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＊千葉工業大学ＰＰＡ［ Parents and Professors Association＝父母（保護者）と教職員の会］は、昭和
24年11月26日、学生・父母総会ならびに同窓会において発議され、設立されました。本学ＰＰＡは、旧制
大学時代から今日まで大学発展のために幅広い活動を続けています。

平素は千葉工業大学ＰＰＡの活動に

ご理解とご協力を賜りありがとうございます。

千葉工業大学ＰＰＡは、保護者の皆さまと教職員が協力して

教育機関の質の向上を図るという、

他大学ではあまり例を見ない全学挙げての後援会組織です。

本冊子を通して、大学およびＰＰＡの取り組みについて

より一層のご理解をいただくとともに、

さらなるご協力を賜ることができれば幸いです。

また、学生生活・修学・就職など、

さまざまな心配や不安がおありかと存じます。

そのような折にもぜひ本冊子をお役立てください。
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■全学生に貸与しているiPadでオンライン授業を実施
■授業料延納許可者の延納期限を延長
■本学家計急変奨学生募集（給付）
　（条件により授業料相当額を限度に給付）
■緊急資金貸与「新型コロナ禍学生生活支援特別奨学金」
（貸与）
■マスクを全学生に配布

７　学費・学生生活などへの
　　学生支援について

本学の新型コロナウイルス感染症対策について
4月11日（月）から新学期の授業が開始しました。学生の皆さまが、安心して
学修できる環境作りに努めて参りますのでご理解とご協力をお願いします。

■下記方法により授業を工夫し、三密を回避して運営
・オンライン授業の実施
・対面授業と自宅学修にクラス分けして、隔週または一
定週で入れ替えを実施
・授業を２つの講義室に分割して、講義室間のライブ配
信を実施
・実験、実習をパート分けして、会場を分散して実施
・授業時間内を時差グループで区分けして、時間で入れ
替えを実施

■研究室は在室人数および滞在時間を制限して運営
■研究室内での食事を禁止
■研究室ごとに消毒を実施
■研究室利用チェックリストを作成し、感染防止対策を
徹底

5　授業・研究室
■入構時に検温所のサーマルカメラによる体温測定およ
びアルコールによる手指消毒

■体温が37度以上の場合は入構禁止
■入構者管理
・学生はカードリーダーに学生証をかざし入構を記録
・教職員は教職員証を提示し入構
・学外者は事前申請のうえ許可者
のみ入構

■マスク着用の義務化

1　大学への入構

■出入口に消毒用アルコールを設置
■出入口を一方通行化
■食事終了後、次の利用者が着席する前に除菌清掃
■飛沫感染防止のため衝立を設置し、十分な座席間隔が
とれるように椅子を間引く

■常時換気の実施と空気清浄機を設置
■マスクを外しての会話を禁止

3　学生食堂

■向き合って配置しているパソコンに飛沫感染防止用の
衝立を設置

■十分な座席間隔がとれるように使用できるパソコンを
制限

■キーボード等の定期的なアルコール消毒の実施

4　コンピュータ演習室

■建物出入口およびトイレ前の消毒用アルコール設置
■階段の昇降を区分分け（一方通行）
■エレベーターの搭乗人数を制限
■各教室で収容する学生数を座席定員の約70％に制限
■講義室の窓および扉は、原則として常時開放して換気
する

■定期的な室内の清掃および消毒

2　建物・講義室

■入寮時、長期休暇後に抗原検査を実施
■感染者発生時の対応および対策フローの周知
■寮内放送や巡回による感染防止の協力呼びかけ
■毎朝の検温実施と記録
■入館時に除菌ブースでの除菌および
　寮出入口での検温・消毒
■食堂内座席の間引きおよび仕切り板の設置
■食事時間帯指定による人数制限
■調理場入室時の除菌スタンドでの
　除菌（学食提供者）
■共有スペースの利用制限（飲食禁止・人数制限等）
■タオル等の共有や飲料の回し飲みを禁止
■脱衣籠の間引きおよび洗い場に仕切り板を設置
■入浴時間帯指定による人数制限
■居室以外でのマスクの着用徹底（全居室個室）
■室内の定期的な消毒および換気の実施
■陽性者が発生した場合に隔離できる環境を用意

６　学生寮

大学への入構（正門）

学生寮の入口
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受付の様子接種の様子 取材の様子

　長期化するコロナ禍のなか、本学では新型コロナワクチンの職域接種をいち早く実施し、
感染症対策の徹底を図りながら対面授業の拡充を行ってきました。接種を希望する本学学
生・市内の幼稚園、小・中・高等学校などの教育関係者、習志野商工会議所ほか関連団体を対象
に延べ29,780名にワクチンを接種しました。職域接種においては、医学部のない大学にも関
わらず、医師や看護師の手配、ワクチンの確保、接種体制の構築といったこれまで経験した
ことがない業務を遂行し、接種終了後の膨大な事務処理を含めて外部に委託することなく、
すべての作業を大学一丸となり実施しました。

コロナ禍において、感染症対策を徹底したうえでいち早く対面授業を再開させたことや、
職域接種を実施したことが評価され、大学通信が行った進学校2,000校の高校教諭から回答
を得た「コロナ対応が上手だったと思われる大学」にて、２位と圧倒的な差をつけ１位を獲得
しました。

　令和３年度においても食の安定化のため、全学生に学生食堂で使用
できる学食券（朝食・昼食・夕食）１万円分を無償配布いたしました。

１回目　2021年 ６月25日～７月５日
２回目　2021年 ７月23日～８月２日　
３回目　2022年 ３月７日～９日、３月25日

６月17日～18日（新入生対象）

　新型コロナウイルスワクチン職域接種を３回実施１

　学食券を全学生に配布2

　高校教諭が選ぶ「コロナ対応が上手だった大学」
ランキング（大学通信）で１位を獲得
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【新しい取り組みについて】

順位

１

２

３

４

国立・私立

私立

私立

私立

国立

大学名

千葉工業大学

立教大学

早稲田大学

東北大学

所在地

千葉

東京

東京

宮城

ポイント

163

81

58

56
出展：大学通信

食券
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キーワードSEARCH

キーワード
・自治活動・課外活動
・通学証明・学割
・奨学金・学生共済会・学生教育研究
・災害傷害保険・福利厚生・駐輪場
・学生相談室・遺失拾得物・保健衛生

担当窓口：教学センター学生担当
連絡先　：047-478-0230（津田沼）
　　　　：047-454-9756（新習志野）

キーワード
・教育課程・履修手続き・授業・試験
・成績・学籍・学生証・欠席・休学
・退学・復学・除籍・卒業
・教員免許
・各種証明書 （成績・在学・卒業等）

担当窓口：教学センター教務担当
連絡先　：047-478-0234（津田沼）
　　　　：047-454-9756（新習志野）

キーワード
・就職・就職活動・就職支援・求人
・インターンシップ
・面接対策・オンライン面接
・公務員・OBOG 懇談会
・学内企業説明会・就職支援講座

担当窓口：就職・進路支援部就職担当
連絡先　：047-478-0232

キーワード
・PPA 総会・PPA 地区懇談会
・個別面談・保養所

担当窓口：PPA 事務局
連絡先　：047-478-0209

千葉工業大学では、すべての学生が健全で有意義な４年間を過ごせるように、
学生生活、修学、卒業後の進路など、さまざまな支援を実施しています。
気になること、わからないことがございましたら、
各担当部署までご相談ください。

