
千葉大学は、総合大学としての特色を活かして多様な分野での環境研
究を行い、得られた知見を学生、そして社会に還元しています。また、
学生のみならず附属幼稚園・学校に対しても環境教育を行い、環境人
材の育成に努めています。
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独自開発のレーダで地表観測：精度が劇的に向上

航空機搭載CP-SARの飛行実証実験が成功

　千葉大学独自開発の円偏波合成開口レーダ（CP-SAR）
により、地表の円偏波観測が可能となり、新世代の地球観
測手段になることが期待されます。このセンサは雲・霧・
煙等に影響されず地球表面を鮮明に監視できる全天候型、
夜間でも観測が可能であり、環境・災害・インフラの監視
に優れています。

　2018 年３月２日～ 18 日に、インドネシア・南セレベ
ス県にて、航空機搭載CP-SAR の飛行実証実験が成功し、
世界初の CP-SAR 画像を取得しました。この CP-SAR シ
ステムは窒化ガリウム (GaN) 素子を用いることで、ピー
ク電力 250 ワットで、70kg 以下の軽量化を可能としまし
た。

驚異の小型化・軽量化を「糸・軽量化ばね材」で実現

グローバル環境・災害観測用の 100㎏級小型衛星円偏波合成開口レーダの開発

　既存の衛星が数百㎏～数トンの質量であることに対して、
千葉大学発の小型衛星CP-SARは 150kg 以下に軽量化され
ています。アンテナは直径２～ 3.6mで、質量は従来の約
数十㎏から 10㎏以下の軽量化に成功しました。軽量化は、
アンテナ部分を従来のアルミ、強化プラスチックなどから、
金メッキを施した金属製の細い糸を素材とするメッシュ（１
㎡あたりわずか 50g）及び骨組みを軽量化ばね材に変更す
ることにより実現させました。また、従来は100～ 200億
円かかっていた小型 SAR衛星を、開発費を含めて１機 10
億円以下の費用にすることを目指して研究開発を進めてい
ます。

千葉大学環境リモートセンシング研究センター
ヨサファット　テトォコ　スリ　スマンティヨ教授

　千葉大学は、独自にグローバル環境・災害観測用の宇宙
用円偏波合成開口レーダ（CP-SAR）を開発してきました。
2017年３月に世界最小・最軽量100㎏級小型衛星・レーダ
の研究モデル（図１）が完成しました。また、2018年３月
にこのCP-SARシステムの航空機による飛行実証実験と世
界初のCP-SAR画像の取得に成功しました（図２）。

最先端の環境研究の紹介
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今後の展望

　ファイトケミカルの環境応答研究は、あまり多くの前例
がありません。しかし、品質の安定した栽培生産技術の向
上に貢献できるため、地球規模の気候変動やフードセキュ
リティーなど、重要な緊急課題と密接にかかわっていると
思います。また、ファイトケミカル的に質の良い食物の摂
取で、ヒトの健康寿命が延ばせるような日が来ることを期
待しています。

高度環境制御下の薬効成分の変化

　薬用植物に含まれるファイトケミカルは、薬効成分とし
て有用です。しかし、栽培場所や時期によって、成分組成
が変わり、含有量が減少することがあります。直接の原因
は分かっていませんが、我々は植物の環境応答によるもの
と考えています。そこで、最先端の植物栽培法である、植
物工場の技術を使って、ファイトケミカルの環境応答を検
証しています。例えばシソは、養分不足で強い光を受ける
環境で育つと、ロスマリン酸というポリフェノールの薬用
成分を、数倍も多く含むようになると明らかにしました。

植物の環境応答とファイトケミカル

　生物体は、同じ遺伝情報を持っていても、育った環境に
よって見た目や中身が異なってきます。動物に限らず植物
でも、その違いは顕著に表れ、生育環境に応じて柔軟に生
きようとする様子が分かります。このような、環境変化に
対する植物の反応を、環境応答と呼んでいます。我々は、ファ
イトケミカルがどのように変化するのか、その環境応答を
解明する研究を行っています。

　植物はヒトのためにファイトケミカルを作っているわけ
ではありません。では、何のために、どのようにして、植
物は作るべき化学成分を決めているのでしょうか？様々な
研究から、ゲノム情報と生育環境の違いが、植物それぞれ
が持つファイトケミカルの種類と量に、大きく影響してい
ることが分かってきました。そこで多くの研究者は、植物
は環境に適応するためや外敵から身を守るために、様々な
ファイトケミカルを作り出している、と考えるようになり
ました。

