総合安全衛生管理機構

3 国際教育センター

4 統合情報センター

5 アイソトープ実験施設

6 総合校舎、普遍教育センター、
言語教育センター

7 学術研究推進機構
産業連携研究推進ステーション

8 環境リモートセンシング研究センター

9 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
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けやき会館

11 サイエンスプロムナード

正門 サッカー・ラグビー場（人工芝） かたらいの森

16 総合学生支援センター

2 総合安全衛生管理機構 6 総合校舎

10 アカデミック・リンク・センター

弥生通り
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駐車場

N

テニスコート

亥鼻地区厚生施設

医学部・看護学部正門

学生相談室

サッカー場

学生寄宿舎
野球場

外来
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みなみ棟

外来診療棟

ひがし棟

エネルギー
センター棟

中央診療
A棟

中央診療
B棟

中央診療
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中央診療
C棟

看護師宿舎

駐車場

さつき寮

守護所

にし
棟

テニスコート

並木道並木道

亥鼻地区厚生施設

医学部・看護学部正門

学生相談室

8

サッカー場

学生寄宿舎
野球場

外来
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みなみ棟

外来診療棟
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中央診療
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中央診療
B棟
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D棟

中央診療
C棟

看護師宿舎

駐車場

さつき寮
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にし
棟

看護学部

医学部附属病院

薬学部
医学部

新外来棟

ゐのはな
同窓会館

1

2

56
3 7

体育館

4
☆

☆☆

体育館

サークル会館

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

3・4 薬学部2 附属図書館亥鼻分館

医学部附属病院

医学部

8 ゐのはな記念講堂

亥い
の
は
な鼻
キ
ャ
ン
パ
ス

千葉城近くの高台にある亥鼻キャンパスには、医療系3学部と関連センターが設置されています。
2011（平成23）年9月に、薬学部が西千葉キャンパスから移転し、医学部、薬学部、看護学部が同一のキャンパスに集まりました。
千葉大学医学部附属病院も隣接しており、医療系の教育・研究の拠点となっています。

Inohana Campus
約267,000m2

［医学部］ 〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1　TEL 043-226-2008
［薬学部］ 〒260-8675 千葉市中央区亥鼻1-8-1　TEL 043-226-2941
［看護学部］ 〒260-8672 千葉市中央区亥鼻1-8-1　TEL 043-226-2381

1 真菌医学研究センター

2 附属図書館亥鼻分館

3 医薬系総合研究棟Ⅰ・薬学部

4 医薬系総合研究棟Ⅱ・薬学部

5 医学研究院附属動物実験施設

6 看護・医薬系総合教育研究棟

7 千葉大亥鼻イノベーションプラザ

8 ゐのはな記念講堂

☆ 学部の学生窓口

6 看護・医薬系総合教育研究棟
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1 環境健康フィールド科学センター
管理研究棟

2 シーズホール

3 柏の葉診療所・柏の葉鍼灸院

4 予防医学センター柏の葉研究棟

5 ケミレスタウン実験施設

6 農場運営中央棟

7 温室

8 実習作業棟

9 加工実習棟

10 高度化セル成型苗生産利用システム

11 植物工場拠点

1 Ａ棟

2 Ｂ棟

3 Ｃ棟

4 Ｄ棟

5 Ｅ棟

6 管理棟

7 附属図書館松戸分館

8 浩気寮

9 100周年記念 戸定ヶ丘ホール

10 厚生施設（緑風会館）

11 イタリア式庭園

12 フランス式庭園

13 イギリス式庭園

☆ 学部の学生窓口

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

・ つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から徒歩５分 

・ JR柏駅、東武柏駅西口バス２番乗り場から、東武バス国立がんセンター行 又は柏の葉

 公園行を利用約20分、柏西高校前下車徒歩５分

樹木苗木園

正門

南門

N

樹木苗木園

車両通用門

正門

南門

至 西門

柏の葉キャンパス駅

北門

1 23
4

5

6 7
8 9

11

11

11 10

 環境健康フィールド科学センター1 管理研究棟 9 加工実習棟 10・11 植物工場拠点 等

柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス

Kashiwa-no-ha Campus
約167,000m2

つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅前のキャンパスには、
環境健康フィールド科学センター、柏の葉診療所・鍼灸院などが設置されてい
ます。
2003（平成15）年の開設以来、主に国や民間企業との共同・委託研究を行い、
現在では、植物工場の実証施設などが展開されています。