学生生活支援（P.6～） 修学支援（P.10～）

就職支援（P.15～） PPA（P.19～）
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新習志野キャンパス…12号館１階／津田沼キャンパス……　１号館１階保健室
学内行事として定期健康診断（１次検査４月、２次検査５月）を実施しています。検査の結果、必要な学生
には医療機関の紹介、校医による経過観察などのアフターフォローを行います。また、健康相談にも随時応
じており、血圧測定と体組成計測定はいつでも実施できます。

■定期健康診断検査項目
胸部X線・尿検査（糖・蛋白）・身長・体重・血圧・視力・内科診察

学生相談室（対面・オンライン）

臨床心理士や公認心理師の資格を持つ専門のカウンセラーが学生の相談に応じています。相談された内容につ
いての秘密は厳守しますのでご安心ください。
※相談には予約が必要です。

学生相談室（新習志野キャンパス） 学生相談室（津田沼キャンパス）

保健室から保護者の皆さまへ
有意義な学生生活を送るには健康管理も大切なことのひとつです。保健室では、学生が心身ともに健康で勉強やスポーツ
に励めるように支援しています。各校舎の保健室には、気分が悪い時のための休養室が設置されており、症状によっ
ては医療機関への搬送も行っております。本学近くには津田沼中央総合病院、習志野第一病院などの総合病院があり、
ほとんどの疾患に対応できます。からだの調子が悪い、心配なことがある、健康について知りたい、そんな時は保健室
を訪ねるよう、お子さまにお伝えください。

【新習志野キャンパス】　12号館2階　講師控室となり
　月～金（13:30～16:30）

【津田沼キャンパス】　１号館２階
　月～金（13:30～16:30）

学生生活支援
お子さまの学生生活のことで
ご心配なことやお困りのことはありませんか？
本学では勉強だけでなく、心身の健康管理をお手伝いするとともに、学生生活全般の問題解決
にも取り組んでいます。
プライベートな悩みごとにも教職員が親身になってサポートします。
心配なこと、お困りのことがありましたら、教学センターまでご相談ください。
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こころとからだの元気サポート
千葉工業大学学生共済会が外部専門機関（ティーペック株式会社）と契約をして行う、24時間年中無休の
健康・医療相談サービスです。学生だけでなく保護者の方にもご利用いただけますのでご活用ください。

自転車・バイクでの通学
教学センター窓口で申請することにより、自転車・バイクの駐輪
場が利用可能となります。教学センターで手続きを行い、登録ス
テッカーを受け取り車輌の見えやすい場所に貼付けてください。
ステッカーを貼っていないと放置車輌とみなされ、処分されま
す。なお、利用時間は午前7時～午後10時までです。夜間の留置き
はできないのでご注意ください。
※自動車通学は禁止です。

ハラスメント防止宣言
本学は、すべての教職員、学生等が個人として尊重され、お互いの信頼のもので勉強、教育、研究、仕事、
その他の活動ができる環境をつくり、継続していることが大切だと考えています。そうした環境を維持
するために、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントを防止し、万が一、ハラスメントが
生じた場合には、個人の尊重と人権を擁護するために、迅速かつ適切な対応および措置をとることを宣
言しています。

千葉工業大学学生共済会が外部専門機関（ティーペック株式会社）と契約して行う、電話・Web・FAX受
付による法律相談です。Web・FAX受付は、24時間年中無休、回答は原則として24時間以内（土・日・
祝日を除く）に弁護士が直接行います。相談者のプライバシーは厳守いたしますので、安心してご利用
ください。このサービスは、保護者の方もご利用いただけます。

暮らしの身近な法律相談サービス

電話でのご相談

Webからのご相談

相談内容

0120-047-497（携帯可）
https://consult.t-pec.co.jp/service/87e87a
ユーザー名：047757　パスワード：047757
利用者コード：427-231
・メンタルヘルス・健康、医療・医療機関情報等の紹介　など
・カウンセリング（予約制）

電話でのご相談

Webからのご相談

相談内容

03-5501-7720（平日 13 時～ 16 時）
https://consult.t-pec.co.jp/service/87e87a
ユーザー名：047757　パスワード：047757
・事故関連・金銭問題・相続問題・人間関係・詐欺　など
※面談による相談も可能ですが、
自己負担金［￥2500円（税別）／30分］がかかります。
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給付型（返済義務なし）
■千葉工業大学家計急変奨学金
勉学意欲があるにもかかわらず、主たる家計支持者の
死亡・生別・失職・長期療養等により経済的に困窮
した学生に対し、奨学金を給付します。ただし、事
由が発生した月により申請時期が異なりますのでご
注意ください。
[対象] 全学生
[申請時期] 前期：４～５月頃　後期：11～12月頃

■千葉工業大学経済的支援奨学金
勉学意欲があるにもかかわらず、経済的困窮により修
学の継続が困難な学生に対し、奨学金を給付します。
[対象] 学部３・４年生、大学院2年生以上
[申請時期] ４～５月頃

■千葉工業大学災害見舞奨学金
学生自身が居住している家屋または主たる家計支持者
が生活の本拠として居住している家屋が火災・風水
害・地震等に被災し、損害を受けた際に見舞金を給付
します。ただし、災害の規模に制限があります。
[対象] 全学生
[申請時期] 随時

■日本学生支援機構奨学金
経済的理由により進学および修学の継続を断念するこ
とのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給
する制度です。詳細は「奨学金の制度（給付型）」日本
学生支援機構奨学金ホームページで確認してください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

貸与型（返済義務あり）
■千葉工業大学学生共済会学生納付金貸与制度
学費支弁者が死亡・生別・失職あるいは病気や災害により
高額出費があった場合に学費を貸与します。ただし、在学
期間中の貸与総額は300万円を限度とします。
[貸与額] 原則として当該学年次の学費相当額の２分の１
[申請時期] ５月・６月・10月・12月

■千葉工業大学大学院奨学金
大学院へ入学予定または在学中の学生に対し、学費相当額を
貸与します。ただし、学部在学中に奨学金400万円以上の貸与
を受けている場合は対象外となります。
[申請時期] 進学者：入学手続要項参照
[申請時期] 在学生：７月・１月

■日本学生支援機構奨学金
経済的理由で修学に困難がある優秀な学生に対して奨学金
を貸与します。
[申請時期] ４月
[貸与額（月額）]
■学部
①第一種奨学金（無利子）
自宅通学：20,000・30,000・40,000・54,000円（※）より選択
自宅外通学：20,000・30,000・40,000・50,000・64,000円（※）より選択
※最高月額は、基準に該当する場合のみ利用可能となります。
②第二種奨学金（有利子）
20,000～120,000円の範囲から10,000円単位で選択
■大学院
①第一種奨学金（無利子）
修士：50,000・88,000円より選択
博士：80,000・122,000円より選択
②第二種奨学金（有利子）
50,000・80,000・100,000・130,000・150,000円より選択

お子さまが在籍中に傷病のため入院・通院された際には、千葉工業大学学生共済会より下記の見舞金を給付します。

■正課中・大学行事中の傷害
入院見舞金　4000円／１日（１～180日）
通院見舞金　1000円／１日（１～15日）

■疾病
入院見舞金　2000円／１日（７～60日）

入院見舞金　3000円／１日（１～180日）
通院見舞金　1000円／１日（５～15日）

■その他（交通事故を含む）
入院見舞金　1500円／１日（15～60日）※上記の他、万が一、死亡・後遺傷害・災害などに見舞われた際には、

その原因や程度に応じて、所定の弔慰金・見舞金を別途給付します。

■通学中・大学施設内他移動中・課外活動中
の傷害

さまざまな奨学金から保険まで、
経済面からもしっかりサポート！
ご家族の経済状況が急変したり、お子さまがケガや病気をされた場合には、
速やかに教学センターまでお問い合わせください。

