
番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2101-i 1-1 国際教養学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2101-i 2-1 国際教養学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2101-i 3-1
国際教養学部カリキュラムツリー、コース・ナンバリング・システム及び授業科目
（2019年度）

（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年
度）、（出典：国際教養学部履修案内　令和
元年度）

3

教育 2101-i 3-2 千葉大学国際教養学部自己点検・評価報告書【抜粋】（2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料、令和元年
度） 3

教育 2101-i 4-1 国際教養学部授業カレンダー及び学年暦（2019年度）
（出典：国際教養学部授業カレンダー及び学
年暦　令和元年度） 4

教育 2101-i 4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2101-i 4-3 国際教養学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2101-i 4-4 国際教養学部履修案内（2019年度） （出典：国際教養学部履修案内　令和元年度） 4

教育 2101-i 4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 4

教育 2101-i 4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2101-i 5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（国際教養学部、2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 5

教育 2101-i 5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（国際教養学部、2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 5

教育 2101-i 5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（国際
教養学部、2019年度）

（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 5

教育 2101-i 5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（国際教養学部、2019年度）

（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 5

教育 2101-i 6-1 国際教養学部成績評価について （出典：国際教養学部履修案内　令和元年度） 6

教育 2101-i 6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料　令和元年度） 6 非公表

教育 2101-i 6-3 国際教養学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料　令和元年度） 6 非公表

教育 2101-i 6-4 国際教養学部成績評価に関する問い合わせについて （出典：国際教養学部履修案内　令和元年度） 6

教育 2101-i 7-1 国際教養学科の履修基準・方法等について （出典：国際教養学部履修案内　令和元年度） 7

教育 2101-i 7-2 国際教養学部卒業判定の手順
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 7

教育 2101-i 8-1 国際教養学部入学者受入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 7

教育 2101-i 8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 9

教育 2101-ii 1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料　令和元年
度） 9

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（国際教養学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2102-i 1-1 文学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2102-i 2-1 文学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2102-i 3-1 文学部カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2102-i 4-1 文学部授業カレンダー（2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 3

教育 2102-i 4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2102-i 4-3 千葉大学文学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2102-i 4-4 文学部履修案内（2019年度） （出典：文学部履修案内、平成31年度） 3

教育 2102-i 4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 4

教育 2102-i 4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2102-i 5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（文学部、2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 4

教育 2102-i 5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（文学部、2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 4

教育 2102-i 5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（文学
部、2019年度）

（出典：文学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2102-i 5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（文学部、2019年度）

（出典：文学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2102-i 6-1 文学部開講科目の成績報告について（2019年前期） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2102-i 6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 5 非公表

教育 2102-i 6-3 文学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 5 非公表

教育 2102-i 6-4 文学部履修案内【抜粋】（2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2102-i 6-5 文学部成績問い合わせについての掲示物 （出典：文学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2102-i 7-1 千葉大学学則（令和元年5月最終改正） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 6

教育 2102-i 7-2 千葉大学文学部規程（平成29年4月最終改正） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 6

教育 2102-i 7-3 文学部卒業判定日程案（2018年度） （出典：文学部作成資料、平成30年度） 6

教育 2102-i 8-1 文学部受入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 6

教育 2102-i 8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 6

教育 2102-ii 1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 8

教育 2102-ii 1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：文学部作成資料、令和元年度） 8

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（文学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2103-ⅰ1-1 法政経学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2103-ⅰ2-1 法政経学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2103-ⅰ3-1 法政経学部カリキュラムツリー・ナンバリング（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2103-ⅰ3-2 法政経学部自己点検・評価検証状況（2018年度）
（出典：自己点検・外部評価報告書（平
成26年4月～平成30年3月）平成30年
度）

3

教育 2103-ⅰ4-1 法政経学部学年歴（2019年度）
（出典：平成31年度法政経学部「履修案
内」、平成31年度）

4

教育 2103-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2103-ⅰ4-3 法政経学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2103-ⅰ4-4 法政経学部履修案内（2019年度）
（出典：平成31年度法政経学部「履修案
内」、平成31年度）

4

教育 2103-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 4

教育 2103-ⅰ4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2103-ⅰ4-7 経済学会懸賞論文募集掲示（2017年度） （出典：法政経学部作成資料、平成29年度） 5

教育 2103-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（法政経学部、2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 6

教育 2103-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（法政経学部、2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 6

教育 2103-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（法政
経学部、2019年度）

（出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 6

教育 2103-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（法政経部、2019年度）

（出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 6

教育 2103-ⅰ6-1 法政経学部成績評価基準（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和２年度） 6

教育 2103-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2103-ⅰ6-3 法政経学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2103-ⅰ6-4 法政経学部成績問い合わせについて（2019年度）
（出典：法政経学部作成資料（学生向け
掲示）、平成31年度）

6

教育 2103-ⅰ7-1 千葉大学学則【抜粋】、千葉大学法政経学部規程【抜粋】（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト、平成31年度） 7

教育 2103-ⅰ7-2 法政経学部・法経学部前期卒業日程（2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 7

教育 2103-ⅰ8-1 法政経学部入学者受入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 8

教育 2103-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 8

教育 2103-ⅰC-1 令和元年度部局FD実施計画書（社会科学研究院） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 11

教育 2103-ⅰC-2 自己点検・外部評価報告書（法政経学部） （出典：法政経学部作成資料、平成30年度） 11

教育 2103-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 12

教育 2103-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：法政経学部作成資料、平成31年度） 12

教育 2103-ⅱ1-3 ISFJ2017・2016政策フォーラム活動報告書 （出典：法政経学部作成資料、平成29,30年度） 12

教育 2103-ⅱA-1 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 13 非公表

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（法政経学部）



番号 資料・データ名 備考 頁 備考

教育 2104-ⅰ1-1 教育学部学位授与方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2104-ⅰ2-1 教育学部教育課程方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2104-ⅰ3-1 教育学部カリキュラム・ツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2104-ⅰ3-2 教育学部自己点検・評価報告書（2018年度） （出典：自己点検評価報告書　平成30年度） 3

