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

Faculty of Engineering
工学部

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

　工学は、数学・物理・化学などの自然科学の基礎の
上に、豊かな社会をデザインし人類の幸福の実現を目
指します。それぞれの専門分野で、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。また、
社会のことを広く知ることも大切です。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
工学部の卒業生は、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。飛躍の一歩をこ
こから始めましょう。

「豊かな社会の未来をデザインする」
工学部長メッセージ

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

　千葉大学工学部の前身は、大正 10（1921）年 12
月に、官立専門学校として東京市新芝町（現在の港区
田町）に設けられた「東京高等工藝学校」であり、東
京工業学校図案科（1897 年設置）、東京美術学校図案
科（1896 年設置）の流れを汲むものです。設立当初
には、工芸図案科、同科附属工芸彫刻部、金属工芸科
金属製品分科、同科精密機械分科、木材工芸科、印刷
工芸科が設けられていました。この「東京高等工藝学
校」は、昭和 19（1944）年４月、「東京工業専門学校」
と改称されました。
　国立大学設置法が制定公布された昭和 24（1949）
年５月、「東京工業専門学校」は「工芸学部」として新
制大学「千葉大学」の傘下に入りました。そして、昭
和 26（1951）年４月、「工芸学部」は「工学部」と
改称されました。この「工学部」発足当時は、工業意匠学科、建築学科、機械工学科、電気工学科、工業化学科で構
成されていました。
　その後、社会的要請のなかで幾多の改組が行われ、平成 10（1998）年４月には「都市環境システム学科」「デザイ
ン工学科」「電子機械工学科」「情報画像工学科」「物質工学科」の５学科編成となりました。
　また、平成 16（2004）年４月には、「メディカルシステム工学科」が新設されるとともに、「物質工学科」が「共
生応用化学科」に改組されました。
　さらに、平成 20（2008）年４月には「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」の
10 学科編成に改組されました。

沿革

東京高等工藝学校

工学部長　関　実

I 表紙写真：芦田ひかり（工学部デザイン学科）　　　
　デザイン監修：寺内文雄（工学研究科デザイン科学専攻教授）
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工学部入学者受入れの方針（アドミッションポリシー）
【工学部入学者受入れの方針】
・工学部の求める入学者

　現代社会では、豊かな暮らしをめざして効率性や利便性を追求するだけでなく、人と環境にやさしい配慮も求めら
れています。工学部では、工学教育の伝統的な専門性を尊重しながらも、その枠を超えて互いの連携・融合を図るこ
とにより、常に、広範な社会的要請に応えられる専門教育システムの確立に努めています。そして、「なぜ」を問い、「い
かにして」「何をなすべきか」を考え、実践できる工学技術者・研究者の育成を目指します。
　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．「何をなすべきか」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。

・入学者選抜の基本方針
　本学部の教育理念・目標に合致した学生を選抜するために、一般入試の他に３年次編入学、私費外国人留学生入試、
理数大好き学生選抜及び先進科学プログラム（飛び入学）学生選抜の特別入試を実施しています。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）について充分に理解できていることが必要で
す。数学を含む理系科目は工学の基礎となる科目なのでとても重要ですが、国語や外国語も将来、国内外の知見を収
集し、成果を発信する上で重要です。論理的な思考で組み立てられた論文や報告書、発表や説明ができなければ、自
らの考えを他人に伝えられないので、技術者・研究者としての価値がなくなってしまいます。具体的な理系科目は学
科によって重要度が異なりますので、各学科の入学者受入れの方針を参照してください。また、「なぜ」を問い、「い
かにして」「何をなすべきか」を考え、実践する上で、もう一つ重要なこととして、「学ぶ」ことを楽しむ姿勢を身に
付けていてほしいと考えています。

【建築学科入学者受入れの方針】
・建築学科の求める入学者

　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、工学的探究心を持ち、総合的かつ積極的に取
り組む意欲のある人。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の基礎学力を入学までに身に付けておくこと
が必要です。加えて、現代社会の動向と芸術文化に関心を持ってください。

【都市環境システム学科入学者受入れの方針】
・都市環境システム学科の求める入学者

　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持ち意欲的に取
り組む人。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修する科目（大学入試センター試験で課している科目）を理解して、応用できるまでに定着している
ことを望みます。当学科では「豊かで快適な都市の実現」に向けて、都市空間の計画と設計、防災を意識した都市の
インフラ整備、地球環境と調和するエネルギー、交通、情報通信など広い分野をカバーした科目を学びます。これら
の広い知識を統合するセンスは、高等学校で学ぶ各科目と社会的な問題を常にリンクできる深い洞察力から生まれま
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す。
　志願者は、都市をとりまく様々な問題解決に挑戦し、新しい「都市を創造する」という大志を抱いて、当学科を受
験してください。

【デザイン学科入学者受入れの方針】
・デザイン学科の求める入学者

　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、社会的使命感を持って創造的問題
解決に取り組む意欲のある人。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の基礎学力を身に付けておくことはもちろん
ですが、人間や生活環境全般についての問題意識と絵を描くことやものを造ることによって自分のアイデアを表現す
る意欲を持っていることが必要です。

【機械工学科入学者受入れの方針】
・機械工学科の求める入学者

　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。将来、
機械に関連した産業分野で働く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。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）について充分に理解できていることが必要で
す。本学科で学ぶ機械工学では、機械を含むシステムの物理的・工学的な特性を対象とし、数学を道具として解析や
設計を行うことになります。そのため、数学、物理、化学について習熟するとともに、日常的な物理現象にも興味を
持ち、それらを意欲的に探究する姿勢を身に付けて欲しいと考えます。

【メディカルシステム工学科入学者受入れの方針】
・メディカルシステム工学科の求める入学者

　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。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の内容を充分に理解できていることを望みま
す。本学科が対象とする医用工学は、人の命に直接的・間接的に関わり、人類の健康と福祉に寄与する学問分野です。
皆さん自身が将来それを具現化することをイメージし、大志を抱いて当学科に来てください。

【電気電子工学科入学者受入れの方針】
・電気電子工学科の求める入学者

　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。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）において学んだ広範な知識がしっかり理解で
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きていることを望みます。本学科で学ぶ電気電子工学では、電気・電磁気の物理現象と工学的特性を対象とし、数学
を用いて解析と設計を行うことになります。そのため、物理と数学の本質を習熟すると共に、物理現象に興味を持って、
新たな科学技術の創成に夢を抱き、それを意欲的に探究する姿勢を身につけてください。

【ナノサイエンス学科入学者受入れの方針】
・ナノサイエンス学科の求める入学者

　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持つ人。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の基礎学力を入学までに充分に身に付けてお
くことが必要です。特に、ナノサイエンスの分野では、ナノスケールの諸現象を理解するために必要な物理や数学に
加え、様々な物質をあつかうための化学に関する知識など幅広い基礎が必要です。ナノサイエンスへの興味にとどま
らず、学問分野の垣根にとらわれずにいろいろなサイエンスに興味がもてるように心がけてください。

【共生応用化学科入学者受入れの方針】
・共生応用化学科の求める入学者

　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持ち、そのための基礎
学力がある人。さらに、物質創生・生産に関わる研究者・技術者を目指す人。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の内容を充分に理解できていることを望みま
す。本学科では、化学を中心にした学問領域を学びますが、将来、化学だけでなく他の分野との境界領域で仕事をす
ることも多くなりますので、化学以外の科目にも興味を持って勉強して来てください。

【画像科学科入学者受入れの方針】
・画像科学科の求める入学者

　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。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の基礎学力を入学までに身に付けておくこと
が大切です。特に画像科学の分野は物理、化学にまたがる学問領域となりますので、自然科学一般に興味を持ち続け
ることを希望します。

【情報画像学科入学者受入れの方針】
・情報画像学科の求める入学者

　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。

・入学までに身に付けてほしいこと
　高等学校で履修した科目（大学入試センター試験で課している科目）の内容を充分に理解できていることを望みま
す。本学科では、数学、物理を中心にした学問領域を学びますが、情報画像の分野は、将来、他の分野との境界領域
に仕事を求めることが多くなりますので、数学、物理以外の国語、化学、外国語の科目にも興味を持ち続けてください。
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学　　科
3 年次編入学募集人員