ゲノムや環境で決まるファイトケミカルの種類と量

　植物が作り出す化学成分のことを、ファイトケミカルと
いいます。私達は、植物由来の食べ物から、いろいろな種
類のファイトケミカルを摂取しています。中でも、ヒトの
こころや身体に強く働きかける、いわゆる有効成分は、薬
として利用されています。

ファイトケミカルとは

ヒトの健康に役立つ植物成分「ファイトケミカル」の環境応答
千葉大学環境健康フィールド科学センター　加川夏子講師
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室温でも超安定！「世界最薄」有機分子膜を実現
～磁石のパワーで分子膜を強力固定～
千葉大学大学院工学研究院　先進理化学専攻物質科学コース　山田豊和准教授

極限の薄さの有機分子膜による究極の磁気情報素子
実現を目指して

　現在の情報記録用磁石には、鉄、コバルト、ニッケルに
レアメタルを添加して強力な磁石を作っています。しかし、
無機材料磁石を 10 nm以下にするのは技術的に困難です。
　我々の研究グループは、磁石と有機分子（大きさ約
1x1x0.2 nm）を組み合わせることで、１ nmレベルの小
さく薄い磁石の開発を、走査トンネル顕微鏡（STM）とい
う超高分解能顕微鏡を用いて研究してきました。有機分子
は軽元素から合成で作成できます。しかし、有機分子は一
般に室温で動き壊れやすいため磁気情報材料には不向きと
されてきました。
　しかし、今回、偶然に、鉄（００１）という特定の表面
に有機分子を吸着すると、強固な電子結合が発生し、室温
でも動かない超安定な有機分子膜となることを発見しま
した。さらに分子膜の厚さを 0.3 nm という極限まで薄く
しても、室温で安定であることも確認できました【参照 : 
Scientific Reports 誌 , 8 巻 , 2018 年 , pp.353】。
　今後も、有機分子と磁石の間で生じる新たな物質科学（＝
物性）を研究し、省資源・省電力化を実現する磁気情報デ
バイスの開発基礎研究と、持続可能な社会実現に貢献して
まいります。

　情報端末が比較的低価格で購入できる時代になりました。
世界中の老若男女が「情報」を気軽に日々取り扱うことが
できます。では、そもそも「情報」とはなんでしょうか？
皆様がメール等で書いた文字・撮影した画像は、全て「１」
「０」の数字の配列に変換されます。さらに、この「１」「０」
の情報を保存するのに、磁石のNS極の向きが使用されて
います。
　2018 年現在、手の平サイズのハードディスクドライブ
（HDD）が購入できます。これは、１TB（＝テラバイト）
＝1012B= 約 10兆個の磁石が入っています。市販の磁石の
大きさは約30-100 nm（ナノメートル＝10-9 m=10億分の
１メートル）です。しかし、約10年後の 2030年には、人
工知能や自動運転車の発展で、現在の20－ 30倍の情報量
が飛び交うと予想され、より小さな磁石の開発が必要となっ
ています。

スマホが全世界に普及で電力・資源は緊急事態！
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未来カルテ

　この対応を促進する目的で、倉阪が研究代表者となっ
て、科学技術振興機構社会技術研究開発センターの研究
プロジェクト「多世代参加型ストックマネジメント手法
の普及を通じた地方自治体での持続可能性の確保」（通称
OPoSSuM）を 2014 年から実施しています。OPoSSuM
の柱が、「未来カルテ」と「未来ワークショップ」です。
　「未来カルテ」は、人口減少のインパクトを市町村単位
で可視化するとりくみです。未来カルテには、現在の傾向
が継続した場合にその市町村の産業構造や、保育、教育、
医療、介護の状況、公共施設・道路、農地の維持管理可能
性、財政収支の見込みなどがどのように推移するかについ
て、各種統計データを用いて、5年ごとにシミュレーショ
ンした結果などが掲載されています。2017 年 10 月末に

はWEB サイト（http://opossum.jpn.org/）で未来カルテ
発行プログラムを無料でダウンロードできるようにしまし
た。
　また、将来の社会を担う世代に「未来カルテ」を伝え、
2040 年の未来市長になって、今の市長に政策提言を行
うのが「未来ワークショップ」です。これまで、市原市、
八千代市、静岡県、館山市、松戸市、奈良市において実施
してきました。参加者アンケートでは、参加することによっ
て、地域の課題に関心をもち、考えの異なる人と協働でき
るようになったという成果が確認されています。
　OPoSSuMは 2017 年に終了予定でしたが、成果が認め
られて 2019 年度まで継続する予定となっています。