教育 2104-ⅰ4-1 教育学部カレンダー・授業日程（2019年度）
（出典：千葉大学教育学部時間割2019、令和
元年度） 4

教育 2104-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2104-ⅰ4-3 教育学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2104-ⅰ4-4 教育学部学生手帳（2019年度）
（出典：千葉大学教育学部学生手帳2019、令
和元年度） 4

教育 2104-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2104-ⅰ4-6 「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年度） （出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2104-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（2019年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2104-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（2019年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2104-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（2019
年度）

（出典：教育学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2104-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（2019年度）

（出典：教育学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2104-ⅰ6-1 千葉大学教育学部規程
（出典：千葉大学教育学部規程、令和元年
度） 6

教育 2104-ⅰ6-2 千葉大学教育学部成績評価基準教育学部履修案内【抜粋】
（出典：千葉大学教育学部成績評価基準、平
成31年度） 6

教育 2104-ⅰ6-3 千葉大学教育学部成績評価基準
（出典：千葉大学教育学部成績評価基準、令
和元年度） 6

教育 2104-ⅰ6-4 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2104-ⅰ6-5 教育学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2104-ⅰ6-6 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ

（出典：千葉大学における成績評価の異議申
立てに関する申合せ、平成28年1月19日学
部教育委員会申合せ平成28年1月26日大学
院教育委員会申合せ、平成28年1月13日高
等教育研究機構会議申合せ、令和元年度）

6

教育 2104-ⅰ6-7 成績評価の異議申立てに関する申合せに関する取扱い（教育学部教授会決定）

（出典：「千葉大学における成績評価の異議
申立てに関する申合せ」に関する取扱い　平
成28年7月21日教育学部教授会決定、平成
28年度）

6

教育 2104-ⅰ6-8 学生への周知等が明示されている資料
（出典：千葉大学教育学部学生手帳2019、令
和元年度） 6

教育 2104-ⅰ7-1 千葉大学教育学部規程
（出典：千葉大学教育学部規程、令和元年
度） 6

教育 2104-ⅰ7-2 千葉大学学則【抜粋】 （出典：千葉大学学則、令和元年度） 6

教育 2104-ⅰ7-3 平成31年3月第1回教授会議事要旨
（出典：千葉大学教育学部ウェブサイト、令和
元年度）） 6

教育 2104-ⅰ8-1 千葉大学教育学部入学者受入れの方針 （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 6

教育 2104-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 6

教育 2104-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 8

教育 2104-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：教育学部作成資料　令和元年度） 8

教育 2104-ⅱ1-3 2018卒業時アンケート分析結果（2018年度）
（出典：千葉大学教育学部卒業時アンケート
調査2018の分析結果、令和元年度） 8 非公表

教育 2104-ⅱ1-4 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書抜粋（2018年度）
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 9 非公表

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2105-ⅰ1-1 理学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2105-ⅰ2-1 理学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2105-ⅰ3-1 理学部カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2105-ⅰ3-2 理学部開講科目ナンバリングコード一覧（2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 3

教育 2105-ⅰ4-1 理学部授業日程・授業カレンダー（2019年度） （出典：千葉大学理学部履修要項、2019年度） 4

教育 2105-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学理学部履修要項、2019年度） 4

教育 2105-ⅰ4-3 理学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2105-ⅰ4-4 「理学部履修要項」（2019年度） （出典：千葉大学理学部履修要項、2019年度） 4

教育 2105-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 4

教育 2105-ⅰ4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2105-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（理学部、2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 6

教育 2105-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（理学部、2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 6

教育 2105-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（理学
部、2019年度）

（出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 6

教育 2105-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（理学部、2019年度）

（出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 6

教育 2105-ⅰ6-1 理学部・大学院理学研究科　成績評価分布ガイドライン （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 7

教育 2105-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2105-ⅰ6-3 理学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2105-ⅰ6-4 令和元年度前期分の成績通知について （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 7

教育 2105-ⅰ7-1 千葉大学理学部規程 （出典：千葉大学理学部履修要項、2019年度） 8

教育 2105-ⅰ7-2 令和元年度前期理学部卒業判定スケジュール（2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 8

教育 2105-ⅰ8-1 理学部入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 8

教育 2105-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 8

教育 2105-ⅰD-1 高校生理科研究発表会リーフレット（2019年度）
（出典：千葉大学高大接続センター高大
連携支援室作成資料）

9

教育 2105-ⅰD-2 高校生理科発表会第13回 チラシ（2019年度）
（出典：千葉大学高大接続センター高大
連携支援室作成資料）

9

教育 2105-ⅰD-3 公開講座開催内容一覧（2018年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 9

教育 2105-ⅰD-4 公開講座ポスター（2017～2019年度） （出典：物理学科・化学科・地球科学科作成資料） 9

教育 2105-ⅰD-5 先進科学センター「物理チャレンジ2019」案内ウェブサイト （出典：先進科学センターウェブサイト） 9

教育 2105-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 11

教育 2105-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：理工系学務課理学部学務係作成資料） 11

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（理学部）



番号 資料・データ名 備考 頁 備考

教育 2106-ⅰ1-1 工学部学位授与の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2106-ⅰ2-1 工学部教育課程編成・実施の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2106-ⅰ3-1 工学部カリキュラムツリー（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2106-ⅰ4-1 工学部授業カレンダー（2019年度） （出典：工学部シラバス、令和元年度） 4

教育 2106-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2106-ⅰ4-3 工学部シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2106-ⅰ4-4 工学部履修課程（2019年度）
（出典：千葉大学工学部履修課程、令
和元年度）

4

教育 2106-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 4

教育 2106-ⅰ4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30
年度）

4

教育 2106-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（工学部、2019年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2106-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（工学部、2019年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2106-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（工学
部、2019年度）

（出典：工学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2106-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（工学部、2019年度）

（出典：工学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2106-ⅰ5-5 障害のある学生の受講に関する配慮のお願い （出典：工学部作成資料、令和元年度） 5

教育 2106-ⅰ6-1 工学部成績評価のガイドライン
（出典：工学部成績評価のガイドライ
ン、令和元年度）

5

教育 2106-ⅰ6-2 試験の実施・レポートの不正防止についてのガイドライン工学部開講授業科目版
（出典：試験の実施・レポートの不正防
止についてのガイドライン工学部開講
授業科目版、令和元年度）