学ぶ意欲を経済面からサポート

入院費や治療費をサポート

見舞金制度

奨学金

8



1010

修学支援
教育支援システム
お子さまが自ら学び、思考し、創造し、解決する力を養えるよう、
全教職員が一丸となって、卒業までの４年間をきめ細かにサポートします。

授業科目にはそれぞれ「単位」が設けられており、
その科目の学力が一定の水準に達したときに所定
の単位が認定されます（単位制）。学生は、各学部・

教養科目（学部指定科目群 1）・専門科目

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

卒業研究
指導教員

学生サポートセンター

学習状況調査

学生サポーター

総合学際科目

課題研究セミナー

教養特別科目

クラス担任

［習熟度別クラスによる基礎教育］
数学基礎・化学基礎・物理学基礎
コミュニケーション科目
一部専門基礎科目

初年次教育

教養科目（学部指定科目群２）・専門科目

専門教育

４年間の学習サポート

キャリアデザイン１
キャリアデザイン２

千葉工業大学学士力

キャリアデザイン３

就職・進路サポート人間力形成のためのキャリアサポート初年次教育

新入生
ガイダンス

学科別プログラム

■科目の種類
授業科目は教養科目と専門科目に区分されており、
次の種類の科目で構成されています。
[必修科目・コース必修科目]必ず単位を修得しなけれ
ばならない科目。
[指定科目]所定の科目数または単位数以上修得しな
ければならない科目。
[選択科目]自由に選択して単位を修得できる科目（た
だし教職科目など、単位認定されても進級・卒業要件
単位に算入されない科目があります）。

■単位の設定基準
科目の単位数は、次のような基準で設定されています。
[講義形式の科目]１授業（120分）半期（13週）で２単位
[演習・実技・実習系科目]１授業（120分）半期（13週）で
１単位

■進級・卒業に必要な単位
[進級に必要な単位]学科により異なります。詳細につき
ましてはお子さまに配付する学生便覧の「資格の要件」
をご参照ください。
[卒業に必要な単位]124単位以上（卒業要件は学科によ
り異なります。詳細につきましてはお子さまに配付する
学生便覧の「資格の要件」をご参照ください。）

大学教育のしくみ

学科で定められた条件を満たすように科目を組み合わせ
て時間割を設定（履修）し、進級・卒業に必要な単位数
の修得をめざします。

■研究室とは？
卒業研究を遂行するために、各教員の研究室に10人程
度の学生が配属されます。学科によって異なりますが、
おもに４年生の４月から配属され研究室では、卒業研
究に関する文献購読や実験・調査の報告会、卒業研究
の進捗状況報告などのほかに、担当教員が所属学生に
対して進路指導および修学支援なども行っています。
研究室ごとに視察・調査や見学会、ゼミ旅行なども行
われます。大学最終学年の４年生は、卒業への総まとめ
として卒業研究の遂行、就職活動および、進学のため
の勉学と充実した毎日を送ります。

■研究では自分たちが主役
研究室では、自己アピールやプレゼンテーション能力
を養うために卒業研究に関して自分で調べたことや
考えをパワーポイントを使用して発表しています。
また、卒業研究を完成させるためのディスカッショ
ンや親睦を深める目的で、夏期休暇中にゼミ合宿を
行っている研究室もあります。

研究室

＊情報科学部対象
※申請方法と単位の認定方法については、お子さまに配付する「学生

便覧」をご参照ください。なお、申請時に必要な「単位認定申請書」
は教学センター（P. 34 参照）に用意してあります。

次に該当する場合、教学センターで手続きすること
で所定の単位が認定されます。
■本学が主催する英語海外研修に参加
■英語外部資格（TOEICまたは英検）で特定の水準を
取得

■本学入学までに、基本情報技術者、応用情報技術者
のいずれかの資格を取得＊

正課外での単位認定
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■万一、悪徳商法の被害に遭ってしまったら・・・
購入した商品は、契約書を受領した日を含めて８日間
（マルチ商法は20日間）は、無条件で契約を解除
（クーリング・オフ）できます。

消費者センター（国民生活センターHP）
http://www.kokusen.go.jp
消費者ホットライン　188

■麻薬・薬物の危険を感じたら・・・
お子さまを薬害や犯罪から守るために、何よりも大切なことは、
早期発見・早期対処です。

千葉県健康福祉部薬務課 043-223-2620

千葉県精神保健福祉センター 043-263-3891

千葉市こころの健康センター 043-204-1582

ご自宅に、大学の名をかたり学生の住所・電話番号などの問い合わせをする団体があります。安易に教えてしま
うと物品販売・宗教の勧誘等に利用されることがありますので、ご注意ください。

注意 狂信的な宗教や悪徳商法の勧誘にご注意
ください！

注意 若者の麻薬・薬物の乱用が大きな社会問題
になっています！

※携帯電話からもご利用いただけます。
千葉工業大学の学生であることを伝えて下さい。

損保ジャパン　事故サポートセンター
（受付時間：24時間365日）
電話番号　0120-727-110

個人賠償責任補償特約セット傷害総合保険
（損害保険ジャパン株式会社）
自転車で走行中、他人にケガをさせてしまった、買い物中に商品を壊してしまった等の賠償責任事故が補償され
ます。（24時間補償および示談交渉付）

正課・学校行事・課外活動中・通学中および学校施設内で生じた事故により、お子さまが入院・通院されたり、死亡・
後遺障害に見舞われたりした際には、千葉工業大学学生共済会の見舞金とは別に、学生教育研究災害傷害保険
から、その原因や程度に応じて、所定の保険金を受け取ることができます。

右記電話番号に連絡してください。

事故に遭われたら、その場で示談せず、事故の報告を保険会社へ
ただちに連絡してください。

■もしも、事故に遭われたら

　千葉工業大学学生共済会は、相互扶助の精神に基づき、学生の健康増進や福利厚生を目的として、本学の全学生（学部・大学院）
から構成される互助組織です。

お子さまのトラブルや被害を未然に防ぐために

死亡保険金
後遺障害保険金
医療保険金（通院）
医療保険金（入院）

2000 万円
程度に応じて
日数に応じて 0.3 万～ 30 万円
4000 円＋通院保険

180 日以内
180 日以内
1日目から
1日（１～ 180 日）

正課中・大学行事中の傷害

死亡保険金
後遺障害保険金
医療保険金（通院）
医療保険金（入院）

1000 万円
程度に応じて
日数に応じて 0.6 万～ 30 万円
4000 円＋通院保険

180 日以内
180 日以内
14 日目から
1日（１～ 180 日）

通学中・学内移動中、課外活動中の傷害

学生教育研究災害傷害保険
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（新習志野キャンパス）

4号館

6号館
図書館

7号館
第3講義棟

10号館13号館
食堂棟 /購買棟

クラス担任・
学生サポーター制度

学生サポートセンターでは、常駐する専属教員が数
学・物理・化学・英語の基礎学力を補うための学習支
援を行っています。個別対応なので、授業でわから
なかったことを質問することもできます。また自習
スペースも設けており、10時から18時の間、すべて
の学生が自由に利用することができます。空いた時
間に数学・物理・化学・英語の講義の復習をするなど
多くの学生が有効に活用しています。

学生サポートセンター

学生生活をより豊かにするため、各学科・学年とも
学生の相談相手となるクラス担任を複数配置して
います。クラス担任は、それぞれ学生の質問等（修
学上・学生生活上の問題等）に応じるために研究室
にいる時間（オフィスアワー）を設定しているの
で、掲示等で確認してください。また、学生サポー
ター制度は、上級生（３・４年生）に履修の方法や学
習方法など、学生生活に関わるさまざまなことを
相談できる制度です。身近な先輩たちが体験談を
交えてアドバイスしてくれますので、学生サポー
トセンターにぜひお気軽にお立ち寄りください。

