
千葉大学長　徳久剛史

わたしたち人類は、産業革命以来、大量の資源エネルギーを用いてその活動を発展させてきました。その結果、地球の温暖化、化学物質汚染、生物多様性
の減少など、   さまざまな環境問題に直面しています。    まさに、   人間活動からの環境への負荷によって人類の存続の基盤となる環境がおびやかされていま
す。また、福島第一原子力発電所の事故に伴い、安全で持続可能なエネルギー源の確保が急務となっています。われわれは、こうした現状に対して何をす
べきか考え、英知を結集させるべきです。千葉大学は、総合的な教育・研究機関として、この英知の形成と集積と実践に寄与していく責務があります。こ
のため、とくに次の事項を推進していきます。

 １．文系と理系の知恵を集積し、また附属学校と連携し、総合大学としての特長を活かした環境教育と研究の実践を進めます。
 ２．省エネルギー・省資源、資源の循環利用、グリーン購入を推進し、構内の緑を保全します。また、化学物質の安全管理を徹底し、汚染を予防します。
　　これらにより環境負荷の少ない緑豊かなキャンパスを実現します。とくに、環境・エネルギーに関連する法規制や千葉大学が同意する環境に関する要
　　求事項を理解し、遵守します。
 ３．環境・エネルギーマネジメントシステムの構築と運用は学生の主体的な参加によって実施します。また、学生による自主的な環境活動を推奨し、多様
　　な環境プログラムが実施されるキャンパスを目指します。
 ４．環境・エネルギーマネジメントシステムを、地域の意見を反映させながら、地域社会に開かれた形で実施していきます。
 ５．国立大学の中で全国トップ水準のエネルギー効率を維持し、継続的に改善していきます。また、エネルギーパフォーマンス改善に繋がる製品やサービ
　　スの調達 、施設の設計を支援します。 

千葉大学では、この環境・エネルギー方針に基づき目標を設定し、その実現に向けて行動するとともに、行動の状況を監査して環境・エネルギーマネジメ
ントシステムを見直します。これにより、継続的にシステムの改善を図ります。 
また、この環境・エネルギー方針は文書化し、千葉大学の教職員、学生、常駐する関連業者などの関係者に周知するとともに、文書やウェブサイトを用い
て一般の人に公開します。
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総合大学としての特長を活かした環境教育・研究の実践

環境負荷の少ない緑豊かなキャンパスづくり

学生主体のマネジメントシステムの構築・運用

地域社会に開かれた活動の実施

国立大学でトップ水準のエネルギー効率の維持5 国立大学でトップ水準のエネルギー効率の維持

出張 eco 教室

附属幼稚園・小中学
校をはじめ、地域の
学校を訪問

様々な 3R活動の実践

各種審査・研修に学生が参加

地域のイベントにも
積極的に参加

ISO 導入前（2004）年
度と比べて年間総エネ
ルギー使用量が 10％減
少（2015 年度）

出張 eco 教室 クリーンデー

落ち葉堆肥化 自転車譲渡イベント 太陽光発電 ゴミ分別

基礎研修 内部監査 外部審査 環境報告書

コミュニティーガーデン ちばし環境フェスティバル

4

省エネイベント 省エネうちわ・クースビズポスター

１

ネイチャークラフト

2

省エネステッカー



9・10月

11月
12・1・2月

４月

8月

こどもまつり

エアコンフィルター清掃

省エネイベント

省エネ・クールビズを啓発

太陽光で発電した電気のみを使用

省エネ省資源イベント

環境報告書

内部監査 エコメッセ

外部審査

エコプロダクツ

イルミネーション企画

緑のカーテン

基礎研修 古本市

2017 年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定2017年度の主な活動の予定

２

地域の環境イベントに出展

学生・教職員から不要に
なった古本を回収、格安
で販売

５月

7月

エアコンの冷房効率UP

デザイン・文書全て学生が制作

６月



　環境・エネルギーマネジメントシステム（EMS、EnMS）とは、環境保全、
エネルギー効率改善に配慮した組織運営を続けるとともに、その継続的改善
を図る仕組みのことです。環境・エネルギーに関する方針を自ら立て、その
達成を目指すため、計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、見直し（Act）の
「PDCA サイクル」を繰り返すことによって、より環境に配慮した活動を行
います。