5

教育 2106-ⅰ6-3 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

5 非公表

教育 2106-ⅰ6-4 工学部成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

5 非公表

教育 2106-ⅰ6-5 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ
（出典：千葉大学における成績評価の
異議申立てに関する申合せ、平成31年
度）

6

教育 2106-ⅰ6-6 千葉大学工学部における成績評価の異議申立てに関する申合せ
（出典：千葉大学工学部における成績
評価の異議申立てに関する申合せ、平
成28年度）

6

教育 2106-ⅰ7-1 千葉大学工学部規程【抜粋】
（出典：千葉大学工学部規程、平成31
年度）

6

教育 2106-ⅰ7-2 千葉大学学則【抜粋】 （出典：千葉大学学則、令和元年度） 6

教育 2106-ⅰ8-1 工学部入学者受け入れの方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2106-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 6

教育 2106-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 9

教育 2106-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：工学部作成資料、令和元年度） 9

教育 2106-ⅱ3-1 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018）【抜粋】
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対す
る意識・満足度調査報告書、平成30年
度）

10 非公表

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（工学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2107-ⅰ1-1 園芸学部学位授与の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2107-ⅰ2-1 園芸学部教育課程編成・実施の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2107-ⅰ3-1 園芸学部カリキュラムツリー（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2107-ⅰ3-2 園芸学部履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学部履修案内　令和元年
度）

3

教育 2107-ⅰ4-1 園芸学部時間割案内（2019年度）
（出典：園芸学部時間割案内　令和元
年度）

4

教育 2107-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2107-ⅰ4-3 園芸学部シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2107-ⅰ4-4 園芸学部履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学部履修案内　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30
年度）

4

教育 2107-ⅰ4-7 ニュースリリース「附属図書館松戸分館がリニューアルオープン」
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2107-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（園芸学部、2019年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（園芸学部、2019年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（園芸
学部、2019年度）

（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（園芸学部、2019年度）

（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

4

教育 2107-ⅰ6-1 千葉大学園芸学部規程【抜粋】
（出典：千葉大学園芸学部規程、平成
31年度）

5

教育 2107-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表
（出典：教育企画課作成資料　令和元
年度）

5 非公表

教育 2107-ⅰ6-3 園芸学部成績評価の分布表
（出典：教育企画課作成資料　令和元
年度）

5 非公表

教育 2107-ⅰ6-4 園芸学部履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学部履修案内、令和元年
度）

5

教育 2107-ⅰ7-1 園芸学部履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学部履修案内、令和元年
度）

5

教育 2107-ⅰ7-2 卒業判定の教授会・学長の関与と判定の手順 （出典：千葉大学学則　令和元年度） 5

教育 2107-ⅰ8-1 園芸学部入学者受け入れの方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2107-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

6

教育 2107-ⅰE-1 履修証明プログラム「園芸技術者養成プログラム」の案内
（出典：園芸学部ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2107-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

7

教育 2107-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学部作成資料　令和元年
度）

7

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（園芸学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2108-ⅰ1-1 医学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2108-ⅰ2-1 医学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2108-ⅰ3-1 医学部コンピテンスの領域ごとの科目達成レベル（2019年度） （出典：医学部履修案内、平成31年度） 3

教育 2108-ⅰ3-2 医学部カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2108-ⅰ3-3 2016年度千葉大学医学部医学教育リトリート 報告書
（出典：千葉大学医学部医学教育リト
リート 報告書、平成28年度）

3

教育 2108-ⅰ3-4 2017年度千葉大学医学部医学教育リトリート 報告書
（出典：千葉大学医学部医学教育リト
リート 報告書、平成29年度）

3

教育 2108-ⅰ3-5 2018年度千葉大学医学部医学教育リトリート 報告書
（出典：千葉大学医学部医学教育リト
リート 報告書、平成.30年度）

3

教育 2108-ⅰ4-1 医学部１年次授業スケジュール（2019年度）
（出典：医学部1年次シラバス、平成31
年度）

4

教育 2108-ⅰ4-2 医学部２年次授業スケジュール（2019年度）
（出典：医学部2年次シラバス、平成31
年度）

4

教育 2108-ⅰ4-3 医学部３年次授業スケジュール（2019年度）
（出典：医学部3年次シラバス、平成31
年度）

4

教育 2108-ⅰ4-4 医学部４～５年次実習スケジュール（2019年度）
（出典：医学部4～5年次シラバス（コア
CC）、平成31年度）

4

教育 2108-ⅰ4-5 医学部４年次授業スケジュール（2019年度）
（出典：医学部4年次シラバス、平成31
年度）

4

教育 2108-ⅰ4-6 医学部５～６年次授業スケジュール（2019年度）
（出典：医学部5～6年次シラバス（アドバ
ンストCC、地域医療実習）、平成31年
度）

4

教育 2108-ⅰ4-7 普遍教育科目シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年
度）

4

教育 2108-ⅰ4-8 シラバス1年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-9 シラバス2年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-10 シラバス3年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-11 シラバス4年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-12 シラバス4～5年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-13 シラバス5～6年次（2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-14 医学部履修案内（2019年度） （出典：医学部履修案内、平成31年度） 4

教育 2108-ⅰ4-15 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 4

教育 2108-ⅰ4-16
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2108-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（医学部、2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2108-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（医学部、2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2108-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（医学
部、2019年度）

（出典：医学部作成資料　令和元年度） 5

教育 2108-ⅰ6-1 成績評価基準（2019年度） （出典：医学部履修案内、平成31年度） 6

教育 2108-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料　令和元年度） 6 非公表

教育 2108-ⅰ6-3 医学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料　令和元年度） 6 非公表