推薦選抜
学力選抜

一般枠 社会人枠
建築学科

全学科で
65 −

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
都市環境システム学科 45

合　　計 110

学　科
入学定員

（３年次編入学を
除く）

募 集 人 員
一 般 入 試 特 別 入 試

前期日程 後期日程 理数大好き
建築学科 69 50 19 －
都市環境システム学科 49 35 14 －
デザイン学科 64 45 19 －
機械工学科 74 55 19 －
メディカルシステム工学科 39 30 9 －
電気電子工学科 74 55 19 －
ナノサイエンス学科 34 25 9 若干名
共生応用化学科 94 70 24 －
画像科学科 44 35 9 －
情報画像学科 79 60 19 －

合　　計 620 460 160

【理数大好き学生選抜】
　ナノサイエンス学科において募集します。出願資格は SSH（スーパーサイエンスハイスクール）活動などを通して優
れた自由研究を行った者又は日本学生科学賞（読売新聞社）や JSEC（朝日新聞社）など、審査制度のある自然科学並び
に工学系のコンテストやコンクール等で優れた成果を発表した者です。選抜の方法には 2 つの方式があります。方式Ⅰ
では、書類選考、面接及び大学入試センター試験の成績により行います。方式Ⅱでは、著名な国際科学コンクールの日
本代表またはそれに準ずる成績をおさめた者に対して大学入試センター試験を免除します。この選抜の入学者は、少人
数特別カリキュラムにより、早期に専門基礎教育を履修し、研究活動を開始することができます。

【3年次編入学】
　3 年次編入学制度（推薦入学を含む）は、高等専門学校、理工系の短期大学、大学を卒業（見込）した者及び修業年
限 4 年以上の理工系の大学に 2 年以上在学し、62 単位以上の単位を修得（見込）した者に対して設けられています。また、
社会人枠については、一定要件を満たす専修学校専門課程修了者及び放送大学在学者の受入れを行っています。

【先進科学プログラム（フロンティアテクノロジーコース）】
　高校 2 年生修了後に入学する「春飛び入学」と高校 3 年生の 9 月から入学する「秋飛び入学」の 2 つの制度があります。
工学部では、フロンティアテクノロジー（FT）コースの学生として受け入れます。このコースの学生は工学部各学科の
カリキュラムに加え、先進科学プログラム独自のセミナーを履修します。無償の海外研修制度をはじめとし、研究者・技
術者を養成するための充実したカリキュラムが用意されています。

※平成 29 年４月に学部改組を計画しています。この計画は、文部科学省の審査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 28 年 9 月頃に公表する予定です。

学科構成（入学定員）・制度

※社会人枠
　：昼間に加えて夜間及び土曜日の授業を履修できる
　　昼夜開講制のコース。

※ 先進科学プログラム
　（フロンティアテクノロジーコース）
　の定員は含まれていません。
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■学科別取得可能免許・資格一覧（平成28年 4月現在）

【工学部附属創造工学センター】
　「工学部附属創造工学センター」は、科学技術創造立国実現のためには国立大学の施設が研究開発・人材育成、産官学
連携の拠点として２１世紀にふさわしい社会資本でなければならないとの指針に基づき、「ものづくり」スペースを整備
する国の事業の一環として実現したものです。本センターは、① 
想像性豊かな学生を育てること　② 創造工学研修及び “ものづ
くり” に関する基礎・専門教育に活用すること　③ 地域社会に開
かれた知的サービス及び創造工学に関する情報発信を行うことな
どを目的とした３階建ての建物です。
　電気炉、旋盤、帯鋸盤、かんな盤、ＮＣワイヤ放電加工機、レー
ザー顕微鏡などを備えた１階の「加工・工作スペース」「マイク
ロ加工・計測スペース」は、陶器や木材・金属の様々な加工創作
を行う工房です。ＣＡＤワークステーション、レーザー裁断加工
機、光造型機、能動的３次元情報計測装置、映像加工合成装置な
ど備えた２階の「レーザー造形・製図アトリエスペース」「能動
的高機能時空間情報計測・編集・表示スペース」は、コンピュー
タ上にデザインされた設計図面から自動的に立体物を制作したり、
設計したものの機能性・有効性をバーチャルな空間において検証
する創作実験工房です。３階は、１階や２階で創作された成果品
を展示する空間とともに、各種の先進的な「ものづくり」プロジェ
クトの遂行に当てられる空間です。
　工学の基幹「ものづくり」活動の基地である本センターにおい
ては、先導性・独創性を発揮して国内外で活躍することができる
数多くの工学技術者を育成しています。また、小中学生や父母を
対象とした「ものづくり教室」など、地域社会に開かれた知的サー
ビスが展開されています。

工学部附属創造工学センター全景

コンピュータによるコマの設計

学　　科 教員免許 資 格 等

建築学科 高等学校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（所定の修得単位を要す） 
建築設備士受験資格 
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（一次試験免除）

都市環境システム学科 高等学校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（所定の修得単位を要す）

デザイン学科 中 学 校１種（美術） 
高等学校１種（美術、工業）

機械工学科 高等学校１種（工業）

メディカルシステム工学科 高等学校１種（工業）

電気電子工学科 高等学校１種（情報、工業）
第二種電気工事士（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（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（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） 
高等学校１種（理科）

共生応用化学科 高等学校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

画像科学科 高等学校１種（工業）

情報画像学科 高等学校１種（情報、工業）
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【工学研究科（博士前期課程・博士後期課程）】（平成28年 4月現在）
　工学研究科は、前期 2 年及び後期 3 年に区別される博士課程の独立研究科です。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、生命化学などの分野における技術革新を支え
ています。本研究科は、工学部の卒業生がより高度な工学教育研究を通して、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。
　本研究科は、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。本研究科は、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。
　本研究科の前期課程の修了者には、修士（学術、工学）の学位を、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。

【融合科学研究科（博士前期課程・博士後期課程）】（平成28年 4月現在）
　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。学部教育においては、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て教育・研究に当たり、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。
　ナノサイエンス専攻では、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」、
重要な生命機能と構造をナノスケールの計測法あるいは研究手法によって教育研究する「ナノバイオロジーコース」といっ
た密接に関係した二つのコースが連携し、充実した教育研究を行います。さらに、外国人研究者による特別講義を必修と
し、国際的に活躍できる高度技術者・研究者の育成を目指します。
　情報科学専攻は、現代社会においてあらゆる領域で主要な役割を果たしている情報科学の情報処理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
る高度職能人や研究者を育成する総合的教育研究を、「画像マテリアルコース」と「知能情報コース」の二つのコースが
連携して行います。
　これら二つの専攻のスタッフはグローバル COE プログラム「有機エレクトロニクス高度化スクール」、また大学院 GP
プログラム「ナノイメージング・エキスパートプログラム」に参加して実績をあげております。このことはナノサイエン
スと情報科学という二つの学問分野の融合が新しい学問を創生していくことを予見させます。

※千葉大学では、平成29年 4月から、3研究科に分かれていた理工系大学院教育組織を「融合理工学府」（仮称）に統
合する教育改革を予定しています。この計画は、文部科学省の審査結果を受けて確定するものであり、変更がありえま
す。詳細については、ホームページをご参照ください。

工学研究科 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

融合科学研究科 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
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建築学科
＜芸術と技術の融合した建築物をつくる＞
　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、社会に対する人々の要望は様々ですが、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。
　下に記してある建築学科のカリキュラムは、歴史・設計・
環境・設備・構造・生産など、建築が総合的な学問で多岐に
わたります。将来、建築家を目指す人、設備や構造の技術者
を目指す人など、様々な選択ができますが、建築を多面的に
捉えられるように、また自分自身の適性を探れるように、3
年次までは幅広い領域を学べるよう構成されています。個性
と創造力が重視される建築設計カリキュラムでは、少人数制
の演習を実践し、個々にきめ細かな指導を行っています。建
築設計の授業では、建築作品を各自設計し、最後にそれを教
員・学生の講評会で発表します。構造の授業では講義で知識
を学ぶだけでなく、実際に構造物を製作し、その強さを予測
した上で、実際に力を加え変形を調べるなど、構造物の強さ
を体感するプログラムになっています。右上の写真は、自分
の設計作品を発表し、学生と教員が講評しあう様子を示して
います。右下の写真は、3 年次・構造実験の様子です。4 年
次になると研究室に配属され、各専門領域に特化した研究を
行なうことになります。本学科では、大学院をも含めた 6 年
一貫プログラムを組み、さらに高度な勉強・研究を行うため
の環境を整備しています。また、欧州 5 大学と交換留学を行
うなど、国際交流にも力を入れています。
　建築学科は、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
定を受けています。これより、本学科の卒業生は、技術士の
一次試験が免除されます。
　1921年に設立された工芸図案科・木材工芸科を前身とす
る建築学科には長い伝統があります。総合建設業・住宅産業・
建材製造業・設計事務所・諸官庁・教育研究機関ほか、様々
な分野において、数多くの卒業生が活躍しています。