急速に進む社会の国際化を意識し、英語のネイ
ティブスピーカー３名が常駐するグローバルラウ
ンジを新習志野キャンパス10号館２階で開設して
います。グローバルラウンジでは、楽しく学ぶこと
のできる環境の中で、英語によるコミュニケー
ションの練習や補完的な授業などを行っていま
す。ただし、受講のための予約が必要となりますの
で、空き時間を確認し、ぜひ利用してください。

グローバルラウンジ
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学部を卒業後、さらに学びを深めたい人には大学院での研究が待っています。学部との連携も強く、研究・技
術力を極めるための最適な環境を整えています。近年、急速に進む社会のグローバル化に対応するため、
2014年度からは2期制（春学期入学・秋学期入学）を導入し、外国人留学生の円滑な受け入れ体制を整えてい
ます。また、大学院での学びを強く希望する学生や社会人の学習機会を拡大することによって、日本の科学技
術の進展により一層貢献することをめざします。

■初年度納入金（2021年度）修士・博士共通
学費・委託徴収金は、年額または半期分を選択し納
入します。

（単位：円）

＊他大学卒業生は、入学金250,000円、PPA入会金10,000円、共済
会入会金2,000円、同窓会分納金　毎期10,000円がかかります。
詳細は、財務部（047-478-0215）までお問い合わせください。

■千葉工業大学　大学院奨学金【貸与】
大学院へ進学または在学中の学生に対し、学費相当
額を貸与します。ただし、学部在学中に奨学金400
万円以上の貸与を受けている場合は対象外となり
ます。　

■日本学生支援機構奨学金
経済的理由で修学に困難がある優秀な学生に対し
て奨学金を貸与します。
第一種奨学金
（無利息貸与）

修士…50,000円または88,000円（月額）
博士後期…80,000円または122,000円（月額）

第二種奨学金
（利息付貸与）

50,000円・80,000円・100,000円・130,000円
150,000円から選択（月額）

　大学院では他学部や他大学と連携したプロジェクトも多く、さまざまな人と関わ
りながら研究を進めることができます。また、企業と共同で取り組む研究を通して、
実践的な学びを得られるのも魅力です。
　私の研究テーマは、人が集まる作業空間で発生する「淀み」です。この「淀み」が
場づくりに重要な役割を果たしていると考え、作業行為の行動観察や、淀みが与え
る影響について調べています。最終的には、「作業を行う上で快適な場づくり」の
定義を得ることを目標としています。卒業後はこの研究を生かし、デザインを用い
て課題を解決できるデザイナーの道を歩もうと思います。

機械工学専攻
機械電子創成工学専攻
先端材料工学専攻
電気電子工学専攻
情報通信システム工学専攻
応用化学専攻
工学専攻

修士課程

建築学専攻
都市環境工学専攻
デザイン科学専攻

修士課程

情報科学専攻修士課程／博士後期課程博士後期課程

マネジメント工学専攻修士課程／博士後期課程

未来ロボティクス専攻
生命科学専攻
知能メディア工学専攻

修士課程

髙橋 玲央さん
デザイン科学専攻
修士２年

840,000 420,000 420,000

10,000 5,000

2,500 1,250

5,000

1,250

852,500 426,250 426,250

作業空間で発生する「淀み」が場づくりに与える影響を考察Voice

※2022年度実績

※博士後期課程は、工学研究科「工学専攻」に接続しています。

※博士後期課程は、工学研究科「工学専攻」に接続しています。

■工学研究科

■創造工学研究科

■先進工学研究科

大学院紹介

■情報科学研究科

■社会システム科学研究科

研究科・専攻一覧

学費 奨学金制度
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履修とその手続き
■履修規程
在籍する学科の「教育課程表」に示した当該年次開講科目の中から、各年次とも前期・後期合わせて40単位
まで履修することができます。（※社会システム科学部は48単位）
■履修手続
履修手続期間内に、お子さまにCITポータルを利用して登録していただきます。
新年度となる4月に前期と後期の年間履修登録を行い、各学科とも履修訂正期間を設けています。また履修登録をした
時点で、進級・卒業要件のチェックが可能です。

Web上でお子さまの修学状況を確認する方法
■CITポータルの利用について
2022年４月上旬に教務担当より郵送にてお知らせいたしました通り、本年度から成績はすべてCITポータル上でご
参照いただくこととなりました。学習状況について下記の手順でご確認ください。なお、ログインID・パスワードが分
からない場合は所属キャンパス教学センター（教務担当）までお問合せください。
CITポータルURL：https://portal.it-chiba.ac.jp/uprx/

CITポータルサイト　ログイン画面
アクセスすると、以下の画面が出てきます。

ID・パスワードは4月上旬に大学から郵送しています。ご不明の場合
は、所属キャンパスの教学センターまでお問合せください。

CITポータルサイト　TOP画面
ログインをすると、以下の画面になります。

時間割情報、試験時間割状況、出欠情報が参照できます。
※授業期間開始後に参照できます。試験時間割は試験情報が確定
する前期7月、後期12月までは参照できません。
また、出欠情報もオンライン授業や対面とオンラインの組み合
わせ授業など変則的な開講となる授業は正しく表示されません
ので、ご注意ください。

学籍情報、健康診断情報が
参照できます。

成績状況が参照できます。
※年度学期毎に表示されていますので、
お間違えのないようにご参照ください。

時期

内容

備考

前年度３月中旬 4月中旬 7月中旬 9月中旬
前期先着
科目登録

履修登録期間
（年間履修）

前期先着
科目登録 履修訂正期間

１年間の履修登録およ
び訂正を行います。

２年生のみが対象で
す。

新２年生、3年生が対象
です。

前期の単位取得状況
によって履修を訂正
します。

■履修スケジュール
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国際交流
2022年３月１日現在、19カ国・地域の41大学と視察団の派遣や研究者・学生間の交流を行っている
ほか、学生や教員の海外での活動を支援し、国際的舞台で活躍できる人材の育成をめざします。