　千葉大学では2004年度にEMSに関する国際規格である ISO14001認証を、
2013年度にはEnMSに関する国際規格であるISO50001認証を取得しました。

EMS Environmental Management System, EnMS Energy Management System

環境 エネルギー
マネジメントシステム とは

西千葉地区
環境 ISO実行委員会

西千葉地区部局
環境 ISO実行委員会

西千葉地区部局
環境 ISO実行委員会

西千葉地区部局

松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会

松戸・柏の葉地区部局
環境 ISO実行委員会

松戸・柏の葉地区部局
環境 ISO実行委員会

松戸・柏の葉地区部局

亥鼻地区
環境 ISO実行委員会

亥鼻地区部局
環境 ISO実行委員会

亥鼻地区部局
環境 ISO実行委員会

亥鼻地区部局

省エネリーダー会議
全地区の各学部・大学院
研究センター等

最高経営層
学長，企画・人事担当理事，総務担当理事

西千葉地区
環境 ISO実行委員会
西千葉地区

環境 ISO実行委員会
西千葉地区

環境 ISO実行委員会
松戸・柏の葉地区松戸・柏の葉地区松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会環境 ISO 実行委員会

最高経営層
学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事

最高経営層
学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事

亥鼻地区亥鼻地区
環境 ISO実行委員会環境 ISO 実行委員会環境 ISO 実行委員会環境 ISO 実行委員会環境 ISO 実行委員会

省エネリーダー会議
全地区の各学部・大学院

松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会
松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会
松戸・柏の葉地区
環境 ISO実行委員会 環境 ISO 実行委員会

学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事

環境管理責任者　　　　　環境 ISO 事務局

環境 ISO 企画委員会　　　環境 ISO 学生委員会

学長，企画・人事担当理事，総務担当理事学長，企画・人事担当理事，総務担当理事

環境管理責任者　　　　　環境 ISO 事務局

環境 ISO 企画委員会　　　環境 ISO 学生委員会環境 ISO 企画委員会　　　環境 ISO 学生委員会環境 ISO 企画委員会　　　環境 ISO 学生委員会

内部監査委員会

oDoPlan

Act Check

の に

できることがあります！

な から ま ！

は

D

3
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PDCAサイクルの中でも重要な Do( 実行 ) の主体は学生・教職員の皆さんです。
私達が普段の生活から取り組めるエコにはどのようなものがあるでしょうか？

Do
できることから コツコツ と。

あなたの心掛けは

大きな成果につながります！

学生と教職員が
普段の生活でできること

　　マイボトル
マイボトルの利用は使い捨て
飲料容器の削減につながるだ
けでなく、温かさ・冷たさを
キープすることができます。ペットボトルを
購入するよりも経済的なので、ぜひマイボト
ルを持ち歩くようにしましょう。 