設計講評会の様子

設計作品の例

カリキュラム（主な専門科目）
構造実験演習の様子

１年次 ２年次 ３年次
世界建築史
構造力学
図学演習

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
日本建築史
建築デザイン基礎

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
近現代建築論

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

４年次

建築学科ホームページ　http://www.archi.ta.chiba-u.jp/
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都市環境システム学科
＜人と環境が共存する都市を創る技術を拓く+究める＞
　現在、環境に過度な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。人と環境が共存する都市をつくるには、たとえ
ば、エネルギーリサイクル、風力・太陽光発電、廃棄物の
安全な利活用のための技術が必要になります。また、災害
に強い都市をつくるための防災技術、安全で使いやすい情
報通信システム、人口減少型時代に対応した街づくりやコ
ミュニティ形成など、様々な技術課題を多角的・総合的に
とらえる視野も大切です。都市環境システム学科は、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
ユニークなカリキュラムを用意し、２１世紀の豊かな都市
環境の創造に向けて、探究心と総合的視野を持ちつつ積極
的に取り組む意欲のある人を求めています。 
　私たちは都市環境のあり方を考える上で、「場」と「流れ」
という 2 つの概念を導入しています。「場」は「空間とし
ての都市の特質」であり、「流れ」は「都市の成立に欠か
せないすべての動的要素」と捉え、これらが調和する都市
環境こそが私たちが目指すものです。また、総合的な視野、
英知と実践力を以って、「人としての尊厳を最も大切に考
える都市環境システムの設計」を推進することのできる人
材を育むことが本学科の使命であると考えています。その
ための教育カリキュラムは、環境の基盤となるハード、人
と人とのコミュニティや情報の流通を司るソフトに関する
工学的技術を幅広く学び、確かな専門性を身に付けるこ
とができるように 1）現場での体験型演習や実験、2）実
社会との連携、3）少人数による実践的トレーニング、4）
常に新鮮で実践に生きる知識、5）国際交流の 5 つを重視
して構成されています。
　当学科は、都市空間計画、都市基盤工学、都市環境工学、
都市情報工学の４つの領域から構成され、都市計画、住環
境計画、都市空間設計、都市建築計画、都市防災、都市イ
ンフラ、都市施設構造、環境マネジメント、環境エネルギー、
環境リサイクル、都市数理、都市情報、都市通信などのテー
マについて、連携しながら教育と研究を進めています。
　卒業後は、都市環境の形成に関わる、民間企業（製造、建設、
情報通信など）、コンサルタント（設計、経営など）、シン
クタンク、国や自治体、公共企業、教育研究機関、NPO（非
営利組織）、ベンチャー企業などで活躍しています。また、
専門性を究め、知識と実践力の研鑽を目指して大学院（博
士前期課程、博士後期課程）への進学の道もひらかれてい
ます。

賑わい空間づくり「千葉市パラソルギャラリー」

複数ドライビングシミュレータを用いた走行模擬実験

阪神大震災の災害進展シミュレーションによる計算機実習

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

建築計画
振動工学
防災工学
環境エネルギーシステム
環境リサイクル化学
数理計画法
通信工学概論

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

カリキュラム（主な専門科目）
１年次

１年次 ３年次
卒業研究（卒業計画）

２年次 ４年次

都市環境システム学科ホームページ　http://www.tu.chiba-u.jp/
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＜感性と知性とを備えたデザイナーの養成＞
　私達の生活や生活環境の不具合をとり除き、これを高質で
美しいものに創造していくデザインは、今、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。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。
　入学された皆さんは、まず、教養教育としての普遍教育科
目群、工学教育の基礎としての専門基礎科目群により一般基
礎教育を学習します。また同時に、専門教育の基礎となる講
義や演習によって、デザインに求められる教養としての知識
や技術を身につけます。専門教育においては、２年次から３
年次までの２年間にわたって用意された［工業デザイン、ト
ランスポーテーションデザイン、コミュニケーションデザイ
ン、環境デザイン、デザイン科学演習］という５つの演習科
目を通して、基礎から応用までの一貫した教育を体系的に学
ぶことができます。以上の学習を終えると、４年間の集大成
ともいうべき卒業研究、あるいは、デザイン総合プロジェク
トを履修します。
　皆さんを指導する教員は、大学院組織（デザイン科学専攻
デザイン科学コース）における３教育研究領域［生産システ
ム、情報コミュニケーション、環境ヒューマノミクス］に所
属しています。そして、１3 の専門領域［製品デザイン、シ
ステムプランニング、デザインマネージメント、材料計画、
意匠形態学、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］を基盤としてお互いに連携を取り合っています。我が国
屈指の教員から構成されるいずれの領域においても、人間と
その生活行動の安全・安心、生活の質と快適性の向上を目的
として、美しい製品やシステムを「探求する」「構想する」「か
たちづくる」ことができる高度デザイナーの育成を目指して
います。さらに、学部を卒業した約半数の人達は大学院に進
学し、博士前期課程までの６年間、さらには博士後期課程ま
での９年間の一貫したより高度な勉学に励んでいます。
　本学科の卒業生は、自動車、精密機械、家電製品、家具な
どの製造業、情報産業や地域開発産業等において、企画・設計・
開発などの業務を行うデザイナーとして、また、全国デザイ
ン系大学の教員や試験研究機関におけるデザイン研究者とし
て、第一線でめざましい活躍をしています。

デザイン学セミナー
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

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

工業デザイン演習
トランスポーテーションデザイン演習
環境デザイン演習
コミュニケーションデザイン演習
デザイン科学演習

（上記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

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ４年次３年次２年次

デザイン学科

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

トランスポーテーションデザイン授業風景

電子ペーパーの文字の読みやすさの実験

人工環境における人間のストレスの評価実験

デザイン学科ホームページ　http://design-cu.jp/
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＜身の回りから最先端までのあらゆる機械の設計＞
　工業製品の多くは機械工学によって製作されています。身
の回りの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。工学の最先端を担っているのは機
械工学なのです。
　機械工学科は大きく 4 つの領域に分けられます。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。材料・強度・変形教育研究領域では、機械に
使用する新しい材料の創製・開発や材料特性を評価するため
の教育と研究を行っています。材料を機械に使用するために
は、製品形状に加工しなければなりません。加工・要素教育
研究領域では、新しい加工技術の開発研究や、機械を構成す
るいわゆる機械要素に関する教育と研究を行っています。シ
ステム・制御・生体工学教育研究領域では、ロボットや車両、
飛行体、福祉支援機器などの機械システムの知能化・自律化
を実現することや、生物の最適運動や生命・生体機能におけ
るメカニズムの工学的応用を目的とする教育と研究を行って
います。環境・熱流体エネルギー教育研究領域では、エネル
ギーの供給・利用・変換に関わる熱・流体工学の教育と研究
を行っています。
　このように、機械工学は広い領域を網羅しています。受験
生の皆さんが取り組みたい学問領域は必ず、機械工学科で取
り扱う教育研究領域に含まれるはずです。
　本学科はプロの技術者、研究者を育成することを目的とし
ています。そのためには、数学、物理学などの基礎科目を十
分に修得したうえで専門科目を学ぶことになります。そこで、
基礎的な科目は１、２年次で集中的に学ぶように配慮し、２
年次から徐々に専門科目を勉強します。４年次になると各
研究室に配属されて前述のいずれかの教育研究領域において、
これまでの学習の集大成として卒業研究を行います。
　本学科の卒業生は、機械技術者として様々な企業や組織の
第一線で活躍しています。近年、本学科卒業生の過半数は、
高度な知識と自ら問題解決する能力を養うために、本学ある
いは他大学の大学院（博士前期課程）に進学しています。さ
らに最先端な研究を行う教員のもとで、より一層学究を極め
るために、博士後期課程に進学する道も用意されています。