海外交流協定大学

アメリカ

ペンシルべニア州立大学工学部
コロラド大学ボルダー校
テネシー工科大学／ミズーリ工科大学
アラバマ大学ハンツビル校
グアム大学
デポー大学

カナダ

トロントメトロポリタン大学（旧ライアソン大学）
ブリティッシュコロンビア大学理工学部

イギリス

キングス・カレッジ・ロンドン

フランス

コンピエーニュ工科大学

メキシコ

アグアスカリエンテス工科大学
テカマチャルコ工科大学

ベトナム

ハノイ国家大学工科大学
ハノイ国家大学外国語大学
ハノイ工科大学
FPT大学
タイグエン大学

インド

アミティ大学

インドネシア

バンドン工科大学

カンボジア

王立プノンペン大学

モンゴル

モンゴル工業技術大学
モンゴル科学技術大学
モンゴル国立大学

フィリピン

フィリピン大学ロスバニョス校

スウェーデン

王立工科大学／ルンド大学工学部

中国

哈爾濱工業大学／吉林大学／北京理工
大学／セントジョセフ大学（マカオ）

台湾

国立台北科技大学／東海大学／国立台
湾大学工学部／国立成功大学計画・設
計学部

タイ

泰日工業大学／
チュラロンコン大学薬学部・工学部

ドイツ

ルール大学ボーフム

マレーシア

マレーシア科学大学

ルワンダ

ルワンダ大学

エジプト

エジプト日本科学技術大学

交換留学
主に大学院を対象としたプログラムで、アメリカ、カナダ、フランス、台湾の協定校へ1か月から1年以内の留学を
し、研究テーマに関連する研究室で専門分野の研究を行います。また交換留学が決定した優秀な学生に対して、本
学から補助金が支給（返還義務無し）されます。
交換留学体験後は、グローバルな視点を持った専門性の高い技術者として、多くの卒業生が海外での業務を行う
企業への就職を可能にしています。
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就職支援体制
本学ではお子さまの自主性を大切に、夢の実現ができるよう、入学時からキャリア支援を実施し、進路選択をサポート
しています。現在の就職活動は、保護者の皆さまが就職活動を経験された時代とは大きく変わってきています。近年は
就職活動のスケジュール、インターンシップ、エントリーシートでの書類選考、企業への応募等、インターネットを
使用した就職活動が定着してきています。また、採用側は社会のニーズに合った学生を厳選して内定を出します。
専門的な知識はもちろんのこと、人物重視で採用する企業も多く、「コミュニケーション能力にたけている」や「熱意
がある」等、より人間力豊かな人材を必要としています。お子さまの就職をお考えいただく際、こうした環境の変化を
ご理解いただき、お子さまの将来について、コミュニケーションを図っていただければと思います。

求人票の閲覧について
（求人NAVI）

学生が見ている求人票を保護者の皆さまにも公開し
ています。千葉工業大学　就職・進路支援部のホーム
ページにご案内を掲載していますので、ご利用くださ
い。なお、利用にあたってはユーザー名、ID、パスワー
ドの入力が必要です。

卒業後の就職先は、理工系最先端技術の優良企業をは
じめ、さまざまな業界におよびます。進路先一覧は大
学ホームページから確認できます。

本学におけるキャリア教育では、１年次に「キャリアデ
ザイン１・２」、３年次に「キャリアデザイン３」を全員
必修の科目として、開講しています。「目標を持って学
生生活を過ごし、社会や組織で存在感を持って活躍で
きる能力の育成」を目的に、早期から卒業後の進路に向
けた準備をスタートさせています。

学生が将来への目的意識を明確に持てるよう、職業観
を涵養し、職業に関する知識技術を身につけさせ、自己
の特性を理解した上で主体的に進路を選択できる能力
や姿勢を育成する教育を行っています。

就職支援

卒業後の就職先

キャリア教育
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就職・進路サポート
実際の就職活動が始まる時期には、より実践的な内容の支援や活動経過に即したアドバイスを各学科の教員と連携
を取り提供しています。さまざまな相談に対応できるようキャリアカウンセラーも常駐しており、平日12時～17時
まで、疑問や不安解消に向けた相談に対応しています。就職・進路支援部では、進路の相談はもちろんのこと、面接や
応募書類対策、資格取得まで多面的に支援しています。講座内容の詳細は次のページをご参照ください。

就職活動のステップ

01

02

03

04

05

06

07

08

09
GO

AL

STEP2　自己分析
これまでの経験を整理し、自分の性格や価値観、適性
職種を再確認し、エントリーシートや面接の際に必
ず問われる「志望動機」と「自己PR」を自分の言葉で
語れるようにします。　→[ 自己分析対策講座 ]

STEP 3　業界研究＞企業研究＞職種研究
さまざまな業界や企業について、事業内
容や抱える課題、将来性といった側面か
ら多角的に調べます。適職に就き、やりが
いを持って働けるよう、現状と将来の展
望を見据えて志望候補となる業
界・企業を絞り込んでいきます。
→[業界研究セミナー]
→[OB・OG懇談会]

STEP4　エントリー
企業に対して興味があることを意思表示するこ
とです。エントリーすることにより、選考や説明
会に関する情報を手に入れることができます。
→[求人NAVI]

STEP5　OB・OG訪問
志望する企業で働くOB・OGを訪問し、現場の生の
声を収集します。仕事内容はもちろんのこと、業務
の現状や課題を認識させることが目的です。

STEP6　企業説明会／セミナー
企業情報の詳細や選考過程、企業の雰囲気などを
聞くことができます。説明会への参加が選考のス
テップになる企業もあります。
→[学内企業説明会]

STEP7　エントリーシート・履歴書提出
採用選考の第一ステップとなる、エントリーシート
の作成を行います。多くの企業で取り入れられてい
る各企業独自のもので、具体的に学生に対して質問
できる内容になっています。例：「今までに最も打ち
込んだものは何ですか」など
→[エントリーシート対策講座]

STEP8　筆記試験／面接
筆記試験は、基礎学力や適性を把握し、応募者を絞ることを
目的としています。必要な筆記試験の種類は企業によりさま
ざまですが、早めに対策をとることが肝心です。また、採用試
験の中で最も重視されているのが面接です。集団・個人面接、
グループディスカッションなど、いくつかの形態があります。
→[筆記試験対策］　SPI3
→[集団面接・個人面接・グループディスカッション対策]

STEP9　内定（内々定）
就職活動の最終目標。内定獲得後
は、大学の就職システムにて進路
報告を行います。複数の企業から
内定（内々定）が出た場合は結論
を延ばしすぎることのないよう、
誠実な対応をすることが大切です。

就職活動に向けての心構えや進め方、今後の支援行事の説明等、
進路決定のための必要な情報を学科ごとにお話しします。
→進路ガイダンス

STEP1　進路ガイダンス
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お子さまを希望する就職へと導くため、年間約1,900回もの、充実した支援講座やイベントを実施しています。
就職活動を円滑に進めるため、学生のニーズに合わせた支援講座やイベントを行うとともに、各種資格試験対
策となる講座も実施しています。
■就職活動の進度に合わせた支援講座

就職活動のポイントや進め方を学科別にきめ
細かく指導します。また、就職活動のアドバイス
がたくさん詰まった「就職活動の手引き」を就
職システムに掲載し、活用法も伝えています。

進路ガイダンス／就職準備ガイダンス

エントリーシートのポイントを解説し、自己
分析を基に実際に書いて添削を受けます。次
の振り返り講座で、添削された内容から、より
伝わるエントリーシートに仕上げます。

エントリーシート対策講座

本番さながらの模擬面接を行うことにより、
面接に対する姿勢やそれぞれの形式に対して
の評価ポイントを理解でき、自信を持って面
接に臨めるようになります。

集団面接・個人面接・グループディスカッション対策

スーツの着こなしや言葉づかい、立ち居振る
舞い等、企業と接点を持つ前にマナーをしっ
かりと意識できるようにします。

就職マナー講座（服装編・実践編）

就職環境や会社四季報の読み方を経済のプロ
が解説します。

就職セミナー

応募書類や面接で伝える自己PRを作成する
前に行う自己分析の方法をお伝えします。

自己分析講座

出題頻度の高い問題への模擬試験・対策を行
います。

筆記試験対策（SPI3）

■大学で企業と直接会える機会

卒業生から生の職場情報や採用試験だけで
はない卒業生ならではのアドバイスを聞く
ことができます。昨年度は1～2月に実施し、
多くの学生が参加した一大イベントです。

OB・OG懇談会

さまざまな業界の企業を学内に招いて業界の
展望や仕事内容などの話を聞き、業界や職種に
対して理解を深めます。様々な業界の企業にお
越しいただくので、幅広く業界研究ができます。

仕事研究セミナー

千葉工大生を採用したいと考えている企業を
学内に招いて企業説明会を年間を通して随時
行っています。また、セミナーに参加するとき
の心構えや、必要な事前準備と当日の注意点
などをアドバイスします。