教育 2108-ⅰ6-4
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示されてい
る資料

（出典：医学部履修案内、平成31年度） 6

教育 2108-ⅰ7-1 千葉大学医学部規程 （出典：千葉大学医学部規程、平成31年度） 6

教育 2108-ⅰ7-2 平成30年度第9回学部学務委員会次第
（出典：第9回学部学務委員会資料、平
成30年度）

6

教育 2108-ⅰ7-3 平成30年度第9回医学研究院教授会・医学部教授会
（出典：第9回医学研究院教授会・医学
部教授会資料、平成30年度）

6

教育 2108-ⅰ7-4 平成30年度第6回臨床カリキュラム部会
（出典：第6回臨床カリキュラム部会資
料、平成30年度）

6

教育 2108-ⅰ7-5 大学院医学研究院・医学部委員会規程
（出典：大学院医学研究院・医学部委員
会規程、令和元年度）

6

教育 2108-ⅰ8-1 医学部入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 7

教育 2108-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 7

教育 2108-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 9

教育 2108-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：医学部作成資料　令和元年度） 9

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（医学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2109-ⅰ1-1 薬学部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2109-ⅰ2-1 薬学部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2109-ⅰ3-1 薬学部カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2109-ⅰ3-2 薬学部カリキュラム・マップ（2019年度） （出典：薬学部教務委員会作成、平成30年度） 3

教育 2109-ⅰ3-3 薬学教育自己点検委員会議事要旨（2016年度～2019年度） （出典：薬学部作成資料　令和元年度） 3

教育 2109-ⅰ4-1 薬学部授業カレンダー・学年暦（2019年度） （出典：薬学部教務委員会作成、平成30年度） 5

教育 2109-ⅰ4-2 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 5

教育 2109-ⅰ4-3 薬学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 5

教育 2109-ⅰ4-4 薬学部履修案内（2019年度） （出典：薬学部教務委員会作成、平成30年度） 5

教育 2109-ⅰ4-5
実践社会薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラムウェブサイト（2019年
度）

（出典：実践社会薬学の確立と発展に資
する薬剤師養成プログラムウェブサイト
令和元年度）

5

教育 2109-ⅰ4-6 連携実践社会薬学コース修了者数（2018年度） （出典：薬学部作成資料 平成30年度） 5

教育 2109-ⅰ4-7 実務実習指導・管理システムの概要（2019年度）
（出典：実務実習指導・管理システム第1
版　平成30年度発行）

5

教育 2109-ⅰ4-8 薬剤師と地域医療評価表（2019年度）
（出典：薬剤師と地域医療担当作成資料
令和元年度）

5

教育 2109-ⅰ4-9 ルーブリック評価表（2019年度） （出典：薬学部教務委員会作成、平成30年度） 5

教育 2109-ⅰ4-10 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 5

教育 2109-ⅰ4-11
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年
度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 5

教育 2109-ⅰ4-12 企業インターンシップシラバス（2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 5

教育 2109-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（薬学部、2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 6

教育 2109-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（薬学部、2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 6

教育 2109-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（薬学
部、2019年度）

（出典：薬学部作成資料 令和元年度） 6

教育 2109-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料（薬
学部、2019年度）

（出典：薬学部作成資料 令和元年度） 6

教育 2109-ⅰ6-1 薬学部成績評価基準（2019年度） （出典：薬学部教務委員会　令和元年度） 7

教育 2109-ⅰ6-2 出欠・履修態度評価表（2019年度） （出典：薬学部作成資料　令和元年度） 7

教育 2109-ⅰ6-3 評価表（2019年度）
（出典：薬剤師と地域医療担当作成資料
令和元年度）

7

教育 2109-ⅰ6-4 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2109-ⅰ6-5 薬学部成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2109-ⅰ6-6 千葉大学薬学部共用試験結果（2018年度）
（出典：千葉大学薬学部ウェブサイト　令
和元年度掲載）

7

教育 2109-ⅰ6-7 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ （出典：学部教育委員会資料　平成30年度） 7

教育 2109-ⅰ7-1 千葉大学薬学部規程 （出典：千葉大学薬学部規程　令和元年度） 7

教育 2109-ⅰ7-2 平成30年度第6回教務委員会議事次第 （出典：薬学部教務委員会　平成30年度） 7

教育 2109-ⅰ7-3 平成30年度第7回教務委員会議事次第 （出典：薬学部教務委員会　平成30年度） 7

教育 2109-ⅰ7-4 平成30年度第2回臨時薬学研究院教授会、薬学部教授会議事要旨 （出典：薬学部作成資料　平成30年度） 7

教育 2109-ⅰ7-5 平成30年度第5回薬学研究院教授会、薬学部教授会議事要旨 （出典：薬学部作成資料　平成30年度） 7

教育 2109-ⅰ8-1 薬学部入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 8

教育 2109-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 9

教育 2109-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 11

教育 2109-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：薬学部作成資料 令和元年度） 11

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（薬学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2110-ⅰ1-1 看護部学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ2-1 看護部教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ3-1 看護学部カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ3-2 モデルコアカリキュラムチェックリスト
（出典：看護学部教務委員会報告資
料、平成30年度）

4

教育 2110-ⅰ4-1 看護学部授業カレンダー（2019年度）
（出典：看護学部・研究科教授会資料、
平成30年度）

4

教育 2110-ⅰ4-2 看護学部専門教育科目時間割（2019年度）
（出典：看護学部教務委員会資料、平
成30年度）

4

教育 2110-ⅰ4-3 授業日程表（2019年度）
（出典：看護学部教務委員会資料、平
成30年度）

4

教育 2110-ⅰ4-4 普遍教育科目シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-5 看護学部シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-6 看護学部履修案内（2019年度） （出典：看護学部履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-7 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

4

教育 2110-ⅰ4-8
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2110-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（看護学部、2019年度）
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

5

教育 2110-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（看護学部、2019年度）
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