それぞれの資本基盤の状態に応じた「手入れ労働」を提供
しなければならないため、一定の技能が求められています
が、大量生産などができず大きく利潤を上げることができ
ないという特徴があります。このため、きついが儲からな
い分野となり、十分に人が集まらないこととなります。こ
のような問題については、長期的な視点にたって、地域ご
とに対応を図る必要があります。

　日本は 2008年をピークとして人口が減少してきていま
す。人口減少は、高齢化とともに進行するため、働ける人
の数は総人口よりもさらに早く減少していきます。このた
め、経済活動を支える人手が不足していきます。
　人手不足は、とくに資本基盤のメンテナンスを行う産業
分野に現れます。たとえば、保育・教育・医療・介護（人
的資本基盤）、建設・建築（人工資本基盤）、農林水産（自
然資本基盤）といった分野です。これらの産業分野では、

人口減少社会における「手入れ労働」不足

人口減少のインパクトを地域ごとに視覚化し、対応を未来世代と考える
－未来カルテと未来ワークショップ－
千葉大学大学院社会科学研究院　倉阪秀史教授
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AI の技術

森林モニタリング ３次元データ

　森林環境税の導入に伴い、年間一人千円の税金を地域森
林管理維持のために納めています。この税収入は国ではな
く、実際森林を管理する市町村が受け取るため、人手不足
や高齢化で森林管理が滞っている地域に雇用が生まれ、美
しい森林が維持されます。都会に住み、自然や森林に馴染
みがない人でも、森林環境税を通して、日本の将来の森林
を自ら作りだしていく時代が来ています。しかし、正確な
森林データが整備されていないところもあり、森林管理簿
をもう一度作成しなければならない現実があり、新たな森
林モニタリング手法が必要になっています。

　新たな森林管理簿の作成で注目を集めているのが３次元
データです。リモートセンシングという分野では、実際に
人が行かなくても衛星画像、レーザー、ドローンといった
新技術を用いることで、広域を効率良く、そして正確にデー
タ収集・調査することができます。これから新たに森林デー
タを収集するには、こうした新技術を使うことで、現在
の姿を明らかにできます。私が特に注目しているのはレー
ザーやドローンといった新技術です。３次元データをいつ
でも、どこでも取得できるため、現在の姿ばかりでなく、
今起きていること（病気かどうか）を正確に把握できます。

　Google などのインターネット企業が、リモートセンシ
ングの分野で特に注目を集めています。Google などは AI
技術を社会に取り入れるために、AI 技術を無料で公開して
います。そうした AI 技術を用いることで、これまでの情
報から知識を得て今後に活かす情報を提供することができ
ます。AI 技術と聞くと、自動で会話するロボットなどを
思い浮かべるかもしれませんが、森林などの環境分野では、
どのような管理が森林にとって良かったのか？ということ
を過去のデータから AI で判明し、今後の森林管理の指針
として用いることもできます。AI に使える情報としては、
衛星画像など過去に撮影されてきた画像データがすべて使
用できます。

今後の展開

　森林管理は特殊な地域の事情を考慮し、分散して管理が
行われてきました。しかし、近年クラウドと呼ばれる１つ
の場所（サーバー）にすべてのデータを集約し、一元的に
管理する仕組みが始まっています。データが集まれば、人
の行動から森林遷移まで、様々なデータを一緒に用い、問

題解決のための答えを AI により導き出せるようになりま
す。こうした技術の環境分野への適用は始まったばかりで
す。これまで森林を維持してきた様々な作業を、最新技術
に置き換え、森林の 100 年後あるべき姿を明らかにして
いきたいと思っています。

３次元リモートセンシング技術とAI による森林モニタリング
千葉大学大学院園芸学研究科　加藤顕助教
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編集担当：宮本莉緒（法政経学部３年）

　千葉大学附属図書館では環境に関
連する書籍を充実させることが環境
教育・環境研究を促進させるための
大切な取り組みの一つと位置づけ、
環境関連書籍の増加に努めています。
　大学生の希望する環境関連書籍の
入荷も行っており、2017 年度は新た
に 107 冊入荷したことにより、現在、