多指ロボットハンド：人間のように器用な作業を行うことのできる多指・
　　　　　　　　　　 多関節ロボットハンド

ハチドリロボット：重さ 2 〜 3 グラム、サイズ 10 センチ前後、ハチドリ
　　　　　　　　　規範型羽ばたき飛行ロボット

機械工学科

カリキュラム（主な専門科目）

線形代数学
微積分学
力学
電磁気学

１年次
卒業研究
自動車工学
宇宙工学

４年次
機械振動学
エンジニアリングデザイン
バイオメカニクス
機械工学実験・実習
機械設計製図
インターンシップ
機械加工学

３年次
解析力学　　　基礎制御理論
流体力学　　　設計基礎論
材料力学　　　工業数学　　　
熱力学　　　　プログラミング
微分方程式　　材料科学
鉄鋼材料
 

２年次
トライボロジー
ロボット工学
塑性力学
計測基礎論

ガソリンエンジンの燃焼解析

機械工学科ホームページ　http://www.em.eng.chiba-u.jp/~mech/
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＜健康・医療・福祉に寄与するエンジニアの養成＞
　人類が過去に経験したこと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。
メディカルシステム工学科では、この社会的要請に応える
人材を少人数教育環境のもとで育成しています。
　工学の基礎となる数学や物理などの基礎科目を低学年で
修得した後、高学年になるにつれて情報、画像、電子、機
械工学の技術体系を母体とする医工学分野の専門科目群を
勉強していきます。また、4 年次になると研究室に配属さ
れ、これまでの学び中心の科目とは異なった、学生の主体
性・積極性を育てるための卒業研究を行います。具体的に
は、研究を通して問題発見能力、問題解決能力、論理的思
考能力、コミュニケーション能力などを総合的に身に付
ける訓練を行います。研究分野の例としては、CT や MRI、
超音波、PET、眼底カメラ、内視鏡など、各種診断装置で
得られる画像及び信号の処理方法や収集方法の研究開発、
低侵襲かつ安全性を高めた手術技術や支援機器の研究開発、
高齢者や障害者の生活を保護・介護する機器の研究開発、
医療機器の科学的安全性評価などが挙げられます。
　医療技術には、工学・理学から医学・薬学までの幅広い
科学技術分野が関与しているため、学際性・総合性が強く
求められています。そのため、本学科のプログラムは、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、広い視野に立つ医工学技術者の育成を目指して
います。この中には、医師でもある医学系教員から講義や
卒業研究の指導を受ける場合もあり、医療現場を身近に感
じながら実践的な教育を受けることができます。このよう
な工学と医学とが日常的に深く関わり合った教育環境は、
国内でも数少ない環境の一つと言えるでしょう。
　本学科では、例年、卒業生の 7 割前後が大学院に進学
しています。そのほとんどは本学科の上に設置された、人
工システム科学専攻メディカルシステムコースに進学して
おり、これにより学科から大学院まで一貫したカリキュラ
ムによる教育が可能になっています。
　本学科の卒業生は、医療・福祉系企業はもちろんのこと、
電子、情報、通信、精密機械、サービス業、官公庁等の幅
広い業種に就職し、第一線で活躍しています。

医用画像診断装置から取得・処理した断層像と３次元再構成像

歩行機能再建システムの開発

医工学実験の様子

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

メディカルシステム工学科

生体生理工学Ⅰ、Ⅱ
医療現場体験
医工学セミナー
臨床医学概論

回路理論Ⅰ、Ⅱ
電子回路Ⅰ
プログラミング基礎
プログラミング設計
データ構造とアルゴリズム
プログラミング特講Ⅰ、Ⅱ
医工学実験Ⅰ

医工学実験Ⅱ、Ⅲ
システム制御工学Ⅰ、Ⅱ
医用画像機器工学
通信工学概論
感覚情報処理
ディジタル画像処理
メカトロニクス工学

卒業研究応用電磁工学
電子計算機
医用統計学
情報理論
信号処理論
生体力学論
医用支援機器

メディカルシステム工学科ホームページ　http://www.tms.chiba-u.jp/
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＜電気電子工学の基礎学問から先端的応用分野まで＞
　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、電気・ガス、精密機械、運輸、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社会を支えていま
す。現代社会は電気電子工学の体系に基づいた技術によって
支えられ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電気電子工学に
関する基礎学問の素養を身につけるとともに、他の分野や工
学以外の異なるバックグラウンドの人材と協調して新しい技
術を創造できる学際的な素養を持った人材の養成を目指して
います。
　本学科では、基礎的学問である電磁気学、回路理論を出発
点として、高度情報化社会の根幹を担う情報通信の分野から、
文明社会を支えるエネルギー変換とその利用技術、および様々
な半導体集積回路や材料、最新の電子工学の進展に裏付けら
れたコンピュータハードウエアやロボット制御に至る分野ま
で、基礎から応用までの広範な分野の教育・研究を総合的に
実践してゆきます。社会の要請なども考慮して、電気電子工
学の専門教育を展開して行くと共に、他分野にも向かってい
ける本当の学際性を涵養し、旧来の電気電子工学の枠にとら
われない視野の広い学生の育成を目標としています。また、
これらを可能とするように、プロジェクト実習を行う等新し
い形態の教育を実践しています。
　本学科の研究組織は、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から構成され、世界トップレベルの研究
教育拠点形成を目指して活発に活動しています。なお、４年
次に進級すると研究課題を選択して研究分野に所属し、教育
に加え研究の第一線で活躍する教員のもとで知的興味を喚起
される卒業研究を行います。
　本学科の卒業生は、現代産業に必要不可欠な基盤を担って
おり、あらゆる産業領域の企業や組織の第一線で活躍してい
ます。さらに、最近では卒業生の 70％近くが、高度な知識と
自ら問題解決する能力を養うために、本学、あるいは他大学
の大学院に進学し、修了後は産業界ばかりでなく公的研究機
関などの広い分野で活躍しています。さらにはより一層学究
を極めるために博士後期課程に進学する道も用意されており、
多くの先輩が第一線の研究者や技術者として活躍しています。

三次元映像技術ホログラフィを電子的に利用した三次元テレビの研究：上段
は研究室で開発した専用計算機ボードで、下段は恐竜の三次元動画像のワン
ショットです。

雲観測用ミリ波レーダ：95GHz帯電波を使い、雲の高度分布をしらべる雲観測用ミリ
波レーダ。波長3ミリの電波を一方のアンテナで真上に放射し、雲で反射してきた電
波をもう一方のアンテナで測定します。

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

電気電子工学科

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
力学基礎
物理学基礎実験

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
プロジェクト実習

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

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

2 輪移動体の最適自動追従制御

電気電子工学科ホームページ　http://www.te.chiba-u.jp/
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＜10億分の1メートルの世界を究める明日の科学＞
　「原子を自由に操る」— 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。原理に基づき、現実世界を構築する、大きな可
能性を秘めたこの手法は、極微小素子や超高効率素子の開
発にとどまらず、単一の分子で働く分子デバイスの開発や、
電子の磁石としての性質を利用したスピントロニクスデバ
イスの研究など新しい領域を切り拓いています。そこでは、
原子・分子レベル（ナノメートルサイズ）で構造を制御し、
人工的に構築するための、高度な物理的・物理化学的手法
や物性科学・デバイス工学の基礎が不可欠であるばかりで
なく、その枠組みを超える学問領域が必要となってきます。
このような背景から、「ナノサイエンス学科」が誕生しま
した。
　本学科では、ナノスケールでの電子機能、光機能、表面・
界面機能を第一線で研究するナノ物性工学分野の教員が、
教育を担当します。さらに、幅広い視野と学問領域の融合
を図るために、電気電子工学系、理学（物理・化学）系と
密接に連携し、ナノサイエンスに関連するエレクトロニク
ス、エネルギー、バイオ素子領域への展開を目指しています。
　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、国際的活動力を持つ力強い
研究者・技術者の育成を目指します。また、入試（後期日
程）では、探究心や粘り強さを重視した評価を取り入れる
など、新しい取り組みも行います。
　カリキュラムは、専門教育に入る前に、基礎となる教育
を行います。1 年次では、数学・物理・化学などの工学基
礎、2 年次では、統計力学、量子力学、応用物理学などの
専門基礎を重点的に学び、専門教育への基礎学力と展望が
得られるように配慮しています。3 年次からは、工学的視
点から、ナノメートルサイズで現れる様々な現象の物性物
理・物性化学・デバイス物性、分子スケールでの表面・界
面の電子・光物性を学び、専門学力を身につけます。4 年
次では、先端科学研究の体験を通して応用力を強化します。
　卒業後は、さらに高度な能力を養うために、大学院へ進
学できます。就職先は、ナノテク分野が関連する電機・通
信・情報産業、精密機械産業、化学・印刷産業、有機・バ
イオ関連分野など多様な方面が可能です。