5

教育 2110-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（看護
学研究科、2019年度）

（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

5

教育 2110-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（看護学研究科、2019年度）

（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

5

教育 2110-ⅰ6-1 看護学部における成績評価基準について
（出典：看護学部・研究科教授会資料、
平成30年度）

7

教育 2110-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

7 非公表

教育 2110-ⅰ6-3 看護学部成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

7 非公表

教育 2110-ⅰ6-4 成績通知と問い合わせについて
（出典：看護学部生への掲示資料、令
和元年度）

7

教育 2110-ⅰ7-1 千葉大学看護学部規程
（出典：千葉大学看護学部規定、令和
元年度）

7

教育 2110-ⅰ7-2 平成30年度第11回学部教務委員会次第
（出典：看護学部教務委員会資料、平
成30年度）

7

教育 2110-ⅰ7-3 平成31年3月（第1回）学部・研究科教授会次第
（出典：看護学部・研究科教授会資料、
平成30年度）

7

教育 2110-ⅰ8-1 教育学研究科入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 8

教育 2110-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

8

教育 2110-ⅰB-1 看護学研究科・医学部附属病院看護部連絡会議 新体制
（出典：看護学研究科・医学部附属病院
看護部連絡会議資料、平成30年度）

11

教育 2110-ⅰB-2 看護学部・看護部連絡会議申合せ
（出典：看護学研究科・医学部附属病院
看護部連絡会議資料、平成30年度）

11

教育 2110-ⅰB-3 千葉大学医学部臨床教授等の称号付与に関する規程
（出典：看護学部・研究科教授会資料、
平成30年度）

11

教育 2110-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業（修了率）
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

12

教育 2110-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
（出典：看護学部作成資料、令和元年
度）

12

教育 2110-ⅱB-1 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）【抜粋】
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 13 非公表

教育 2110-ⅱB-2 4年次就職に関するアンケート集計データ（2018年度）
（出典：看護学部・研究科教授会資料、
平成30年度）

13 非公表

教育 2110-ⅱB-3 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）【抜粋】
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 13 非公表

教育 2110-ⅱB-4 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）【抜粋】
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 13 非公表

教育 2110-ⅱC-1 卒業生アンケート（2019年度）
（出典：千葉大学看護学部の卒業生に
対するアンケート、令和元年度）

14 非公表

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（看護学部）



教育に関する現況調査表　別添資料一覧　（人文公共学府）
番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2111-ⅰ1-1 人文公共学府学位授与方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2111-ⅰ2-1 人文公共学府教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2111-ⅰ3-1 人文公共学府カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2111-ⅰ3-2 人文公共学府履修要項【抜粋】（2019年度）
（出典：人文公共学府履修要項、平
成31年度） 3

教育 2111-ⅰ3-3 卓越大学院プログラム採択結果 （出典：文部科学省ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2111-ⅰ4-1 人文公共学府学年暦（2019年度）
（出典：人文公共学府履修要項、平
成31年度） 4

教育 2111-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2111-ⅰ4-3 人文公共学府シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2111-ⅰ4-4 人文公共学府履修要項（博士前期課程）（2019年度）
（出典：人文公共学府履修要項（博
士前期課程）、平成31年度） 4

教育 2111-ⅰ4-5 人文公共学府履修要項（博士後期課程）（2019年度）
（出典：人文公共学府履修要項（博
士後期課程）、平成31年度） 4

教育 2111-ⅰ4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 4

教育 2111-ⅰ4-7
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査
票（2017年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2111-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（人文公共学府、2019年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 5

教育 2111-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（人文公共学府、2019年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 5

教育 2111-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資
料（人文公共学府、2019年度）

（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 5

教育 2111-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認でき
る資料（人文公共学府、2019年度）

（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 6

教育 2111-ⅰ6-1 人文公共学府成績評価基準 （出典：教授会承認、平成30年度） 7

教育 2111-ⅰ6-2 大学院共通科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和
元年度） 7 非公表

教育 2111-ⅰ6-3 人文公共学府成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和
元年度） 7 非公表

教育 2111-ⅰ6-4 人文公共学府履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：人文公共学府（前期・後期
課程）履修要項、平成31年度） 7

教育 2111-ⅰ7-1 千葉大学大学院人文公共学府規程
（出典：千葉大学大学院人文公共
学府規程、平成31年度） 7

教育 2111-ⅰ7-2 修了判定に関する教授会等の審議及び学長など組織的な関わり方と修了判定の手順
（出典：千葉大学大学院学則、平成
31年度） 7

教育 2111-ⅰ7-3 人文公共学府履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：人文公共学府（前期・後期
課程）履修要項、平成31年度） 7

教育 2111-ⅰ7-4 千葉大学大学院学則【抜粋】
（出典：千葉大学大学院学則、平成
31年度） 8

教育 2111-ⅰ7-5 学位論文の審査体制、審査員の選考方法
（出典：千葉大学学位規程・千葉大
学大学院人文公共学府規程、平成
31年度）

8

教育 2111-ⅰ8-1 人文公共学府入学者受入れの方針 （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 8

教育 2111-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 8

教育 2111-ⅱ1-1 標準修業年限内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 13

教育 2111-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：人文公共学府作成資料、令
和元年度） 13

教育 2111-ⅱ2-1 人文公共学府平成30年度修了生の進路状況
（出典：修了者の進路状況調査、平
成30年度） 13

教育 2111-ⅱA-1 千葉大学の教育・研究に対する意識満足度調査（2018年度）
（出典：千葉大学の教育・研究に対する
意識満足度調査、平成30年度） 13 非公表



教育に関する現況調査表　別添資料一覧　（専門法務研究科）
番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2112-ⅰ1-1 専門法務研究科学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2112-ⅰ2-1 専門法務研究科教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2112-ⅰ3-1 専門法務研究科カリキュラムマップ（2019年度）
（出典：専門法務研究科履修案内、
平成31年度） 3

教育 2112-ⅰ3-2 専門法務研究科自己点検・評価書【抜粋】
（出典：専門法務研究科自己点検・
評価書、令和元年度） 3

教育 2112-ⅰ4-1 専門法務研究科授業カレンダー（2019年度）
（出典：専門法務研究科履修案内、
平成31年度） 3

教育 2112-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2112-ⅰ4-3 専門法務研究科シラバス（2019年度）
（出典：専門法務研究科授業科目シ
ラバス集　平成31年度） 3

教育 2112-ⅰ4-4 専門法務研究科履修案内（2019年度）
（出典：専門法務研究科履修案内、
平成31年度） 4

教育 2112-ⅰ4-5 千葉大学大学院専門法務研究科規程（平成31年４月最終校正）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院専門法務研
究科規程、平成31年度） 4

教育 2112-ⅰ4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 4

教育 2112-ⅰ4-7
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票
（2017年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2112-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（専門法務研究科、2019年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 5

教育 2112-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（専門法務研究科、2019年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 5

教育 2112-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（専門法務研究科、2019年度）

（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 5

教育 2112-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる
資料（専門法務研究科、2019年度）