学内企業説明会（合同・個別）

近年重要視されるインターンシップに向け
て、ガイダンスや準備講座、マナー講座等を実
施します。インターンシップを通じ就業意識
を高めることで就職活動に活かしていきま
す。詳細はP18をご覧下さい。

インターンシップ講座

■資格取得やスキルアップ
■知的財産管理技能検定対策講座
知的財産について役立つ知識が身につくため、就職や
キャリアアップにも役立ち、近年注目されている国家資
格です。
2010年の開講以来、全国大学合格者ランキング1位を
13回獲得しています。

■秘書技能検定対策講座
■３級・２級FP（ファイナンシャル・プランニング）
　技能検定受験対策講座
■公務員試験対策講座（３年生～）

就職のための支援講座・イベント

年間
約1,900回
実施
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インターンシップ準備講座の様子

インターンシップについて

お子さまが職業意識を高め、自主性、独創性、柔軟性
のある人材として育つよう、企業や行政機関などで
自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を
行うインターンシップを、学部１～３年生・大学院
１年生を対象に実施します。インターンシップの単
位認定「国内インターン」については就職・進路支援
部へ問い合わせるようお子さまへお伝えください。

■インターンシップ先について
学生専用の就職システムに、インターンシップ募集情報を
公開しています。

インターンシップ活動スケジュール
　　　　　　　　　　　　　 （2022年度実施予定）

ガイダンス

準備講座
全体像を知る 応募書類対策 選考書類

対策 インターンシップに参加する目的を明
確にする

受入企業情報開示

●Webの気安さから重複エントリーは禁物

応募・エントリーシート提出
自己PR（最も伝えたい一つに絞り込む） 志

望動機（希望職種とやってみたいことは具体的
に） 学業（事業・仕事内容との関わりを具体的
に） 職業観（やる気や意欲が感じられるように）

提案（オリジナリティが感じられるか）

試験／面接試験
社会人として、最低限の常識・知識テスト（短

期間では難しいので、普段の努力が重要） ビ
ジネスキーワードの理解 時事問題で「意見や
考え」を求められる傾向が強い 当日の新聞は
必読（よく出題される）

手続（企業との契約・保険）
合格（口頭と文書の場合がある） 誓約書・契

約書（仕事内容によっては守秘義務が生じる場合
がある） インターンシップ内容の確認 保険
手続 就職・進路支援部に届出提出

直前ビジネスマナー講座
ビジネス基本行動

身だしなみ（スーツの選び方・着方）
マナー（あいさつから敬語の使い方など）

職場のコミュニケーション（教わる姿勢・報連相など）

実施
（秋以降も春休み期間の2～3月迄実施している
　企業もある）

（３年前期必修授業「キャリアデザイン3」で実施）

時間厳守（遅刻はしない。期限を守る） 企業
の業務指示を守る 企業の業務情報や守秘義
務を厳守 指導担当者との報告・連絡・相談を
責任を持って行う 健康管理に気を付ける（欠
勤はしない）

報告会
準備講座の再確認 参加学生の体験談 就

職活動に向けて

インターンシップの目的 インターンシップ
の流れ　 講座内容　 先輩の体験談

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

　月
10

　月
11

　月
12

■実施期間
長期休暇を利用して、１～２週間程度実施します。１週間未満
のインターンシップもありますが、就業体験をし、理解を深め
るために 5 日間以上のインターンシップを推奨しています。

■事前研修
就職・進路支援部では、お子さまがインターンシップに十
分な準備を整えてスムーズに参加できるよう、事前教育をは
じめとする支援体制を設けています。「インターンシップ準
備講座」・「事前ビジネスマナー講座」を受講し、インターン
シップに参加していただきます。

■保険について
学部生は「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠
償責任保険」に加入しています。インターンシップ先が決まっ
たら「届出書」を就職・進路支援部へ提出することにより保
険適用となりますので、忘れずに提出するようお伝えくださ
い。大学院生は加入手続きが必要になりますので、届出書を
提出する際に就職・進路支援部へお問い合わせください。

　就職・進路支援部でインターンシップ受
入企業を掲示・就職システムにて順次公開
　エントリー（郵便・Webがある。最近ではWebに
よるエントリーが主流）
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PPAの支援・活動

千葉工業大学ＰＰＡは保護者と教職員が連携して、大学・学生のためにさまざまな活動を行っています。
事業計画等はＰＰＡ総会で決定し、課外活動への援助、地区懇談会の開催、保養所の開設などを行ってい
ます。
また、学会やコンテスト参加時に学生への経済的支援なども行っています。

2022年度実施日と開催地区
9月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）に分けて開催
札幌
函館
釧路
青森
盛岡
仙台
秋田
山形

酒田
福島
会津
いわき
水戸
土浦
潮来
宇都宮

小山
高崎

さいたま
新潟
長岡
富山
甲府
長野

松本
小諸
静岡
浜松
沼津
名古屋
大阪
広島

松山
高知
福岡
大分
宮崎
鹿児島
那覇

本学津田沼

　本学津田沼は、9月25日（日）に開催

千葉工業大学津田沼祭が令和元年度に70周年を迎えたことから、学生たちが記念行事として企画したイベン
ト（ギネスチャレンジ）に援助しました。
70回目の思い出を形に残そうと企画した「ギネスチャレンジ」は、「70 thピクチャレ～4万枚の写真を使って
写文字を作ろう～」で、4万1,116枚の写真を集めて作った写文字が、ギネスの「Largest photo sentence」世
界記録に認定されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、
上記の予定を変更することがあります。その場合
は、別途お知らせいたします。

PPA総会は６月下旬の土曜日に、開催され、予算、決算等の重要事項を審議するPPAの最高議決機関で、正会員
の５分の１以上の出席で成立します。2022年度については、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、
PPA総会は中止とし、書面決議といたしました。

例年９月上旬の土・日曜日に、全国約40か所の地区で実施しています。地区懇談会では、PPA総会での議決事項
や大学の近況等を報告した後、教職員による個別面談（前期成績表を基に面談）を実施しています。お子様の単位
修得状況や成績・進学や就職、学生生活に関する問題などご相談いただけます。
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PPA保養所として以下の施設がご利用になれます。会員・学生および会員の家族（１親等以内）に所定の補助金が支
給され、通常料金よりも安価で宿泊できます。ご利用の際は、取扱窓口で空き状況を確認後、お申し込みいただき、
現地保養所で、補助金を差し引いた金額をお支払いください。補助金、現地支払金は、施設、日程、人数により異なり
ます。お申し込み・利用方法、利用条件、各施設の料金・空き状況などの詳細は取扱窓口にお問い合わせください。

一年中楽しめるスポーツ＆アミューズメント王国

ホテルから車で５分のところに総合スポーツ施設
とレジャープール、徒歩10分圏内には「雲の上の花
公園アルプの里」へと向かう166人乗りロープウェ
イや、小説「雪国」の世界に浸れる「雪国館」があり
ます。

〒949-6101　新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2494
TEL 025-784-2351
URL http://www.yuzawagrandhotel.jp/

合宿にも、プライベート利用にも最適なリゾートホテル

リゾートホテルでありながら、ゼミ・サークルの合宿
やプライベート利用など幅広く利用できます。食事
も、大人気のバイキングプランのほか、団体のニー
ズに合わせた宴会プランを提供。多様な宿泊部屋・
コテージがあります。

〒949-8556　新潟県十日町市珠川
TEL 025-758-4888
URL https://www.belnatio.com/

新しいタイプの岩盤浴が楽しめる温浴施設が隣接

全長320メートルの日本一の空中散歩を楽しめる
「もみじ谷大吊り橋」まで車で５分。また、歩いて３
分のところには日本最大級の足湯があります。水芭
蕉で有名な自然研究路「大沼園地」へは車で20分
の距離です。