ナノメートルサイズの物質中の電子の動きを解明するための高分解能角度分解光
電子分光装置

ナノメートルスケールの物質の構造や電気抵抗などを解明するクリーンルーム内での
走査型プローブ顕微鏡装置

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

ナノサイエンス学科

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

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

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

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

分子の操作や重合を行うための渦状の特殊なレーザー光

ナノサイエンス学科ホームページ　http://adv.chiba-u.jp/nano/nano-students/
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理数大好き学生の発掘・応援プロジェクト

ナノサイエンス学科は「理数大好き学生」を応援します！

【高校・大学とことん研究　〜課題研究で大学へ〜】
　千葉大学では、文部科学省からの支援を受けて、「理数大好き学生の発掘・応援プロジェクト」事業を進めています。
このプロジェクトは、新しい入試方式により理数大好きな高校生を発掘し、更に高校から大学まで継続して研究に取り
組める体制を整えることにより、千葉大学から科学技術を支え発展させる人材を輩出することを目指しています。つまり、
高校でも「とことん研究」、大学でも「とことん研究」ができるプロジェクトです。
　ナノサイエンス学科は、このプロジェクトに参画しています。

　入試では、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）活動やクラブ活動、あるいは個人で行った研究活動が、面接試
験のかたちで評価されます。面接の際に、自分の行ってきた研究活動について発表していただきます。面接試験は 11 月
に行い、面接合格者を発表します。最終的に大学入試センター試験で基準点を超えた面接合格者を合格者とします。なお、
著名な国際科学コンクールの日本代表またはそれに準ずる成績をおさめた受験生については、大学入試センター試験を免
除します。また、通常の推薦入試とは違い、高校 3 年生だけでなく、1 浪の方も応募できます。

（注）“著名な国際科学コンクールの日本代表またはそれに準ずる成績をおさめた者” に関する具体例としては下記のような賞があります。

国際学生科学技術フェア（Intel ISEF）の日本代表を決める際の選出対象となる下記の賞
1）　日本学生科学賞　入賞者（内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、環境大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、全日本科学教育振興委員会賞、
　　読売新聞社賞、科学技術振興機構賞、日本科学未来館賞、旭化成賞、読売理工学院賞、優秀賞）など
2）　高校生科学技術チャレンジ　グランドアワード 3 賞（文部科学大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、科学技術振興機構賞）、特別協賛
　　社賞（富士通賞）、協賛社賞（花王賞、JFE スチール賞）、主催者賞（朝日新聞社賞）、特別奨励賞、審査委員奨励賞など

【特別カリキュラム】
　この入試で入学した「理数大好き学生」には、通常の授業に加えて、「先端科学探究コース」と呼ばれる特別カリキュ
ラムが実施されます。このコースでは、以下のような自由課題研究を中心にした「プロジェクト研究Ⅰ」、「プロジェクト
研究Ⅱ」、および「先端科学特別研究」の 3 科目が開講されています。これら 3 科目をすべて履修すると、卒業後の成績
証明書に「先端科学探究コース修了」と記載されます。
⃝ 物理実験に必要な基礎技術の習得：ノギス、マイクロメータ、秤の使い方、テスタを使った電圧、電流の測定、オシロスコー

プの使い方、コンピュータによるデータ整理、機械工作（旋盤、ボール盤、フライス盤）、電子工作（電源、発振回路）
⃝化学に関する基礎実験：導電性高分子の合成、振動反応
⃝ 自由課題研究：学生からの自主的なテーマ提案による課題研究 （事前打ち合わせ、中間報告会、最終報告会、レポー

ト作成）
⃝研究機関見学：他大学や研究所等の研究機関見学ツアー

【自習室】
　「理数大好き学生」には、学習・研究のための自習室が用
意されていて、1 年次生から利用できます。自習室にはパソ
コンと実験機器が準備されていて、通常の授業の予習、復習
はもちろんのこと、各自の自由課題研究を進めることもでき
ます。また、自習室の近くにはナノサイエンス学科の先生の
研究室があるので、いろいろなことを相談しやすい環境に
なっています。

プロジェクト研究の授業風景
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＜バイオと環境をキーワードとする新しい応用化学＞
　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。これには、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ことを目指し
ていくという「新しい応用化学」が必要です。このような観
点に立脚し、本学科は新しい化学及び化学プロセスの開発を
担う人材の養成を目的にしています。
　共生応用化学科では、１年半の共通基礎教育の後に、次
の 3 つのコースのうちのいずれかを選択します。生体の機能
を代替あるいは模倣する人工材料の設計と構築に関する教育
を行う「生体関連コース」、新しい機能や高度な性能を持つ
物質や材料を多角的な視野から開発することなどを学ぶ「応
用化学コース」、環境にやさしいプロセスで環境にやさしい
物質を作り出す人材の養成を目指す「環境調和コース」です。
いずれのコースでも多様な授業科目を履修でき、個性と自主
性を重視したカリキュラムとなっています。
　3 年次後半から配属される研究室には「バイオ機能化学領
域」に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、「環境調和分子化学領域」に精
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・計測化学領域」にセラミックス化学、極限環境材料化学、
計測化学、環境化学、「資源プロセス化学領域」に触媒化学、
表面電気化学、資源反応工学の計 14 の研究室があり、さらに、
千葉大学共用機器センターを配属先として選ぶこともできま
す。セミナーや卒業研究を通じて先端的な研究を行い、基礎
と専門の学力及び広い視野を身に付けます。
　本学科の卒業生は、化学、材料、電子、機械、情報、医薬、
エネルギーなど、幅広い産業界での活躍が期待されていま
す。また、より高度な教育・研究を行う大学院（博士前期課程、
博士後期課程）が用意されています。

開発した放射性汚染水からセシウムを吸着回収する繊維「ガガ」の写真と構造
（「ガガ」は繊維の色がレディーガガの髪の色と似ていることから命名）．(a) 走
査型電子顕微鏡による表面状態観察，(b) 特性 X 線分析による繊維断面方向の
元素分布

抗がん剤タキソールの骨格構造合成を１ステップでおこなう酵素の遺伝子工
学的改良研究．タキソールの６- ８- ６員環の構造を有機合成で行うのは難し
い

分子や分子の集合状態を設計して発光色や液晶の特性を制御する．上段：様々
な色に発光する有機分子の結晶構造（左）と発光の様子（右），下段：液晶の
偏光顕微鏡像（左）とコンピュータシミュレーションによる液晶構造（右）

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

共生応用化学科

基礎化学
無機化学
有機化学
化学基礎実験

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

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

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
卒業研究

共生応用化学科ホームページ　http://chem.tf.chiba-u.jp/
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＜画像を通じて夢ある未来を実現する＞
　画像科学は、化学・物理はもとより、人間の感性など広範
囲にわたる基礎学問体系からなる総合学問領域です。この領
域は他大学にはほとんど存在しないユニークな学際領域のた
め、社会的にもこの分野で広く支持を集め、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・TV ですが、様々な新型ディスプレイや電子ペーパー
の出現、印刷技術を利用した電子デバイスづくり、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、そうした画像マテリアルの進歩にともない、新し
く形作られた画像を評価する人間の感性の分野が重要となっ
ています。そこで私たちは、この潮流を牽引し、画像の科学
を先導するために、画像科学科を創設しました。
　本学科のカリキュラムでは、上述の「画像科学」の領域が
示すとおり、「化学」「物理」「数学」等の基礎から実験も含
めてしっかりと学んでゆくことになります。またこれらの基
盤学問領域へ、人間の領域を重ねて、画像科学とそれに立脚
した画像工学の基礎教育を行います。具体的には、まず、専
門教育に入る前に化学、物理、数学の実験を含む基礎科目や、
もの作り・画像作りなどのユニークな実験を通して基礎学力
を身に付けます。そして専門教育では、段階的にかつ体系的
に配列された画像マテリアルや人間の感性を修得して総合的
な学力を身に付け、４年次の卒業研究に備えます。４年次に
は、１年間の卒業研究を行い、最先端の研究に触れることを
通して多くの体験を積むことができます。研究の一例として、
右図の様な電子ペーパーや新式ディスプレイ、新型レーザー
等の研究が挙げられます。
　我が国において、画像マテリアルとそれに立脚した工学、
そしてそれを利用する人間の感性を取り扱う学科は極めて希
有であり、大きな社会的ニーズが伝統的に存在します。従っ
て、ユニークな本学科が提供する知識・技術を習得した卒業
生に対しては、画像工学に関わる事務機器メーカー・総合電
機メーカー・印刷会社・写真会社、半導体やエネルギー等に
関わる電機メーカー・コンピュータ系企業、画像関連の公共
企業、等々における専門家や、総合的な画像マテリアル及び
画像デバイス設計・創製者としての活躍が期待されています。
また、卒業生のうち 80％以上が大学院博士前期（修士）課
程に進学し、さらに高度な教育を受け、高度な研究活動を行
います。