（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 5

教育 2112-ⅰ6-1 専門法務研究科成績評価に関する細則（平成16年4月最終校正）
（出典：専門法務研究科成績評価に
関する細則、平成27年７月最終改
正）

6

教育 2112-ⅰ6-2 大学院共通教育科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和
元年度） 6 非公表

教育 2112-ⅰ6-3 専門法務研究科成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和
元年度） 6 非公表

教育 2112-ⅰ6-4
専門法務研究科成績評価に対する不服申立て等に関する要項（平成26年
10月最終校正）

（出典：専門法務研究科成績評価に
対する不服申立て等に関する要項、
平成26年10月制定）

6

教育 2112-ⅰ7-1 千葉大学大学院専門法務研究科規程（平成31年4月最終校正）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院専門法務研
究科規程、平成31年４月最終改正） 6

教育 2112-ⅰ7-2 千葉大学大学院学則（平成31年4月最終校正）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院学則、平成
31年４月最終改正） 6

教育 2112-ⅰ7-3 千葉大学大学院学則（平成31年4月最終校正）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院学則、平成
31年４月最終改正） 7

教育 2112-ⅰ8-1 専門法務研究科_入学者受入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 7

教育 2112-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 7

教育 2112-ⅱ1-1 標準修業年限内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 9

教育 2112-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：専門法務研究科作成資料
令和元年度） 9

教育



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2113-ⅰ1-1 教育学研究科学位授与方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2113-ⅰ2-1 教育学研究科教育課程方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2113-ⅰ3-1 教育学研究科カリキュラム・ツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2113-ⅰ3-2 教育学部・教育学研究科自己点検・評価報告書（2018年度）
（出典：教育学部・教育学研究科自己点検・
評価報告書　平成30年度） 3

教育 2113-ⅰ3-3 教育学研究科（修士課程）履修案内（2019年度） （出典：自己点検評価報告書、平成30年度） 3

教育 2113-ⅰ3-4 ツイン型学生派遣プログラム（ツインクル）の学生派遣実績
（出典：千葉大学大学院教育学研究科修士
課程履修案内、兵セい31年度） 3

教育 2113-ⅰ4-1 教育学研究科カレンダー・授業日程（2019年度）
（出典：ツイン型学生派遣プログラム（ツイン
クル）の学生派遣実績、平成30年度） 4

教育 2113-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2113-ⅰ4-3 教育学研究科シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2113-ⅰ4-4 教育学研究科（修士課程）履修案内（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科修士
課程履修案内、平成31年度） 4

教育 2113-ⅰ4-5 教育学研究科（専門職学位課程）履修案内（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科専門
職学位課程履修案内、平成31年度） 4

教育 2113-ⅰ4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 4

教育 2113-ⅰ4-7 「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年度） （出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2113-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（2019年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 5

教育 2113-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（2019年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 5

教育 2113-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（2019
年度）

（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 5

教育 2113-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（2019年度）

（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 5

教育 2113-ⅰ6-1 千葉大学大学院教育学研究科規程
（出典：千葉大学大学院教育学研究科規
程、令和元年度） 6

教育 2113-ⅰ6-2 教育学研究科（修士課程）履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院教育学研究科修士
課程履修案内、平成31年度） 6

教育 2113-ⅰ6-3 教育学研究科（専門職学位課程）履修案内（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科専門
職学位課程履修案内、平成31年度） 6

教育 2113-ⅰ6-4 教育学研究科修士課程成績評価基準　修士課程履修案内【抜粋】
（出典：千葉大学大学院教育学研究科成績
評価基準、平成31年度） 6

教育 2113-ⅰ6-5 千葉大学大学院教育学研究科成績評価基準
（出典：千葉大学大学院教育学研究科成績
評価基準、平成31年度） 6

教育 2113-ⅰ6-6 大学院共通科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2113-ⅰ6-7 教育学研究科成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2113-ⅰ6-8 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ

（出典：千葉大学における成績評価の異議
申立てに関する申合せ、平成28年1月19日
学部教育委員会申合せ平成28年1月26日大
学院教育委員会申合せ、平成28年1月13日
高等教育研究機構会議申合せ、令和元年
度）

6

教育 2113-ⅰ6-9 成績評価の異議申立てに関する申合せに関する取扱い（教育学部教授会決定）

（出典：「千葉大学における成績評価の異議
申立てに関する申合せ」に関する取扱い　平
成28年7月21日教育学部教授会決定、平成
28年度）

6

教育 2113-ⅰ6-10 学生への周知等が明示されている資料
（出典：大学院成績及び履修登録について
（平成31年4月現在）、令和元年度） 6

教育 2113-ⅰ7-1 千葉大学教育学研究科規程
（出典：千葉大学大学院教育学研究科規
程、令和元年度） 6

教育 2113-ⅰ7-2 教育学研究科学位論文の審査基準
【出典：千葉大学大学院教育学研究科学位
論文の審査基準、令和元年度） 6

教育 2113-ⅰ7-3 平成31年3月第1回研究科委員会議事要旨
（出典：千葉大学教育学部ウェブサイト
令和元年度）

6

教育 2113-ⅰ7-4 千葉大学大学院学則（平成31年4月最終校正）【抜粋】 （出典：千葉大学大学院学則、令和元年度） 6

教育 2113-ⅰ8-1 教育学研究科入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 7

教育 2113-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 7

教育 2113-ⅰ8-3 教育学研究科現職教員及び外国人学生の割合
（出典：現職教員及び外国人学生の割合、
令和元年度） 7

教育 2113-ⅰD-1 教育学研究科（修士課程）募集要項（2020年度）
（出典：2020年度教育学研究科（修士課程）
募集要項、令和元年度） 7

教育 2113‐ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 9

教育 2113‐ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：教育学研究科作成資料、令和元年
度） 9

教育 2113‐ⅱ1-3 専修免許状の種類
（出典：千葉大学大学院教育学研究科修士
課程履修案内、平成31年度） 9

教育 2113-ⅱA-1 千葉大学の教育・研究に対する意識満足度調査報告書（2018年度）【抜粋】
（出典：千葉大学の教育・研究に対する意識
満足度調査報告書、平成30年度） 10 非公表