［環境健康フィールド科学センター］［柏の葉診療所・鍼灸院］
〒277-0882 柏市柏の葉6-2-1
TEL 04-7137-8000

N

職員宿舎

正門

旧正門

至 東京

至 水戸

北門
←至 松戸駅

国道
６号
線

駐車場

研究温室

実験圃場

1
2 3 4

5
6 7

8

9
10

11
12

13

☆

1 A棟 9 100周年記念 戸定ヶ丘ホール 12 フランス式庭園

松
戸
キ
ャ
ン
パ
ス

Matsudo Campus
約149,000m2

JR常磐線・新京成線「松戸」駅近くにある緑に囲まれたキャンパスに、
園芸学部と関連する研究施設が設置されています。
園芸学部の前身にあたる千葉県立園芸専門学校の創設時1909（明治42）年から
100年以上の歴史があるキャンパスです。

［園芸学部］
〒271-8510 松戸市松戸648
TEL 047-308-8712
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附属施設・センター

附
属
施
設
・
セ
ン
タ
ー

本学の環境安全管理と学生・職員の健康支援をする組
織です。学生保健部は保健管理棟を拠点とし、健康診
断、カウンセリングを実施するとともに、修学・就業
環境を常に監視し、その保全に努めています。

総合安全衛生管理機構

文部科学大臣の認定する共同利用・共同研究拠点とし
て、人工衛星データをはじめとするリモートセンシン
グを用いたさまざまな地球環境に関する研究を行って
います。また、各種データを公開、共同利用・研究を
実施し、日本を代表するリモートセンシングの研究機
関として国際的な研究・人材育成に貢献しています。

環境リモートセンシング
研究センター(CEReS)

学内の共同教育研究施設として発足し、「大学情報企
画運営部門」、「情報法務・評価部門」、「情報教育部門」、
「学術情報部門」、「高速計算部門」の5研究部門と学
術国際部情報企画課情報基盤室からなり、千葉大学情
報基盤の高度化を推進し、情報中核拠点として先進的
役割を果たしています。

統合情報センター

主に日本人学生を対象とする言語教育を行うために発
足しました。ネイティブ・スピーカーを含む、英語・
ドイツ語・フランス語・中国語の専門家が所属しており、
全学に語学教育を提供するとともに、海外語学研修を
はじめとして、さまざまな企画・運営・点検などを行っ
ています。

言語教育センター

工学系と医学系の研究者が協力して、新しい医療画像
や情報システム、治療機器など臨床に役立つ機材やシ
ステムの研究開発を行っています。試作開発・基礎実
験部があり、研究成果の試作と前臨床試験が行える特
徴を生かして、多くの研究実績を送り出しています。

フロンティア医工学センター

体の健康、心の健康、健康によい環境を研究の三本柱
に創立されました。環境がもたらす健康影響などを予
防する「予防医学」の研究を進めています。また、環
境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」(エコ
チル調査)に2010年度から参加しています。

予防医学センター

公募により採択された研究プロジェクトを主軸に、新
規産業創出に向けた独創的な研究が行われています。
また、「ベンチャービジネス論」「ベンチャービジネス
マネージメント」「ベンチャービジネストレーニング」
などの講義を展開し、学生のベンチャーマインドの育
成に力を入れています。

ベンチャービジネスラボラトリー

大型分析機器を集中管理し、教育・研究の共同利用に
供するとともに、分析技術の開発研究を行っています。
また教育研究設備の有効利用を促進するため、学内共
用機器の管理支援や、技術者育成も行っています。全
国の研究機関との設備相互利用も行っています。

共用機器センター
（旧：分析センター）

普遍教育センターは、普遍教育科目（教養科目）の企
画・運営・評価を行い、教育の質的向上に寄与するこ
とを目的に発足した組織です。千葉大学憲章、普遍教
育の理念・目標に基づき、各学部・学科の固有な教育
と連携させつつ、全学協力のもと初年次から高年次ま
で高品質な普遍教育科目を提供しています。