　　　　紙
両面印刷や裏紙の使用、1枚
に複数ページを印刷するなど
紙の使用量を減らす工夫をし
ましょう。

　　  エネルギー
部屋を出る時は照明やエアコ

ンのスイッチを消しましょう。

また室温が、夏季が28℃以上、
冬季は19℃以下になるよう設定しましょう。

　　　　水
水は限りある資源です。その
一滴はタダではありません。
節水に努めましょう

　   グリーン購入
「グリーン購入とは、製品や

サービスを購入する際に、環

境を考慮して、必要性をよく

考え、環境への負荷ができるだけ少ないもの
を選んで購入することです」（環境省HP）。
大和屋や生協でグリーン購入法適合商品を買
うことができます。

　　　レジ袋
2016年度は、生協店舗でレジ
袋を辞退した人が99％以上で
した。学内に限らず、不要な
レジ袋の利用は控えましょう。

　　  ごみ分別
カン、ビン、ペットボトルは
分別して、指定の回収BOXに
入れましょう。
※ペットボトルキャップ回収は松戸・柏の葉のみ

 リ・リパック（松戸のみ）
生協で販売されているお弁当

の容器はリ・リパックという、

フィルムを剥がすことで洗浄
せずに回収・リサイクルできる容器です。
フィルムは突起を優しくパキッと折ればそ
のまま剥がせます。食べ終わったら必ずフ
ィルムを剥がし、白くなった容器を近くの
回収場所に入れましょう。

　　　タバコ
健康のため喫煙は控えましょ

う。また、受動喫煙の防止の
ため、指定された場所以外で

の喫煙は禁止です。
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の

化学物質は取り扱いを誤ると、重大な事故につながります。
化学物質については、安全衛生管理マニュアルを熟読の上、SDS（化学物質安全データシー
ト）を必ず参照して、指導教員の指示や法令に従って取り扱うようにしてください。

※平成 28年度各学部が指定している
資源回収置き場へ

束ねられない紙ごみ
・封筒
・包装用紙
・空き箱
・紙袋　など

束ねられる紙ごみ
・コピー用紙
・新聞・チラシ類
・厚紙・模造紙
・段ボール　など

可燃ごみ箱へ
汚れた紙ごみ、感熱紙
・ティッシュペーパー
・飲料用紙パック
・レシート　など

【申請窓口】
　総合学生支援センター１階
　駐車場整理事務所
　(千葉大学生協
　  住まいアルバイト紹介カウンター内 )

① 申請書に記入
　-防犯登録番号が必要

② ステッカーを購入
　-　一般　      800 円 / 年
　- 南門専用  2,000 円 / 年
　　※松戸、亥鼻地区では各学部・研究科等の　
　　　　事務室でステッカーを配布しています。 

ミックス古紙回収の
黄色いカートへ

ス の の

学 の

マ ー 千葉

駐輪ステッカー購入方法
（西千葉）

回収費用

 ０円 /kg

回収費用

29円 /kg
※平成 28年度

/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg円 /kg/kg ０ /kg/kg/kg/kg/kg/kg ０円 /kg ０ /kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg ０ ０

ミックス古紙（西千葉・亥鼻）

資源回収古紙

可燃ごみ

構内移動用自転車は持ち込めません
　千葉大学では構内移動用の自転車を持ち込むことはできません。
　（自宅～大学間での通学使用は可）。

構内のシェアサイクル (COGOO) を活用ください
自転車マナーを守りましょう
　構内での利用には 2017 年度の駐輪ステッカーが必要です。
　歩行者の安全を優先した運転を心がけ、指定された駐輪場を利
　用しましょう。
　ルールが守られない場合は自転車の撤去・罰金などがあります。

放置自転車をなくしましょう
　卒業などで自転車が不要になった場合は、適切に処分しましょ
　う。学内で自転車回収イベントも実施しています。処分方法は
　市のホームページで確認してください。



環境・エネルギーマネジメントシステム
によるメリットは︖

2015 年度の実績（附属病院除く）では ISO 取得以前の
2004 年度と比較して、構成員数と建物床面積が増加
しているにも関わらず、エネルギー消費総量は約
10％減少、一般廃棄物排出量は約43％減少しました。

教育的効果
千葉大学では、学生の実務経験の場として学生
主体で EMS・EnMSを構築・運用することが特色
となっています。
環境 ISO 学生委員会の活動は単位化され、条件を
満たした学生には学内資格が贈られ、この資格
を持つ学生・卒業生は2016年度までの 12年間で
387 名になります。卒業生に対するアンケートでは、「学生委員会の活動
が仕事をする上で役に立った」と回答した人が 81％に上りました。