学生実験風景：色が変わっていくところを調べています。
色々の色があります、画像の立場から色を考え、色を作ります。

アジア学生ワークショップの一コマ、タイでの映像作成のワークショップ

アジア学生ワークショップ、アジア各地の大学との交流プログラムが
進行しています。マレーシアを案内されている千葉大生です。

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

画像科学科

専門基礎科目
　（線形代数、微積分学、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

画像物理化学Ⅰ　
振動と波動
心理物理学
画像解析学Ⅰ
画像有機化学
高分子化学Ⅰ
量子力学入門
熱統計力学入門

画像産業汎論
インターンシップ
応用光学
光物性物理学
光反応化学
画像システム工学
フーリエ解析
画像物理化学Ⅱ

演習Ⅰ・Ⅱ
卒業研究

画像科学科ホームページ　http://www.tp.chiba-u.jp/
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＜情報と画像をコアに未来を拓く＞
　グリーン ICT、クラウドコンピューティング、拡張現実感
などの言葉が次々と生み出されるように、「情報」が現在の
私たちの社会の基盤となっています。私たちの周りには、自
然環境からの情報、人間が発信する情報、生体からの情報な
ど、様々な情報が流れています。そこでは、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ウェア・ソフトウェア
技術、通信技術、さらには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はもちろんのこと、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。
　情報画像学科では「情報」と「画像」を核とした幅広い領
域を体系的に学びます。授業科目は大きく分けて「情報と数
理」「情報と物理」「情報と人間」の 3 本の柱で構成されてい
ます。第 1 の柱「情報と数理」はコンピュータに関する数学
やアルゴリズムに関する科目、ハードウェア、ソフトウェア
に関する科目、通信ネットワーク、分散システム、セキュリ
ティに関する科目から構成されています。これらの科目によ
りコンピュータシステムの仕組みを学びます。第 2 の柱「情
報と物理」はアナログ／ディジタル信号の処理に関する科目、
光に関する科目、ディジタル画像処理に関する科目から構成
されています。これらの科目により情報や画像の処理・伝送・
出力の背景にある物理現象について学びます。第 3 の柱「情
報と人間」は画像・色彩、音・音声に関する科目、人間の
画像認識、知識情報処理、生体情報処理、ヒューマンインタ
フェースに関する科目から構成されています。これらの科目
により、情報が人間に伝わる仕組み、情報を効果的に伝える
方法について学びます。
　情報と画像を融合したこれらの授業科目を受けた人は、人
に優しい情報社会を構築する担い手として、産業界の多方面
から期待されています。本学科の卒業生は、情報や画像に関
わる総合電機メーカ、通信事業者、コンピュータ系企業、ソ
フトウェア開発企業、映像メディア関連企業等における研究・
開発に携わっています。さらに、大学院教育も充実しており、
専門的な科目を学び、深い研究活動を行います。これにより、
より深い専門知識を修得し、経験を積むことができ、社会の
より重要な場面において、活躍することが期待されます。

質感まで再現するコンピュータグラフィックス

ネットワークセキュリティと高信頼化

情報と数理で生物を解析する

カリキュラム（主な専門科目）
１年次 ２年次 ３年次

４年次

情報画像学科

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

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

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

プログラム演習の様子

卒業研究など

生体情報システム論
コンピュータ

　　グラフィックス

情報画像学科ホームページ　http://www.tj.chiba-u.jp/
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　所属学科の通常カリキュラムに加えて、次のような先進科学プログラム独自
の授業が用意されています。これらは、将来研究者・エンジニアとして活躍す
るための基礎を培うものです。

◆先進科学セミナー
　　物理、数学などの専門分野の基礎を学ぶ少人数セミナー。
◆先進教養セミナー
　　広い視野を養うための少人数セミナー。
◆オムニバスセミナー

世界の研究をリードする学内外の様々な研究者による講義。
◆先進海外研修
　　18歳の夏休みにカナダの大学に1ヶ月間滞在。旅費・授業料等のサ　
　　ポートあり。上級生には研究目的の短期留学のサポートもあります。

外国人講師によるオムニバスセミナー

夏休みの海外研修

先進科学プログラム（飛び入学）

フロンティアテクノロジー（FT）コース　受入学科

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、画像科学科、情報画像学科

　先進科学プログラム（飛び入学）は、将来の独創的な研究を担う人材を育成する目的で平成10年にスタート
し、特定の分野に優れた能力を持つ高校生にいち早く大学で学ぶ機会を提供してきました。このプログラムに
は、高校2年生を修了して大学に入学する “春飛び入学” と、高校3年生の9月から入学する “秋飛び入学” の2
つの制度があります。学べるコースには、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、
工学部はフロンティアテクノロジーコースに対応して
います。このコースで進める工学部の学科は右のとお
り、様々な分野に広がっています。

　平成28年（19期生）までに
83名が入学し、63名（早期卒
業および大学院飛び入学を含
む）が卒業しています。
　ほとんどの卒業生が、千葉大
学、東京大学、京都大学、総合
研究大学院大学、マサチュー
セッツ工科大学、ラトガース大
学などの国内外の大学院に進学
しています。さらに、修士課程
修了後にも多くの学生が博士課
程に進学しています。博士課程
修了後には、大学教員や博士研
究員、企業、官公庁職員として
活躍しています。

一足早く研究者・エンジニアを目指す飛び入学

　このプログラムは、先進科学センターの教員（専任教授2名、専任助教1名、
特任教員4名）と、関連学部を中心とする全学の教員の協力のもとに実施され
ています。

　その他、先進科学センターでは、「高校生理科研究発表会」や「数理科学コンクール」「『君も物理チャレンジを！』講座」な
ど、若手人材育成のための高等学校との連携活動も積極的に推進しています。

カリキュラム

進路

千葉大学先進科学センター　　http://www.cfs.chiba-u.ac.jp/
●詳細はホームページをご覧ください。（千葉大学トップ＞学部・大学院＞センター等＞先進科学センターからもご覧いただけます。）

卒業後の進路（平成28年4月現在）

大学院修士課程在学中 4 名
大学院博士課程在学中 5 名
民間会社 33 名
大学教員（東大、筑波大） 4 名
大学等の博士研究員 2 名
公的研究機関研究員 1 名
民間研究機関研究員 4 名
官公庁 6 名
その他 4 名
　　計 63 名

■卒業時の進路（63名）

ハワイ大学大学院

奈良先端科学技術
大学院大学：4名

総合研究
大学院大学：3名

その他大学院：5名
（東北大、名古屋大
　東工大、筑波大、電通大）

東京大学大学院
15名

千葉大学
大学院
21名

京都大学
大学院
7名

東京医科歯科大学編入：1名
大学編入
（医科歯科大）：1名 その他：2名就職：5名

マサチューセッツ工科大学（MIT）
大学院
ラトガース大学大学院
École nationale supérieure du 
pétrole et des moteurs
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742人

4 6 7

2 3

4

4

2 7

525人
（70.8％）

177人
（23.9％）

40人
（5.4％）

89人

43.8％19.1％

56人
(62.9％)

25人
(28.1％)

8人
(9.0％)