普遍教育センター

免疫・神経・発生をテーマに疾患モデルマウスを用いて、
病気の成り立ちや治療法開発に向けた基礎的研究を
行っています。また、学内研究支援センターとしてマウ
ス受精卵の凍結保存および凍結卵の融解・移植など、
発生工学実験に関する各種研究支援を行っています。

バイオメディカル研究センター

基礎科学と臨床医学の間の知の循環に関する教育研究
を行い、将来的にその中核拠点を担う人材の養成を推
進することを目的として設立された学内共同教育研究
施設です。探索的先端治療学部門、未来医療推進科学
部門、未来医療評価科学部門及び未来医療検証科学部
門が置かれています。

未来医療教育研究センター

病原真菌・放線菌及びそれに伴う感染症を専門とする
研究施設であり、高度病原真菌や病原放線菌、新興・
再興真菌症、さらには宿主生体防御などの研究を行っ
ています。また、文部科学大臣認定の共同利用・共同
研究拠点「真菌感染症研究拠点」として、国内外の研
究者との共同研究を行うとともに、同省によるナショ
ナルバイオリソースプロジェクト病原微生物の中核機
関として、世界最大規模の病原真菌・放線菌の収集・
保存・分譲事業を行っています。

真菌医学研究センター

国際交流活動推進の拠点となる教育研究施設です。
留学生に対しては日本語・日本事情教育をはじめとす
る多種のプログラムを通して、日本という異文化の中
でも心理的に安定し、所期の目的を達成できるよう支
援しています。一方、日本人学生に対しては、海外留
学の案内や留学相談、派遣留学オリエンテーションの
実施など、世界の国々への留学を促す取り組みを行っ
ています。
また、帰国留学生との知的・人的ネットワークの構築・
発展にも努めています。

国際教育センター

食と緑と健康を学際的に教育研究する組織として
2003（平成15）年4月に柏の葉キャンパスに設置され
ました。環境・健康・食を通して地域社会の持続性を
希求する多様な活動を展開して、国内外の学部学生、
大学院生に教育・研究の場所を提供しています。

環境健康フィールド科学センター

当センターは、法システム研究部門、病態解析研究部
門、治療・社会復帰支援研究部門・非行臨床研究部門
があり、精神障害に係る法律や精神鑑定方法、病態解
明、治療・社会復帰支援方法について、法律学や精神
医学、精神科学的視点から教育研究を行っています。

社会精神保健教育研究センター

本実験施設は平成4年に設立した学内共同利用施設で
あり、放射性同位元素を使用する研究の推進と安全管
理・教育訓練等を行っています。施設内の遺伝子実験
室、細胞・組織培養室、動物実験室、人工気候室、照
射室、合成・化学実験室には、これらの実験に必要な
機器が設置されており、放射性同位元素を用いた様々
な教育研究が実施できます。
また、新たに、分子イメージング研究に適した小動物
用SPECT/CT装置と代謝実験用機器が設置され、教
育研究環境のさらなる充実を図っています。

アイソトープ実験施設

子どもから大人までの幅広い発達段階の人間のこころ
と脳に関する教育研究と高度な専門職の養成を進めて
いきます。考え方（認知）、行動、感情、注意等の悪
循環による問題を解決していく認知行動療法を推進し
ます。

子どものこころの発達教育
研究センター

再生治療学研究センターは，再生医学や幹細胞生物学
を基盤とした新しい治療学研究を推進しています。多
能性幹細胞や臓器幹細胞を、基礎医学だけでなく再生
医療の観点から研究するとともに，様々な疾患のiPS
細胞を作製し，病態解析や治療法開発，新薬評価等，
革新的治療学の確立を目指しています。

再生治療学研究センター

企業などとの共同研究を含む産・学・官の連携に関す
る業務協力の推進や、知的財産の管理・活用に関する
業務などを行い、本学における研究成果の社会的還元
を図ることを目的としています。

学術研究推進機構
産業連携研究推進ステーション

山中寮は、山梨富士五湖のひとつ山中湖畔に建つセミ
ナーハウスで、ゼミナール合宿や各種研究会などに利
用されています。壮大な富士山と木々に囲まれており、
夏は避暑地として早い時期から過ごすことができます。
開寮期間4月20日～11月10日 ※冬季閉寮しています。