経済的効果
ISO取得以前の2004年度と2015年度を比較すると、約
5％減少した電気使用量は購入費用に換算すると1年間
で約3700万円分の削減、約43％減少した一般廃棄物は
処分費用に換算すると約 560 万円分の削減したことに
なります（2015年度の使用料金平均単価で試算）。

社会的効果

環境的効果

―最近の報道歴―（2016 年）
・2/29  産経新聞他 「自然や環境と調和した社会づくりに貢献　第 25 回地球環境大賞
     文部科学大臣賞　特定非営利活動法人　千葉大学環境 ISO 学生委員会」
・4/15　千葉日報 「高価な学術書が格安に　千葉大で恒例の古本市」
・4/19　産経新聞 「第 25 回地球環境大賞　秋篠宮さまご夫妻と歓談の輪」
・8/13　千葉日報 「環境報告書　学生が作成　千葉大　取材や編集手掛ける」
・9/29　千葉日報 「環境目標厳しくチェック　千葉大　学生主体で内部監査」

―これまでの主な受賞歴―
・第 1回「サステイナブルキャンパス賞」　学生活動・地域連携部門
・第 19 回環境コミュニケーション大賞　環境報告書部門　環境配慮促進法特定事業者賞
・『低炭素杯 2016』　ユニ・チャーム最優秀エコチャーミング賞
・第 25 回地球環境大賞　文部科学大臣賞
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　2003 年に発足し、大学の一組織として学生主体の EMS・EnMSを構築、運用しています。
学生委員会の活動は、全学で普遍教育科目「環境マネジメントシステム実習」として単位化

されていて2016年時点では約200名が活動してい
ます。EMS、EnMSについて勉強するとともに、仕
事や企画、話し合いの進め方について学びます。

　実習Ⅰ（主に学部１年生）
EMS・EnMS運用の専門的な基礎知識を学びつつ、学生委員会
の一員としてさまざまな活動を通じて理解を深めます。

　実習Ⅱ（主に学部２年生）
実習Ⅰの知識をもとに、内部監査や外部審査などの EMS・
EnMS 運営上の重要な実務を実習するとともに、学生委員会の
中核となって活動します。

　実習Ⅲ（主に学部３年生）
実習Ⅱの単位を取得した学生が、千葉大学での経験を活かし
て EMSを運用している官公庁や企業等にインターンとして赴
き、そこで運用されている EMSについて学びます。

環境マネジメントシステム実習の内容

千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士
実習Ⅱの単位を修得後、１年間に渡って学生委員会として活動し
た学生に対して、学長から与えられる学内資格です。千葉大学で
の実務経験を通して EMS・EnMS に関する専門的な知識を持った
学生であることを、外部に対して示すものとなっています。

環境関連科目ウェブページ
環境ISO学生委員会では、環境に関する講義を環境関連科目として取
りまとめています。委員会のウェブページから千葉大学の公式シラバ
スにリンクを貼ってあるので、時間割を作成する際にご利用ください。
http://env.chiba-univ.net/nishichiba/info_lecture16.html

環境ISO学生委員会 とは

■発行者：千葉大学環境ISO事務局
 Mail 　　  ：kankyo-iso@office.chiba-u.jp
 HP　　　：http://kankyo-iso.chiba-u.jp/
■企画・編集：千葉大学環境ISO学生委員会
 HP　　　：http://env.chiba-univ.net/
 Twitter      ：@chibaiso
 Facebook：千葉大学環境ISO学生委員会
■デザイン：教育学部 -内山桜　工学部 -地﨑匡哉
　製作：法政経学部 -嶺康平　理学部 -佐々木星紀

■環境ISO学生委員会　各キャンパス連絡先
　西千葉・亥鼻地区：info@chiba-univ.net
　松戸・柏の葉地区：matsudo_info@chiba-univ.net

西千葉・亥鼻地区   　　松戸・柏の葉地区西千葉・亥鼻地区   　　松戸・柏の葉地区
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内部監査内部監査

ワークショップワークショップ

実務士認定式実務士認定式