建設業 12.4％

電気・ガス・水道業 1.1％

運輸・情報通信業 3.4％

製造業 1.1％

卸売・小売業 1.1％

不動産業  3.4％

サービス業  1.1％

公務員  4.5％ その他

公務員 3.9％

情報通信業 2.0％

製造業 2.0％

卸売・小売業 2.0％

運輸・郵便業 3.9％

教育・学習支援業
2.0％

不動産業 2.0％

建設業 72.5％

その他 5.9％

就職 49人
(96.1%)

その他
2人(3.9%)

建築学コース
修了生数

51人

建築学コース

【主な就職先】

日建設計、三菱地所設計、久米設計、佐藤総合計画、大林組、

竹中工務店、清水建設、長谷工、住友林業ホームテック、

東日本旅客鉄道

【主な就職先】

清水建設、竹中工務店、大成建設、大和ハウス工業、

東京電力、NTTデータ、東日本旅客鉄道、東京都庁、

千葉市役所、杉並区役所

●進学・就職先（学部・大学院）

建築学科 建築・都市科学専攻

●進路別（全体）

○進学先

卒業生の進路（平成27年度卒業生）
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【主な就職先】

三菱総合研究所、日立製作所、富士電機、東京電力、

NTTデータ、NTTファシリティーズ、JFTシステムズ、

JFEエンジニアリング、NECソリューションズ、花王、

国土地理院、東京都庁、鉄道建設・運輸施設整備支援機構

都市環境システムコース

【主な就職先】

マツダ、NEC、アクセンチュア、NTTファシリティーズ、

積水化学、東日本旅客鉄道、大成建設、都市再生機構、

国土交通省、東京都庁、横浜市役所

都市環境システム学科 建築・都市科学専攻

都市環境システム学科(社会人枠)

建設業 10.0％

製造業 33.3％

進学
(千葉大学大学院)
 58.9％進学(他大学) 5.6％

卸売・小売業 33.3％

公務員 10.2％

情報通信業 14.3％

製造業 18.4％

運輸・郵便業 2.0％

学術研究・専門・技術サービス業
6.1％

教育・学習支援業
 2.0％

電気・ガス・熱供給・水道業
 4.1％

不動産業 8.2％

建設業
26.5％

その他 4.1％

90人

進学
58人

（64.4％）

その他  3人(3.3％)

その他
1人

(33.3％)

就職
29人

（32.2％）

就職
2人

（66.7％）

製造業 4.4％

運輸・情報通信業 2.2％

卸売・小売業 1.1％

不動産業  1.1％

サービス業  3.3％

公務員  10.0％

就職 47人

進学 1人
(2.0%)

（95.9%）

都市環境システムコース
修了生数

49人

その他
1人(2.0%)
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機械工学科

【主な就職先】

東芝、ソニー、パナソニック、東宝舞台、良品計画、

三菱電機、トヨタ自動車、及村工藝社、本田技研工業、

マツダ、日建設計、横河電機、アサヒ飲料、

学校法人北里研究所、AISIN精機

デザイン科学コース

【主な就職先】

トヨタ自動車、本田技研工業、コマツ、新日鐵住金、

JFEスチール、JX日鉱日石エネルギー、川崎重工業、

IHI、キヤノン、日立製作所、ファナック、

富士ゼロックス、東京ガス、東海旅客鉄道、日本航空、

全日本空輸、鉄道総合技術研究所

機械系コース

【主な就職先】

いすゞ自動車、スズキ、日産自動車、本田技研工業、今治造船、

ヤマザキマザック、ファナック、パナソニック、キヤノン、

オイレス工業、三和シヤッター、清水建設、三井化学、VSN、

JFEエンジニアリング、不二工機、ダイセキ、

東京貿易マシナリー、千葉銀行、経済産業省特許庁

【主な就職先】

日産自動車、トヨタ自動車、本田技研工業、

三菱電機エンジニアリング、三越伊勢丹、

JTBコミュニケーションズ、

ヨコハマインターコンチネンタルホテル、

乃村工藝社、TDCソフトエンジニアリング、河淳、

日本創発グループ、クルーズ、ノムラデュオ、

経済産業省特許庁、江戸川区役所

デザイン学科 デザイン科学専攻

人工システム科学専攻

69人

80人

進学
41人

（59.4％）

その他
1人

(1.3％)

その他
5人

(7.2％)

就職
23人

（33.3％）

進学
58人

（72.5％）

就職
21人

（26.3％）　

建設業 2.5％

建設業 2.9％

製造業 20.0％

製造業 13.0％
進学
(千葉大学大学院)
 59.4％

進学
(千葉大学大学院)
 66.3％

進学(他大学) 6.3％

運輸・情報通信業
 7.2％

卸売・小売業 1.3％

卸売・小売業 1.4％

金融・保険業 1.3％

サービス業  4.3％

公務員  2.9％

その他 1.3％

その他 1.4％

製造業 79.0％

運輸・郵便業
4.8％

学術研究・専門・技術サービス業
1.6％

電気・ガス・熱供給・水道業
1.6％

公務員 4.2％

情報通信業
12.5％

製造業
45.8％

卸売・小売業 4.2％

学術研究・専門・技術サービス業
6.3％

不動産業 2.1％

建設業 10.4％

その他 2.1％

デザイン科学コース
修了生数

48人

進学  3人
(6.3%)

その他  3人
(6.3%)

進学  2人(3.2%)

その他  2人(3.2%)

就職  42人
（87.5%）

機械系コース
機械工学科
卒業生数

修了生数
62人

就職 58人
（93.5%）

金融・保険業 1.6％

情報通信業 4.8％
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メディカルシステム工学科

電気電子工学科

【主な就職先】

ＮＴＴデータ、オリンパス、キヤノン、

ＧＥヘルスケア・ジャパン、シーメンス、島津製作所、

セイコーインスツル、総合警備保障、ソニー、

東芝メディカルシステムズ、ナブテスコ、公益財団法人日本

アイソトープ協会、日本光電工業、日立製作所、リコー

メディカルシステムコース

【主な就職先】

東芝、住友重機械工業、日立製作所、セコムIS研究所、

西日本旅客鉄道、パナソニック、リコー、三菱電機、

東北電力、コクヨ、JFEスチール 、大林組、日本精工、

ソニー、総務省

電気電子系コース

【主な就職先】

住友電装、TDK、東京ガス、東京電力、オービック、

エフエム東京、本田技研工業、東日本旅客鉄道、フジクラ、

NTTデータ、東日本有限責任監査法人、総務省、東京都庁、

千葉県庁、栃木県庁、長野県庁、長野県警察

【主な就職先】

オービック、キーエンス、自立制御システム研究所、

デンソー、日本電気、日置電機、東日本旅客鉄道、

放射線医学総合研究所、みずほ情報総研、

総務省関東総合通信局

人工システム科学専攻

人工システム科学専攻

49人

78人

進学
33人

（67.3％）

その他 
3人

(6.1％)

就職
13人

（26.5％）

進学
63人

（80.8％）

その他  
4人

(5.1％)
就職

11人
（14.1％）

製造業 2.6％

製造業 14.3％

進学
(千葉大学大学院) 
59.2％

進学
(千葉大学大学院) 
67.9％

進学(他大学)
 12.8％

進学(他大学) 8.2％

運輸・情報通信業 7.7％

運輸・情報通信業 4.1％

金融・保険業 2.0％

サービス業  1.3％

公務員  2.6％

公務員  4.1％
その他 2.0％

公務員 1.7％

金融・保険業 1.7％

情報通信業
13.3％

製造業
58.3％

運輸・郵便業 1.7％

電気・ガス・熱供給・水道業
11.7％

建設業 5.0％

その他 1.7％

金融・保険業 3.0％

情報通信業 
12.1％

製造業
72.7％

学術研究・専門・技術サービス業
3.0％

その他 3.0％

メディカル
システムコース

修了生数
33人

就職  31人

進学  2人
（6.1%）

進学  2人（3.3%）

その他  1人
（1.7%）

（93.9%）

電気電子系コース
修了生数

60人

就職  57人
（95.0%）
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ナノサイエンス学科

共生応用化学科

【主な就職先】

パナソニック、富士ゼロックス、オリンパス、村田製作所、

ローム、ジャパンディスプレイ、アジレント・テクノロジー、

新日鐵住金、東芝、リコー、セイコーインスツルメンツ、

日立ハイテクノロジーズ、スズキ、ソフトバンクテレコム、

理研計器、中部電力、双葉電子工業、東海旅客鉄道

ナノ物性コース

【主な就職先】

東洋エンジニアリング、積水化学工業、コスモ石油、

千代田化工建設、電気化学工業、トヨタ自動車、出光興産、

日本電気硝子、日立化成、花王、クレハ、フジクラ、

日産化学工業、警視庁

共生応用化学コース

【主な就職先】

日本アイ・ビー・エム・ビズインテック、三井物産、

ダイキン工業、LIXIL、日亜化学工業、日本ハム、

日立パワーソリューションズ、中外製薬工業、丸文、

太陽日酸東関東、和光純薬工業、吉川市

【主な就職先】

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、東京電力、日本証券金融、

ヤマト運輸、丸紅エネックス、キヤノンシステムアンドサポート、

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

ナノサイエンス専攻

共生応用化学専攻

38人

112人

進学
33人

（86.8％）

進学
87人

（77.7％）

その他  
3人

(7.9％)