附属図書館（西千葉）に 4304 冊、松
戸分館に 795 冊、亥鼻分館に 55冊の
環境関連書籍が所蔵されています。
　また、環境ＩＳＯ学生委員会では、
多くの学生に環境問題に対して興味
を持ってもらえるよう、2016 年度
に引き続き環境関連書籍をブックツ
リーに展示するイベントを開催しま

した。学生が執筆した本の紹介文を
展示し、環境関連書籍の貸し出しを
促進するものです。書籍の感想を記
した付箋紙を模造紙に貼りつける試
みも行いました。今後も書籍の増加
に努めるとともに、展示イベントや
広報活動での周知に尽力していきま
す。

図書館での環境関連書籍の充実

環境関連科目の開講

　千葉大学では、文系と理系双方の学
部・大学院・センター等を有する総合
大学という特徴を活かし、多様な環境
教育・研究を行っています。また、環
境教育・研究は、環境・エネルギーマ

ネジメントシステムの運用にも有益な
影響を与えるという観点からも推進さ
れています。

学部・大学院での環境教育

千葉大学で2017年度の環境関連科目の開講は合計838科目です。

西千葉キャンパス計 357科目 
普遍教育 76　国際教養学部３　文学部 12　法政経学部 39　教育学部 26　理学部 30　
工学部 94 大学院人文公共学府 23　大学院教育学研究科４　大学院融合理工学府 50  

亥鼻キャンパス計 20科目 
医学部２　薬学部８　看護学部３　大学院医学薬学府７ 

松戸キャンパス計 461科目 
園芸学部 277　大学院園芸学研究科 184
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編集担当：水野優里香（教育学部３年）

　千葉大学で開講されている環境関連科目を学部・研究科ごとに一部抜粋して掲載し
ています。この他にも専門講座などで多くの環境関連科目を開講しています。

環境関連科目一覧（一部）

工学部

都市居住計画 /環境ビジネス /都市
環境デザイン /環境リサイクル化学
/ グリーンケミストリー / 建築環境
計画演習 /環境ビジネス /工業技術
概論 /工学倫理 /環境リモートセン
シング /環境プロセス工学 /生物学
入門 /都市環境デザイン

園芸学部

ひととみどりをつなぐ /土壌学 /緑
地植物学 /育種学 / 農薬学 / 森林管
理学 /樹木医学 /土木学 / 自然セラ
ピー学 /環境ストレス生理学 /農村
社会学 / 熱帯園芸学 / 農業気象学 /
ポストハーベスト工学 /昆虫学 /植
物保護学 / バイオテクノロジー論 /
環境職業倫理学 / 緑の環境を育む /
栄養化学

大学院園芸学研究科

作物栽培学特論 / 植物栄養生理学 /
害虫管理学特論 /酵素化学特論 /緑
化情報学 /都市オープンスペース計
画論 /土地利用管理論 /人間植物関
係学 /自然セラピー学 /経営戦略論
/ 農村ツーリズム経済論 / 日本園芸
概論 /土壌圏科学 /食品生産流通工
学 /緑地デザイン学

大学院融合理工学府

環境共生・バリアフリー建築 /公共
施設マネジメント /バイオプロセス
科学特論 /住環境計画学 /エコデザ
イン論 /環境資源循環学 /都市プロ
ジェクト論 /電力システム特論