〒329-2921　栃木県那須塩原市塩原705
TEL 0287-32-2611
URL https://newshiobara.ooedoonsen.jp/

高原で迎える最も贅沢な時間

敷地面積115万坪、標高650ｍの高原にあり360
度パノラマロケーションの敷地内にはスキー場・多
目的グランド・グランドゴルフ・体育館・プール・ボウ
リング場等のスポーツ及びアクティビティも完備し
ている総合リゾートホテルです。

〒949-8313　新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12300
TEL 025-765-4611
URL https://new-greenpia.com/

夕食は和洋中約50種類のバイキング

周辺には日光江戸村、巨大迷路パラディアム、東武
ワールドスクウェアをはじめとするテーマパークが
たくさんあり、４月中旬から11月中旬までは鬼怒川
ライン下りも楽しめます。日光東照宮までは車で約
40分。

〒321-2522　栃木県日光市鬼怒川温泉大原1400
TEL 0288-77-2611
URL http://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額
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笛吹川畔に佇む純和風の静かな宿

13種類の果樹園やミニ機関車が走る広大な「フ
ルーツ公園」、「万葉集」に詠われた110余種の植物
が季節ごとに清楚な姿をみせる「万葉の森」、またご
く近場には無料で見学・試飲できるワイン工場もあ
ります。

〒406-0031　山梨県笛吹市石和町市部307
TEL 055-263-1010
URL http://www.hotel-ukai.co.jp/

広い砂浜と遠浅の海が広がる房総の西海岸

海水浴だけでなくサーフィンやヨットなどのマリン
スポーツも盛ん。磯では一年中魚釣りが楽しめま
す。また、町のシンボル「富山」は里見八犬伝の舞
台。自然や旧跡をたどる散策コースがあり、海と山
を一緒に楽しむことができます。

〒299-2216　千葉県南房総市久枝749
TEL 0470-57-2150
URL https://www.kawakin-iwai.com/

健康・スポーツがテーマの豊かな森のリゾート

ナイター設備のある全天候型テニスコートや天然
芝グラウンド、真名カントリークラブなど、本格的
な設備が整う広大な健康・スポーツ施設。九十九里
浜へは車で40分。夏は海水浴も楽しめます。

〒297-0201　千葉県長生郡長柄町上野521-4
TEL 0475-35-3333
URL https://www.resol-no-mori.com/mtc/

相模の海と山に囲まれた湯河原の街に佇む温泉宿

古くは「万葉集」にも詠われた街、湯河原。春は新緑、
６月は蛍の宴、夏は海水浴場、秋は紅葉、みかん狩
り、１月下旬からは梅の宴と年間を通じて楽しむこ
とができます。「相模の小京都」と呼ばれるしっとり
とした雰囲気は特に女性に喜ばれています。

〒413-0001　静岡県熱海市泉107
TEL 0465-63-3721
URL http://www.welcity-yugawara.co.jp/

天然温泉が引かれた客室と豪華海鮮バイキング

いるか浜、ドルフィンスイム、陶芸体験工房「八幡野
窯」など近場の人気スポットをはじめ、少し遠出を
すれば、開国の港街・下田や旧天城トンネル、浄蓮
の滝などたくさんの見どころがあります。

〒414-0055　静岡県伊東市岡281
TEL 0557-37-3161
URL http://www.hotel-juraku.co.jp/ito/

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

１泊１人当たりの補助額

屋上に開放感あふれる「屋上天空大露天風呂」

紅葉をはじめ、新緑、夏空、冬景色と四季を通じて
箱根の景色を眺めながら自家湧出の天然温泉を堪
能できます。庭園には、荻原井泉水、与謝野晶子も
歌に詠んだ「玉簾の瀧」があり、清涼感たっぷりで
見事。

〒250-0311　神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
TEL 0460-83-8500
URL https://www.tenseien.co.jp/

１泊１人当たりの補助額
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１年間のスケジュールをご紹介します。学事日程のほか、PPA 関連行事や学生行事も掲載いた

しましたので、お子様の学生生活を見守る上での参考にしてください。

文化の祭典

PPA総会

PPA地区懇談会

津田沼祭

学位記授与式

成田山詣行脚

学事日程

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、2022年度の学事日程等に変更が生じる場合があります。
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トレーニングルーム（体育館）

新習志野キャンパス

1階ラウンジ（食堂棟）

図書館（6号館）

12号館には、学生の創造性を育み、充実したキャンパ
スライフをサポートする最先端の施設が数多く設置
されています。最上階となる8階には、東京湾や富士
山を望める展望ラウンジもあります。ご来校の際に
はぜひお立ち寄りください。

12号館

展望ラウンジ（12号館）

アスレチックジム（12号館）

新習志野キャンパス（１・２年次）

東京湾に近い豊かな自然に囲まれた新習志野キャンパスでは、主に１・２年次の学生が学びます。
洗練された校舎が自慢の開放感あふれるキャンパスです。

購買

13号館（食堂棟）
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女子専用談話室（4号館）

工作センター（4号館）

展望ホール（2号館）

コンピューター演習室（7号館）

習志野市のランドマークとしてツインタワーを形成している
1号館と2号館

赤レンガ門（通用門）

学生食堂・購買（3号館）

津田沼キャンパス（３・４年次、大学院）

主に３・４年次と大学院の学生が学ぶこのキャンパスでは、講義棟をはじめ、最先端の設備を誇る実
験室や研究室、演習室などが建ち並び、学習環境が充実。JR津田沼駅と直結する便利で快適な交通
アクセスも、修学面における大きなメリットです。

（事務棟
  研究室など）

（展望ホール
  研究室など）

（未来ロボット技術研究センター
  惑星探査研究センターなど）

新実験棟
（学生実験室）

（パナソニック・千葉工業大学産学連携センターなど）
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東京スカイツリータウン ® キャンパス

東京スカイツリータウンの８階にある
千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパスは、
誰でも自由に見学でき、ロボット技術や
惑星科学に触れて楽しめる近未来空間です。
ロボットや宇宙など千葉工業大学の最先端技術を
集結し、未来に向けて発信しています。

AreaⅠ：ロボット技術人工知能ゾーン

西暦2100年の東京を車いすレーサーでVR体験
ヘッドマウントディスプレイを装着し、3Dの都市空間を疾走体験できます。
パラ陸上の車いすレーサー２台で有人対戦も可能。fuRoは制御装置の設計
開発に技術協力しています。

細部にわたって再現！大迫力のレプリカ
PERCは「はやぶさ２」に搭載されているほぼすべての科学観測機器の検
討と開発に参画しており、その機器の詳細を知ることができます。

AreaⅡ：惑星探査ゾーン

迫力満点！
巨大ロボット大行進
３m×15mという巨大スクリーンをfuRo
のロボットたちが行進する様子は圧
巻。iPadを使って、本物のロボット設計
図を操作することができます。

人工知能が
花を見分ける？
大量の訓練データと深層学習を応用
し、約35万枚の花の写真を使って、花
の種類を判定する人工知能を開発し
ました。

太陽系を探索せよ
120インチタッチパネルを操作し
て、太陽系をバーチャルツアー。
各惑星にタッチすれば最新デー
タや美しい画像にアクセスでき
ます。

大迫力！息もつかせぬ15分
300インチの巨大スクリーンと
5.1chサラウンドで大迫力の映像
を楽しめる3Dシアター。宇宙の
誕生から現在までを15分で駆け
抜けます。
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附属施設
茜浜運動施設