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学研究科）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2114-ⅰ1-1 教育学研究科学位授与方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ2-1 教育学研究科教育課程方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ3-1 教育学研究科カリキュラム・ツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ3-2 教職大学院認証評価自己評価書（2019年度）
（出典：教職大学院認証評価自己評価書、
2019年度） 3

教育 2114-ⅰ4-1 教育学研究科カレンダー・授業日程（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科時間
割、2019年度） 3

教育 2114-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ4-3 教育学研究科シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ4-4 教育学研究科（専門職学位課程）履修案内（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科専門
職学位課程履修案内、平成31年度） 3

教育 2114-ⅰ4-5 教育課程等の概要（教職大学院CAP制に関する資料）
（出典：教職大学院設置計画に係る補正計画
書、平成２７年度） 3

教育 2114-ⅰ4-6 連携協力校・施設一覧（2016～2019年度）
（出典：教職大学院認証評価に関する資料、
令和元年度） 3

教育 2114-ⅰ4-7 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 4

教育 2114-ⅰ4-8 「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年度） （出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2114-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（2019年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 4

教育 2114-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（2019年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 4

教育 2114-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（2019
年度）

（出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 4

教育 2114-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（2019年度）

（出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 4

教育 2114-ⅰ6-1 千葉大学教育学研究科規程（平成30年6月最終校正）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科規程、
平成30年度） 4

教育 2114-ⅰ6-2 教育学研究科（専門職学位課程）履修案内（2019年度）【抜粋】
（出典：千葉大学大学院教育学研究科専門
職学位課程履修案内、平成31年度） 4

教育 2114-ⅰ6-3 教育学研究科専門職学位課程成績評価基準専門職学位課程履修案内【抜粋】
（出典：千葉大学大学院教育学研究科成績
評価基準、平成31年度） 4

教育 2114-ⅰ6-4 千葉大学教育学研究科成績評価基準（2019年度）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科成績
評価基準、平成31年度） 4

教育 2114-ⅰ6-5 大学院共通科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 4 非公表

教育 2114-ⅰ6-6 教育学研究科成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 4 非公表

教育 2114-ⅰ6-7 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ

（出典：千葉大学における成績評価の異議申
立てに関する申合せ、平成28年1月19日学部
教育委員会申合せ、平成28年1月26日大学
院教育委員会申合せ、平成28年1月13日高
等教育研究機構会議申合せ）

4

教育 2114-ⅰ6-8 成績評価の異議申立てに関する申合せに関する取扱い（教育学部教授会決定）
（出典：「千葉大学における成績評価の異議
申立てに関する申合せ」に関する取扱い　平
成28年7月21日教育学部教授会決定）

4

教育 2114-ⅰ6-9 学生への周知等が明示されている資料
（出典：大学院成績及び履修登録について
（平成31年4月現在）、平成31年度） 4

教育 2114-ⅰ7-1 成績評価基準（千葉大学教育学研究科規程）
（出典：千葉大学大学院教育学研究科規程、
平成30年度） 5

教育 2114-ⅰ7-2 教授会等の審議（平成31年3月第1回研究科委員会議事要旨）
（出典：千葉大学教育学部ウェブサイト、令和
元年度） 5

教育 2114-ⅰ7-3 千葉大学大学院学則【抜粋】 （出典：千葉大学大学院学則、平成31年度） 5

教育 2114-ⅰ8-1 教育学研究科入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 5

教育 2114-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 5

教育 2114-ⅰD-1 教育学研究科（専門職学位課程）募集要項（2020年度）
（出典：2020年度教育学研究科（専門職学位
課程）募集要項　令和元年度） 6

教育 2114‐ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 7

教育 2114‐ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：教育学研究科作成資料　令和元年度） 7

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学研究科（高度教職実践専攻））



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2115-ⅰ1-1 融合理工学府学位授与の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2115-ⅰ2-1 融合理工学府教育課程編成・実施の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2115-ⅰ3-1 融合理工学府概要（2019年度「履修要項」抜粋）
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

3

教育 2115-ⅰ3-2 融合理工学府カリキュラムツリー（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2115-ⅰ3-3 「2019年度融合理工学府規程」
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

3

教育 2115-ⅰ4-1 融合理工学府授業カレンダー・学年暦（2019年度）
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

4

教育 2115-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2115-ⅰ4-3 融合理工学府シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2115-ⅰ4-4 「2019年度融合理工学府履修要項」
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

4

教育 2115-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

4

教育 2115-ⅰ4-6 インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年度）
（出典：就職支援課作成資料　平成30
年度）

4

教育 2115-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（2019年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（2019年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（2019
年度）

（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（2019年度）

（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ6-1 融合理工学府　成績評価分布ガイドライン
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ6-2 大学院共通科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

5 非公表

教育 2115-ⅰ6-3 融合理工学府成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料、令和元
年度）

5 非公表

教育 2115-ⅰ6-4 「令和元年度前期分の成績通知について」
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

5

教育 2115-ⅰ7-1 千葉大学大学院融合理工学府規程
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

5

教育 2115-ⅰ7-2 令和元年度前期融合理工学府修了関係スケジュール
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

6

教育 2115-ⅰ7-3 融合理工学府（理学領域）学位論文審査日程（2019年度春期）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2115- i 7-4 融合理工学府学位論文審査基準（2019年度「履修要項」抜粋）
（出典：千葉大学大学院融合理工学府
履修案内、2019年度）

6

教育 2115- i 7-5 「融合理以降学府学位論文審査に関する細則」
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2115- i 8-1 融合理工学府入学者受け入れの方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2115-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

6

教育 2115-ⅱ1-1 標準修業年限内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

7

教育 2115-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016年度～2019年度）
（出典：理工系学務課大学院学務係作
成資料）

7

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（融合理工学府）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2116-ⅰ1-1 園芸学研究科学位授与の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2116-ⅰ2-1 園芸学研究科教育課程編成・実施の方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2116-ⅰ3-1 園芸学研究科カリキュラムツリー（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