国際教養学部

都市住環境論 /地域環境論 /環境変
動と自然災害

大学院人文公共学府

ユーラシア文化論 / 多様性認知論 /
資源経済学 /環境人類学

薬学部

衛生薬学 /微生物学・感染症学 /薬
剤師と地域医療

大学院医学薬学府

予防薬学特論 /環境毒性学特論 /サ
ステイナブル環境健康学

大学院教育学研究科

栽培技術研究 /地理学野外実習 /自
然環境地理研究

医学部

公衆衛生学 /衛生学ユニット

看護学部

保健学 /災害と地域看護活動

文学部

ユーラシア人類学基礎 /生態人類学
/ 内陸アジア文化論 / 先史考古学演
習

教育学部

地域と自然 /日本の地誌 /生命と地
球 /バイオテクノロジー展望 /食生
活論 /栽培実習

法政経学部

環境経済論 / 環境法 / 環境政策論 /
法哲学演習 /環境マネジメントシス
テム実習

理学部

生態学 /植物学臨海実験 /雪氷学実
験 /地球生理学 /地史古生物学 /生
命科学 /地球化学実験 /堆積学 / 表
層環境化学 /環境化学

普遍教育

環境と建築 /ランドスケープを創る
/ 環境と都市づくり / 環境をデザイ
ンする /ひととみどりをつなぐ /植
物と環境 /環境マネジメントシステ
ム実習
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　本授業ではプラスチックをはじめとした様々な材料のリ
サイクルに関する内容はもちろんのこと、資源循環に係る
物質移動論や専門的な化学分析手法まで自然環境に関する
ことを幅広く学習します。それに加えて環境法制や評価法
といった施策決定に係ることも取り扱い、将来都市環境に
携わる受講生に役立つように配慮しています。さらに千葉
大のアイデンティティを意識し、ヨウ素や天然ガスなどの
千葉県で産出される天然資源、京葉工業地域と東京湾岸の
石油化学に関する内容も取り入れています。
　工学部都市環境システム学科（コース）の３年生を対象
としていますが、化学のみならず様々な分野を希望する学
生が所属していることから、高校レベルの物理・化学をど
のように大学レベルへと発展させていくかを重視し授業展
開を行っています。インターネット社会において個々の情
報は簡単に得られることを踏まえ、単なる知識の羅列では
なく、それぞれの施策・手法がなぜ取られているのか、自
然科学の根幹となる原理・法則から説明することを目指し
ています。

　この授業は、人々が「みどり」に親しみ、理解し、関わ
るようになることを目指して、緑を用いた環境学習や科学
教育、自然体験活動、食育等を、受講生が企画・実践する
授業です。実践を通じて、緑と触れることの効果や役割等
を理解するとともに、緑について他者にわかりやすく伝え
ることの意義や要点を学ぶことを目的としています。
　近年は松戸市内のNPOおよび松戸市と連携して、松戸
市の 21 世紀の森と広場の「森のこども館」で、子どもや
親子連れの方々を対象にネイチャークラフトや、枝葉や
木の実を使ったゲーム、自然素材を使ったおやつ作り等を
行っています。
　以前の受講生には、この授業をきっかけにNPOに参加
したり、卒業後に科学館や財団法人、NPO、行政等で環
境学習や自然体験に関する仕事に就いている人たちもいま
す。
　この授業を通じて、身近な自然に触れる楽しさを改めて
知るとともに、その楽しさを他の人に伝える・共有する楽
しさを知って、「ひと」と「みどり」そして「ひと」と「ひ
と」がつながる大事さ、楽しさを知っていただきたいと思っ
ています。

環境関連科目の内容紹介（一部）

環境リサイクル化学
廣瀬裕二助教(工学部)

ひととみどりをつなぐ
三島孔明准教授・柳井重人准教授（園芸学研究科）
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　「生命と地球」は教育学部小学校教員養成課程において
「理科」選修に関する科目として設定されている授業です。
生物・地学分野を対象として、地球の誕生から現在に至る
までの進化と、その結果として現れている現在の地球の姿
を紹介しています。小学校教員には身近な自然、地形形成
のしくみ、環境の成り立ちなど、生物・地学分野における
総合的な視点を持つことが求められます。また、現在我々
が抱えている様々な環境問題、頻発する自然災害に対する
理解も必要です。この授業で紹介する「地球の歴史」と「生
物多様性」では、地球は大きな環境変化とともに大量絶滅
を繰り返しながら現在に至る進化を達成したことと共に、
これらの過程は比較的ゆっくりとしたスピードで展開し
たことを学びます。一方、人類がもたらしている地球環境
の変化はたいへん急激なものであり、ここに環境問題の本
質があるといえます。46 億年という長い地球進化の歴史
の中に我々自身を位置づけ、様々な地形や多様な生物をこ
の歴史とともに理解し、将来小学校教員として児童を知的
に刺激するような授業を展開してもらいたいと考えていま
す。