研修センター（御宿・軽井沢）

武道館

ラグビー・陸上競技場

大浴場（御宿研修センター）セミナー室（御宿研修センター）

ロビー（御宿研修センター）御宿研修センター

多目的ホール

格納庫・
音楽練習室
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Q&A

Q学生証を紛失してしまった時には、
どうすればよいですか？

A各種サービスは学生証がなければ受けられなくなりま
す。紛失した場合は有料となりますが、速やかにお子さ
ま本人が教学センターで再発行の手続をするようご指
導ください。

Q在学証明書、成績証明書、健康診断証明書などは、
どうしたら発行してもらえますか？

A 千葉工業大学「証明書発行サービス」を利用して学内
キャンパスに設置された発行機から、必要な証明書を
交通系ICカード支払いにより発行することができま
す。また、全国のコンビニエンスストア（セブンイレブ
ン・ローソン・ファミリーマート）の各店舗内に設置さ
れているマルチコピー機からも各種証明書を発行する
ことが可能となっております。コンビニ発行は、基本的
に24時間、365日発行可能となっていますので、帰省
中等で至急証明書が必要となった場合にはこちらを
ご利用下さい。申請方法等の詳細につきましては、本
学ホームページ「証明書発行サービス」をご参照くださ
い。

Q住所や姓名、保証人などに変更があった時は、
どのような手続が必要ですか？

A 住所の変更については「住所変更届」、保証人の変更
（保証人の姓名変更も含む）については「保証人変更
届」、お子さま本人の姓名の変更については「戸籍抄
本」と「改姓（名）届」を教学センターに提出してくださ
い。各届出用紙は教学センターに用意しています。

Q 病気や忌引（身内の不幸による欠席）などで
授業や試験を欠席した場合、
どのような手続きをすればよいですか？

A 授業の欠席については、本学キャンパスポータル内の
学生資料室から欠席届がダウンロードできるように
なっています。また、各キャンパス教学センター窓口で
も入手できますので、必要事項を記入の上、欠席理由
が証明できる資料（会葬礼状、あるいは病院が発行し
た診断書など）を添付して各授業の担当教員に提出し
てください。入院などにより欠席期間が１カ月以上に
なる場合は、事務局から各教員へ連絡いたしますの
で、教学センターに欠席届を提出してください。（１カ
月以上の欠席届が必要な場合には、教学センター窓口
にお申し出ください。）

Q 病気などの理由で、しばらく大学を
休むことはできますか？休学や復学、
退学などの手続はどうすればよいですか？

A６カ月以上欠席する場合は、「休学願」を休学する学期
が始まる前までに教学センターに提出してください。
復学に際しては、休学期間が終了する前に「復学願」を
郵送いたしますので、休学時と同様、教学センターに
提出してください。また、退学を希望される場合は「退
学願」を教学センターに提出してください。なお、万一
退学された場合でも、退学が許可された翌月から起算
して４年以内であれば、学期ごとに再入学の申請を行
うことができます。いずれの場合も、必要提出書類は
教学センターに用意しています。

Q学納金の支払い方法は？

A 振込依頼書による銀行振込（窓口）と、ゆうちょ銀行の
自動払込（口座振替）があります。

Q振込手数料はどうなりますか？

A 振込依頼書を使用する場合の手数料は自己負担です。
自動払込を利用する場合の手数料は大学負担です。

Q学納金はいつまでに納入すればよいですか？

A学部は前期・後期、大学院は春学期・秋学期それぞれの
授業開始日までです。

Q 納入が締切日に間に合わないのですが、
どうしたらよいですか？

A「授業料延納願書」を財務部に提出してください。納入
期限を前期・春学期は６月30日、後期・秋学期は12月
20日まで延長することができます。

Q振込依頼書の入手方法は？

A 振込依頼書は、前期・後期分をまとめて３月上旬に郵
送します。分割納入される方は、後期分の振込が終わ
るまで、お手元に大切に保管してください。なお、ゆう
ちょ銀行の自動払込の引落通知書は、引落日のおよそ
１カ月前に郵送します。

Q学納金の振込にATMは使用できますか？

A 振込依頼書の使用を推奨していますが、ATMでの振
込も可能です。振込先及び金額に十分ご注意の上、ご
利用ください。振込む際は、個人を特定するため、必ず
振込依頼人名に「学生番号・学生カナ氏名」を入力して
ください。
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事務取扱窓口一覧

担当部署名 電話番号 取扱時間 場所平日 土曜日
※

修学について

教学センター教務担当
新習志野

津田沼

9：00～19：00

9：00～20：00

9：00～17：00

9：00～18：00

新習志野キャンパス

津田沼キャンパス

12号館1階

1号館1階

［教育課程・履修手続き・授業・試験・成績・学籍・学生証・欠席・休学・退学・復学・再入学・
 卒業・教育職員免許・各種証明書（成績・在学・卒業等）］

047-478-0234

047-454-9754

学生生活について

新習志野

津田沼

9：00～19：00

9：00～20：00

9：00～17：00

9：00～18：00

新習志野キャンパス

津田沼キャンパス

12号館1階

1号館1階

047-454-9756

［自治活動・課外活動の援助助言・通学証明・学割・奨学金・学生共済会・学生教育研究災害傷害保険・ボランティア
 福利厚生・駐輪場・環境美化・学生相談・遺失拾得物・保健衛生］

047-478-0230

新習志野キャンパス 学生寮

学生寮について

教学センター　学生寮 9：00～21：00 9：00～12：00047-454-6444

津田沼キャンパス 1号館2階

就職について

就職・進路支援部　就職担当 9：00～20：00 9：00～17：00

［就職指導および斡旋・アルバイト］

047-478-0232

津田沼キャンパス 1号館1階

国際交流について

教学センター　国際交流担当 047-478-0245 9：00～17：00 9：00～12：00

［海外交換留学、海外研修プログラム等］

津田沼キャンパス 1号館2階

学費・PPA会費・学生共済会費・同窓会費について
財務部　会計担当 047-478-0215 9：00～17：00 9：00～12：00

購買・下宿・アパート紹介・食堂等について

（株）シー・アイ・ティ・サービス

新習志野
購買
新習志野
食堂

8：30～18：30

10：30～19：30

8：45～14：00

10：30～14：00

10：30～19：30 10：30～14：00

新習志野キャンパス

新習志野キャンパス

13号館

13号館

047-454-9768

047-454-9714
津田沼
購買
津田沼
食堂

8：30～18：30 8：45～14：00 津田沼キャンパス

津田沼キャンパス

3号館2階

3号館1階

047-478-0593

047-478-0592

保健衛生等について

教学センター保健室
新習志野

津田沼

047-454-9764

047-478-0231

9：00～12：40
13：40～20：00 9：00～12：00

9：00～12：00

新習志野キャンパス

津田沼キャンパス

12号館1階

1号館1階
9：00～12：40
13：40～20：00

［健康相談・健康診断の実施・保健指導・怪我をした場合の応急処置・病院の紹介］

津田沼キャンパス 1号館2階

PPA事業について

PPA事務局 9：00～17：00 9：00～12：00047-478-0209

［保養所の利用申込等］

※ 取扱窓口時間については学事日程により変更になることがあります。

本学の校舎は、新習志野キャンパスと津田沼キャンパスに分れています。１・２年次は主として新習
志野キャンパスで、３・４年次は津田沼キャンパスで授業を受けます。事務窓口は両キャンパスにあ
り、各種事務手続きおよび問い合わせ等については次の各部署で受け付けています。

教学センター学生担当
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https://www.it-chiba.ac.jp/institute/ppa/
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