セミナーハウス山中寮

房総半島の鴨川市にあり、銚子市には実験場もありま
す。海洋生態系に関する研究を行っており、国内外の
研究機関と連携をはかりながら、主に沿岸域に生息す
る生物の生活史について、実験・調査・理論解析を展
開しています。また、研究・教育の場所も提供してい
ます。

海洋バイオシステム研究センター
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アクセス

品川駅・東京駅から
JR総武線・横須賀線
（快速）

「稲毛」駅で総武線（各駅停車）に
乗換え「西千葉」駅下車、徒歩2分

（キャンパス南門）

秋葉原駅から
JR総武線（各駅停車） 「西千葉」駅下車、徒歩2分（キャン

パス南門）

上野駅から
京成本線（特急） 「京成津田沼」駅で京成千葉線に乗

換え「みどり台」駅下車、徒歩7分
（キャンパス正門）

羽田空港から
京浜急行線 「品川」駅でJR総武線・横須賀線（快

速）に乗換え「稲毛」駅で総武線（各
駅停車）に乗換え「西千葉」駅下車、
徒歩2分（キャンパス南門）

東京モノレール JR「浜松町」駅で山手線又は京浜東
北線に乗換え「東京」駅で総武線

（快速）に乗換え「稲毛」駅で総武
線（各駅停車）に乗換え「西千葉」
駅下車、徒歩2分（キャンパス南門）

品川駅・東京駅から
JR総武線・横須賀線
（快速）

「千葉」駅下車、「千葉」駅東口正面
7番のバス乗り場から京成バス「千
葉大学病院」又は「南矢作」行きを
利用（約15分）、「千葉大医学部入
口」で下車、徒歩1分※

上野駅から
京成本線（特急） 「京成津田沼」駅で京成千葉線に乗

換え「京成千葉」駅下車、JR「千葉」
駅東口正面7番のバス乗り場から京
成バス「千葉大学病院」又は「南矢
作」行きを利用（約15分）、「千葉
大医学部入口」で下車、徒歩1分※

羽田空港から
京浜急行線 「品川」駅でJR総武線（快速）に乗

換え「千葉」駅下車、「千葉」駅東
口正面7番のバス乗り場から京成バ
ス「千葉大学病院」又は「南矢作」
行きを利用（約15分）、「千葉大医
学部入口」で下車、徒歩1分※

東京モノレール JR「浜松町」駅で山手線又は京浜東
北線に乗換え「東京」駅で総武線

（快速）に乗換え「千葉」駅下車、
JR「千葉」駅東口正面7番のバス乗
り場 から京成バス「千葉大学病院」
又は「南矢作」行きを利用（約15
分）、「千葉大医学部入口」で下車、
徒歩1分※

上野駅から
JR常磐線 「松戸」駅下車、東口より徒歩15分

京成津田沼駅から
新京成線 新京成線「松戸」駅下車、東口より徒歩

15分

総武線市川駅から
京成バス 「松戸営業所（矢切駅経由）」行きを利用

（約30分）、「小山」で下車、徒歩5分

秋葉原駅から
つくば
エクスプレス

「柏の葉キャンパス」駅下車、徒歩5分

柏駅から
東武バス
イースト

「柏」駅西口2番のバス乗り場から、「国
立 が ん 研 究 セ ン タ ー」 行 き（ 柏44系、
西柏01系）を利用（約20分）、「柏の葉
高校前」で下車、徒歩8分

［交通経路］

西千葉キャンパス 亥
い の は な

鼻キャンパス 松戸キャンパス

柏の葉キャンパス

柏の葉キャンパス
環境健康フィールド科学センター
〒277-0882　柏市柏の葉6-2-1

松戸キャンパス
園芸学部
〒271-8510 松戸市松戸648

西千葉キャンパス
文学部・教育学部・法政経学部・
理学部・工学部
〒263-8522　千葉市稲毛区弥生町1-33

亥
い の は な

鼻キャンパス
医学部・薬学部・看護学部
［医学部］ 〒260-8670
［薬学部］ 〒260-8675
［看護学部］ 〒260-8672

千葉市中央区亥鼻1-8-1

※薬学部は「千葉大薬学部前」下車徒歩2分
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