　本授業は医学部４年生を対象に実施され、環境衛生学と
労働衛生学の内容を中心とした講義と実習で構成されてい
ます。環境が人の健康に影響を与えることは、古くは紀元
前から言われており、ヒポクラテスは「医師は人々の住む
場所、湿度、飲水などを観察し、その土地に多い病気を見
つけ対策をとらなければならない」と記しています。環境
衛生学では、大気・水に異常成分が混入した際の健康影響
を学び、過去の公害事件についても理解を深めます。環境
衛生学実習では、学生グループで環境測定を計画し、アス
マン通風乾湿計、騒音計、粉じん計、環境放射線モニタ、
ガス採取器（二酸化炭素測定）など様々な環境測定機器を
用いて環境を定量的に評価し、健康に与える影響について
考察し、発表会を行います。たとえば、粉じん計を用いて
喫煙所での粉じん濃度を測定し、喫煙者数や喫煙所からの
距離と粉じん濃度の関係を明らかにして、受動喫煙に与え
る影響などについて考察を行っています。
　医師になった際に、患者さんの生活環境や仕事にも目を
向けることで、病気を治すだけでなく患者さんの健康増進、
さらに社会全体の健康増進に寄与できるような医師になる
ことを目標に授業を展開しています。

衛生学ユニット
諏訪園靖教授（医学研究院）

生命と地球
大和政秀准教授（教育学部）

相場博明非常勤講師（慶應義塾幼稚舎）
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部局長に聞く！

インタビュアー：前田遼太（文学部２年）、望月天斗 (工学部２年 )

文学部　学部長

米村千代教授

大学院理学研究院・理学部
研究院長・学部長

柳澤章教授

文学部の特徴は４つの柱 さまざまな実験系の学科を有する学部
　文学部は現在改組進行中にあり、４学科（行動科学、史学、
日本文化学、国際言語文化学）と４コース（行動科学、歴史学、
日本・ユーラシア文化、国際言語文化学）の学生が学んでいます。
両方のカリキュラムにおいても、それぞれの学科やコースが４
つの柱となっていることが特徴です。文学部では人間が作り出
した文化や社会を分析対象としていますが、研究領域・方法は、
一般的に文学部としてイメージされる文学研究だけではありま
せん。たとえば、行動科学では実験や調査をすることもあります。

　理学部は５学科を有しており、数多くの学科が実験系です。
物理学科は半数ほどが実験系、残り半数が理論系で、化学科と
生物学科はほぼ全てが実験系です。地球科学科はフィールドワー
クをすることが多いです。化学科はほぼ全てのユニットで化学
物質を扱うため、恐らく大学全体で最も環境面に配慮しなけれ
ばいけない部門だと思います。

人間が環境といかに向き合ってきたか考察する学問
　人文科学における環境関連の研究には、環境倫理や環境社会
学、生態人類学、災害史などのように、哲学や社会学、文化人類学、
歴史学などの領域があります。これらの研究は、人間が環境と
いかに向き合ってきたか考察することを目的とした学問です。
環境に良い技術の開発などはしませんが、社会と人々との関連
をテーマとする中で、環境も密接に関わっていきます。社会の
価値や文化を考えていくことと、自然環境を考えることは不可
分なのです。

貴重な資源の有効活用と再利用
　理学部で今一番の目玉の研究は、ハドロンという研究センター
における物理学の研究です。そこでニュートリノを検出する研
究をしています。化学分野では、有機化学の荒井孝義教授がセ
ンター長を務めている千葉ヨウ素資源イノベーションセンター
（CIRIC）が注目されています。ヨウ素は千葉県の特産で、生産
量は日本全体の75％を占めているといわれています。これを有
効活用するため、県下のヨウ素を使用している企業と共同研究
を行っています。貴重な資源を有効活用・再利用してさらに付
加価値の高いものを作るという点から、現在の社会で求められ
ている環境配慮に合致している研究だと思います。私自身も触
媒を利用した反応開発を行っていて、『触媒』という存在そのも
のがエコだと感じています。以前は大量に物質を使って反応を
引き起こさなければいけなかったものが、少量の物質で済むよ
うになれば環境配慮につながります。学生へのメッセージ

　現代の複雑で多様な社会では、違う文化や違う考えを持った
人と接して生きていくことになります。そうした社会において
は、「多様な人々がどのようなことを大切だと思っているのか」、
「人々の文化や価値にどのような違いがあるのか」について学ぶ
ことは、私たちが生きていくうえで非常に重要な問題です。学
生のみなさんにはときには立ち止まって、多様な社会について
考える時間を大切にしてほしいと思います。

学生へのメッセージ
　学生には将来の日本の科学技術を支えていく理系人材に育っ
てほしいと思っています。また、先生方から言われたことをそ
のまま聞き入れるのではなく、自分自身の若い発想で新しいア
イディアを出してほしいです。学生ならではの閃きというもの
があるので、そういったものを大切に次々に挑戦しましょう。
皆さんが持っている若い世代ならではの発想、それを大事に育
み日本の将来に役立ててほしいというのが私の想いです。
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インタビュアー：逸見るな (工学部２年 )、小出ひなた（園芸学部２年）