その他  1人
(1.4％)

その他
7人

(6.3％)

就職
2人

（5.3％）

就職
18人

（16.1％）
建設業 0.9％

製造業 6.3％

進学
(千葉大学大学院) 
68.4％

進学
(千葉大学大学院) 
70.5％

進学(他大学)
18.4％

進学(他大学)
7.1％

電気・ガス・水道業
1.8％

電気・ガス・水道業
2.6％

運輸・情報通信業 3.6％

運輸・情報通信業 2.6％

卸売・小売業 1.8％

サービス業  0.9％

公務員  0.9％

公務員 1.4％

製造業 84.9％

学術研究・専門・技術サービス業
2.7％

建設業 5.5％

その他 1.4％

金融・保険業 3.6％

製造業
57.1％

卸売・小売業
3.6％

建設業 3.6％

その他 7.1％

共生応用化学コース
修了生数

73人

就職  70人
（95.9%）

ナノ物性コース
修了生数

28人

進学  7人
（25.0%）

進学  2人
（2.7%）

就職  21人
（75.0%）
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画像科学科

情報画像学科

【主な就職先】

ソニー、富士ソフト、ムトー、キヤノン、サカタインクス、

三菱自動車、ジャパンディスプレイ、セイコーエプソン、

リコー、オービック

画像マテリアルコース

【主な就職先】

日立システムズ、キヤノン、NTTデータ、ＮＴＴコムウェア、

大日本印刷、カシオ計算機、大林組、ソニー、ヤフ ー、

旭化成、日本放送協会、タカラトミー、KDDI、本田技研工業、

NTTドコモ

知能情報コース

【主な就職先】

日立製作所、キヤノン、NTTデータ、凸版印刷、

大日本印刷、カシオ計算機、ソニー、ヤフー、旭化成、

日本放送協会、本田技研工業、NTTドコモ、東芝、

ニコン、日本総合研究所、オムロン

【主な就職先】

コニカミノルタ、東日本旅客鉄道、ソフトバンク、

東洋製罐、図書印刷、日本放送協会、

東京メトロボリタンテレビジョン、テルミック、北陸ガス

情報科学専攻

情報科学専攻

42人

92人

進学
34人

（81.0％）

進学
62人

（67.4％）

その他 1人(2.4％)

その他
4人

(4.3％)

就職
7人

（16.7％）

就職
26人

（28.3％）

製造業 7.6％

製造業 11.9％

進学
(千葉大学大学院) 
78.6％

進学
(千葉大学大学院) 
66.3％

進学(他大学) 2.4％

進学(他大学) 1.1％

電気・ガス・水道業
1.1％

運輸・情報通信業
13.0％

運輸・情報通信業 4.8％

サービス業  4.3％

その他 2.2％

情報通信業
39.6％

製造業 52.8％

学術研究・専門・技術サービス業
  1.9％

建設業 1.9％

情報通信業 9.7％

製造業
83.9％

就職  51人
（96.2%）

知能情報コース
修了生数

53人

画像マテリアルコース
修了生数

31人

就職  29人
（93.5%）

その他  1人
(3.2％)

進学  1人
（3.2%）

その他  1人(1.9％)

進学  1人(1.9%)
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学生のための窓口（学生支援課）
　教室や研究室等での正課教育や研究の他、大学において
修学生活、学園生活を送っていくうえで、様々な問題や悩
みが生じると思います。
　修学上の問題、学資や経済上の問題、健康上の問題、精
神的な問題、就職の問題、人間関係や集団活動についての
問題など、諸問題や悩みを解決するために、学生への援助・
助言を行う機関として「学生支援課」が置かれています。

課外活動
　大学教育の一環として行われる課外活動（正課以外に行
われるサークル活動）を通して、貴重な人間関係を学ぶと
ともに、社会的経験を体得することができます。

【課外活動団体（平 28.2 現在）】
　167 団体 体育会系サークル　47 団体
　　　　　　　　体育系サークル　　46 団体
 文化系サークル　　54 団体
 音楽系サークル　　20 団体

経済的支援等
【奨学金】
　奨学金には、日本学生支援機構奨学金をはじめとし、地
方公共団体や民間育英団体で募集するものがあります。学
生には、「募集内容」「申請手続」などについて、掲示板等
を利用し案内します。

【入学料の免除等】
　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。

【授業料の免除等】
　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。

【アルバイト】
　勉学を継続するうえでアルバイトを必要とする学生のた
めに、学生にふさわしいと思われるアルバイトを「千葉大
学生活協同組合」が斡旋しています。（ただし、新入生へ
は入学時の前期期間中は紹介しません。）

学生生活
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【学寮・アパート等】
　学寮への入寮を希望する場合は「学務部学生支援課」に
相談してください。
　また、アパート、下宿については「千葉大学生活協同組
合」で斡旋しています。

福利厚生施設
　西千葉キャンパスの福利厚生施設には、食堂、売店（書
籍・文房具・日用品・食品・旅行案内など）、キャッシュコー
ナーなどがあります。また、教職員・学生相互の交流を図
るため、多目的に利用できる「大学会館」があります。

国際交流（海外留学）
　近年、国際化の進展にともない、諸外国の大学に留学す
る学生が増加しています。
　本学では、海外の多くの大学と学生交流協定を締結し学
生交流の促進を図るとともに、協定校への留学を希望する
学生のために、海外留学説明会などを開催しています。

総合学生支援センター
【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
生生活上の様々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分から
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。個人に関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。

【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。

アカデミック・リンク・センター
　2012 年 3 月にオープンした『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。
　附属図書館だけでなく、統合情報センター、普遍教育セ
ンターという大学の教育機関が協力して、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。
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工学部組織図
国際教養学部
文　学　部
法政経学部
教 育 学 部
理　学　部
工　学　部
　学部長
　副学部長

園 芸 学 部
医　学　部
薬　学　部
看 護 学 部
特別支援教育特別専攻科（教育学部）
園芸学部園芸別科

教育学研究科
理学研究科
看護学研究科
工学研究科
　　研究科長
　　副研究科長
　　評議員

園芸学研究科
人文社会科学研究科
融合科学研究科
　　研究科長
　　副研究科長
　　評議員

医学研究院
薬学研究院
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

附属図書館
環境リモートセンシング研究センター
真菌医学研究センター
共用機器センター
統合情報センター
先進科学センター
普遍教育センター
国際教育センター
言語教育センター
海洋バイオシステム研究センター
フロンティア医工学センター
環境健康フィールド科学センター
バイオメディカル研究センター
社会精神保健教育研究センター
予防医学センター
未来医療教育研究センター
再生治療学研究センター
子どものこころの発達教育研究センター
アカデミック・リンク・センター
ベンチャービジネスラボラトリー
アイソトープ実験施設
千葉大学・上海交通大学国際共同研究センター

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

（工学系事務センター）
総務室
経営・研究支援室
学部学務グループ
大学院学務グループ
センター支援グループ

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

建築学コース
都市環境システムコース
デザイン科学コース
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
共生応用化学コース

ナノサイエンス専攻

情報科学専攻

ナノ物性コース
ナノバイオロジーコース
画像マテリアルコース
知能情報コース

学長
理事
監事
事務局

学　部

大学院

附属創造工学センター

附属次世代モビリティパワーソース研究センター

附属分子キラリティー研究センター

センター等
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交通案内

医学部・薬学部・看護学部

国際教養学部・文学部・法政経学部・教育学部・
理学部・工学部
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