キャンパス整備企画室　室長
上野武教授

総合安全衛生管理機構　機構長

今関文夫教授

キャンパスをマネジメントする 安全管理と衛生管理に取り組む
　キャンパス整備企画室には主に３つの業務があります。
　一つ目がキャンパスマスタープラン（p.41）の作成です。こ
れは、千葉大学の主要な４キャンパスの将来計画をまとめたも
のです。二つ目はキャンパスマスタープランに基づき、新しい
建物の基本構想や古い建物の改修計画を考えることです。三つ
目は施設と環境のマネジメントです。建物の維持管理を行いま
す。建物を有効活用できるよう空きスペースを貸し出す取り組
みも行っています。

 　総合安全衛生管理機構は安全管理と衛生管理を行う部局にな
ります。安全管理では化学物質の登録管理や不要な薬品の廃棄
を取り扱っています。衛生管理では学生や教職員の健康診断を
はじめとしてさまざまな健康相談・診療に対応しています。常
に医師や看護師が常駐していることも特徴の一つです。

キャンパスサステナビリティへの取り組み

化学薬品の管理と禁煙対策

　キャンパスを作る際には、地震があっても壊れないという「安
全安心」が一番大事です。その次に考えるべきなのは「キャン
パスサステナビリティ」です。これは、美しく持続可能なキャ
ンパスを実現するということです。具体的には、省エネによる
エコキャンパスを作る、緑あふれるキャンパスにする、学生と
教職員が交流できるようなパブリックスペースを充実させる、
歴史的な文化財を保護する、といったことです。また、エコサポー
トというエネルギー効率の改善のため新しい機器を購入する際
の援助も行います。古くなった建物の改修にあたっても建設廃
材をきちんと分別し、リサイクルします。

　環境への配慮・取り組みとしては、主に化学薬品の管理と禁
煙対策を行っています。化学物質の中には環境に悪影響を及ぼ
すものもあるので、「化学物質管理システム（CUCRIS）」を導入
して管理しています。さらに、管理が徹底されているか確認す
るために「安全衛生委員会」を毎月１回、西千葉・松戸・亥鼻・
病院地区の各地区で開いています。禁煙対策では禁煙を呼びか
けるだけでなく、現在喫煙している人に対して禁煙サポートも
しています。喫煙が健康に良くないことは周知の事実ですし、
受動喫煙で周囲の環境にも悪影響を及ぼします。将来的にキャ
ンパス内は全面禁煙にしていくべきだと思っています。

学生へのメッセージ
　千葉大学は、他に類を見ないほど学生の環境活動が非常に盛
んだと思います。これまで以上に、学生が積極的に環境問題に
取り組める状態が普通になること望んでいます。また、今後、
社会に出たあと「SDGs」を意識する機会が増えることが予想さ
れます。そのことを心にとめて自分の専門を深めつつも、専門
とは関係ないことにも関心を向けることで、社会に出てから役
立つはずです。ぜひ、幅広い視野を持てるようになってください。

学生へのメッセージ
　私たちの役割は、学生が勉強やサークルなどの学生生活をう
まく進めていけるように支援してくことです。
　今後は海外に行く機会が増えていくと思います。そうした際
には自分で健康を管理することが非常に大切になりますので、
学生のうちに健康管理の基本的な考え方を理解してもらいたい
です。また、総合安全衛生管理機構は多くの人にとって健康診
断のときにのみ訪れる場所になっている現状があります。診療
やカウンセリング、健康相談も行っているので気軽にお越しく
ださい。
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編集担当：伊藤みるき（法政経学部３年）

　毎年２回、環境ＩＳＯ学生委員会
が作成した「環境だより」を附属幼
稚園・小中学校の園児・児童・生徒
に配布しています。それぞれの学校
での活動の報告とともに、季節にあ
わせた省エネの豆知識などを掲載し、
家庭での環境意識の向上に努めてい
ます。

「環境だより」による環境意識の啓発

附属幼稚園　教員の声　
朝井理香先生

　環境ＩＳＯ学生委員会の皆さんが事前に幼稚園を
参観し、子どもたちに何を伝えたらよいかを自分た
ちで考え検討したため、子どもたちの実態に合った
活動ができたのではないでしょうか。
　幼稚園からの希望も含めてクリーンデーでは、ご
みの分別について子どもたちと一緒に考えていくこ
とにしました。パワーポイントで分別や再利用の大
切さを知らせ、その後のクイズでは学生委員会の皆
さんの働きかけで、楽しい雰囲気の中、子どもたち
がどれくらい理解できているかを確認することがで
きました。牛乳パックを再利用して作ったバッジは
“ お別れ遠足 ” で帽子につけて行くことができて、
子どもたちも大満足でした。

　“クリーンデー ”は年長児を対象に
行われる環境教育プログラムです。環
境ＩＳＯ学生委員会が毎年主催してお
り、2017 年度は２月 22 日に「環境
のために自分ができること」をテーマ
に環境紙芝居と環境クイズ大会、牛乳
パックを使った工作を行いました。
　環境紙芝居「そのすてかた　あって

るかな？」は、ごみの分別をしなかっ
た兄弟が夢の内容を通じてリサイクル
の大切さを学ぶ内容でした。続くクイ
ズ大会では実際に幼稚園で出るごみの
分別や、紙芝居の内容に関連したクイ
ズを出題しました。紙芝居で学んだこ
とを確認するとともに、日常生活です
ぐに役に立つ知識を学びました。

　工作では、牛乳パックを再利用して
遠足で使うバッジを作りました。園児
たちと交流しながら、リサイクル意識
の向上を図りました。
　ただ座って話を聞くだけでなく、体
を動かしながら楽しくプログラムを進
めていくことで体験に基づいた知識の
定着を目指しています。

附属幼稚園における取り組み “クリーンデー ”

附属学校における環境教育
　千葉大学には、教育学部附属の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校があります。そのうち、附属幼稚園では、
環境ＩＳＯ学生委員会が園児に対して環境教育プログラムを行っています。附属小学校では「環境ＩＳＯ校内美
化委員会」が、中学校では「環境ＩＳＯ委員会」が設置され、児童・生徒が主体となってそれぞれの学校の環境
に関する活動を行っています。環境ＩＳＯ学生委員会の学生は、各委員会のチューターとして活動をサポートし
ているほか、園児・児童・生徒に対して「環境だより」を配布しています。
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附属小学校における取り組み

附属中学校における取り組み

附属中学校
環境ＩＳＯ委員会の声
委員長　金子百花

　附属小学校の環境ＩＳＯ校内美化
委員会には５年生と６年生の計 20 名
前後が所属しています。月１回の委
員会活動を中心に校内の環境改善や
環境への意識向上に向けた取り組み
を行っています。2017 年度は花壇の
整備を行いました。また、児童が各
自で近くの公園などから摘んできた
花を使用した一輪挿しを制作しまし
た。そしてその一輪挿しを校内各所
に設置・管理することにより、委員
会の児童のみならず校内全体の環境
意識の向上を図りました。

 　附属中学校の環境ＩＳＯ委員会に
は各学年 12 名、合計 36 名が所属
し、生徒主体で様々な活動に取り組
んでいます。2017 年度は新たにプリ
ンターの管理を開始しました。また、
プリンター管理を通して見つけ出し
た課題を改善するべく新たな活動を
構想しています。

　今期は新しい取り組みとして、プ
リンターの管理を行いました。附属
中学では生徒が使うことのできるプ
リンターが各階に設置されています。
そこで今年度から、生徒が使うプリ
ンターの紙の補充の仕事を環境ＩＳ
Ｏ委員会が引き受けました。今年度
の活動を通してプリンターの使用の
方法を改善する必要を感じました。
次年度からは、紙の節約や一度使用
した紙を回収し裏紙への印刷を呼び
かけていきたいと思います。

　また、今年度も環境ＩＳＯ学生委
員会にご協力いただき、「育てて緑
化、フラワープランター企画」に
参加し、綺麗な花を昇降口に配置
することができました。
　委員会活動を通じて、環境ＩＳ
Ｏ委員それぞれの環境保全の意識
向上が見られました。次年度は学
校全体での意識を向上していきた
いと思います。

附属小学校
環境ＩＳＯ校内美化委員会の声
委員会５年生代表

  今年は、校内美化のために、花壇の
手入れや一輪挿しの管理を頑張りま
した。みんながちょっとでもきれい
だと思ってくれていればうれしいで
す。もし環境委員会を続けることに

なったら、清掃用具の点検やゴミ
の分別を早めに呼びかけて、みん
なが気持よく過ごせるように頑張
りたいです。