3

教育 2116-ⅰ3-2 千葉大学大学院園芸学研究科規程【抜粋】
（出典：千葉大学大学院園芸学研究科
規程、平成３０年度）

3

教育 2116-ⅰ4-1 園芸学研究科履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学研究科履修要項　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2116-ⅰ4-3 園芸学研究科シラバス（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2116-ⅰ4-4 園芸学研究科履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学研究科履修要項　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ4-6
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30
年度）

4

教育 2116-ⅰ4-7 ニュースリリース「附属図書館松戸分館がリニューアルオープン」
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

4

教育 2116-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（園芸学研究科、2019年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（園芸学研究科、2019年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（園芸
学研究科、2019年度）

（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（園芸学研究科、2019年度）

（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

4

教育 2116-ⅰ6-1 園芸学研究科履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学研究科履修要項　令和
元年度）

5

教育 2116-ⅰ6-2 普遍教育科目成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料　令和元
年度）

5 非公表

教育 2116-ⅰ6-3 園芸学研究科成績評価の分布表（2019年度）
（出典：教育企画課作成資料　令和元
年度）

5 非公表

教育 2116-ⅰ6-4 園芸学研究科履修要項（2019年度）【抜粋】
（出典：園芸学研究科履修要項　令和
元年度）

5

教育 2116-ⅰ7-1 千葉大学大学院園芸学研究科規程【抜粋】
（出典：千葉大学大学院園芸学研究科
規程）

5

教育 2116-ⅰ7-2 千葉大学大学院園芸学研究科規程【抜粋】
（出典：千葉大学大学院園芸学研究科
規程）

5

教育 2116-ⅰ7-3 千葉大学大学院学則【抜粋】
（出典：千葉大学大学院学則　令和元
年度）

5

教育 2116-ⅰ7-4 修了判定の教授会・学長の関与と判定の手順
（出典：千葉大学大学院学則　令和元
年度）

5

教育 2116-ⅰ8-1 園芸学研究科入学者受入れの方針（2019年度）
（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度）

6

教育 2116-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

6

教育 2116-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

7

教育 2116-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度）
（出典：園芸学研究科作成資料　令和
元年度）

7

教育

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（園芸学研究科）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2117-ⅰ1-1 医学薬学府学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2117-ⅰ2-1 医学薬学府教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2117-ⅰ3-1 医学薬学府（医学領域）カリキュラム・ツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2117-ⅰ3-2 医学薬学府（薬学領域）カリキュラム・ツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2117-ⅰ3-3 ナンバリングリスト（2019年度） （出典：大学院学務員会資料、平成30年度） 3

教育 2117-ⅰ3-4 大学院医学薬学府（医学領域）における複数指導教員体制に係る申合せ
（出典：大学院医学薬学府（医学領域）
における複数指導教員体制に係る申合
せ、平成31年度）

3

教育 2117-ⅰ4-1 医学薬学府授業カレンダー（2019年度）
（出典：千葉大学大学院医学薬学府修
士課程医科学専攻授業案内（シラバ
ス）、平成31年度）

4

教育 2117-ⅰ4-2 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-3 医学薬学府修士課程医科学専攻シラバス（2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-4 医学薬学府修士課程総合薬品科学専攻シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-5 医学薬学府4年博士課程先端医学薬学専攻（医学領域）シラバス（2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-6 医学薬学府4年博士課程先端医学薬学専攻（薬学領域）シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-7 医学薬学府4年博士課程先進予防医学共同専攻（医学領域）シラバス（2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-8 医学薬学府後期3年博士課程先端創薬科学専攻（薬学領域）シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-9 医学薬学府履修案内（2019年度） （出典：医学薬学府履修案内、平成31年度） 4

教育 2117-ⅰ4-10 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 4

教育 2117-ⅰ4-11
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017年
度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2117-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（医学薬学府、2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 6

教育 2117-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（医学薬学府、2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 6

教育 2117-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（医学薬
学府、2019年度）

（出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 6

教育 2117-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料（医
学薬学府、2019年度）

（出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 6

教育 2117-ⅰ6-1 医学薬学府（薬学領域）成績評価基準 （出典：大学院教育委員会、平成30年度） 7

教育 2117-ⅰ6-2 医学薬学府（医学領域）成績評価基準 （出典：大学院学務委員会資料、平成30年度） 7

教育 2117-ⅰ6-3 大学院共通科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2117-ⅰ6-4 医学薬学府成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 7 非公表

教育 2117-ⅰ6-5 医学薬学府　成績評価に関する異議申立書
（出典：医学薬学府　成績評価に関する
異議申立書、令和元年度） 8

教育 2117-ⅰ6-6 学生への周知等が明示されている資料 （出典：Moodle2019、令和元年度） 8

教育 2117-ⅰ6-7 千葉大学における成績評価の異議申立てに関する申合せ
（出典：千葉大学における成績評価の異
議申立てに関する申合せ、平成27年
度）

8

教育 2117-ⅰ7-1 千葉大学大学院医学薬学府規程【抜粋】 （出典：履修案内、令和元年度） 8

教育 2117-ⅰ7-2 医学薬学府 先端医学薬学専攻学位申請論文手続要領（甲）
（出典：医学薬学府 先端医学薬学専攻
学位申請論文手続要領（甲）、令和元年
度）

8

教育 2117-ⅰ7-3 千葉大学学位規程 （出典：千葉大学学位規定、平成31年度） 8

教育 2117-ⅰ7-4 千葉大学大学院医学薬学府規程【抜粋】
（出典：千葉大学大学院医学薬学府規程、平
成29年度） 8

教育 2117-ⅰ7-5 博士課程の学位論文審査委員に関して
（出典：博士課程の学位論文審査委員に関し
て、平成27年度） 8

教育 2117-ⅰ7-6
千葉大学大学院医学薬学府（医学領域）における連携講座の学生指導に係る申合
せ

（出典：千葉大学大学院医学薬学府（医学領
域）における連携講座の学生指導に係る申合
せ、令和元年度）

8

教育 2117-ⅰ8-1 医学薬学府入学者受け入れの方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 9

教育 2117-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：入学定員充足率、令和元年度） 9

教育 2117-ⅰD-1 千葉大学アカデミック・リンク教育・学修支援専門職養成プログラム（2019年度）
（出典：千葉大学アカデミック・リンク・センター
ウェブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-2 千葉大学病院総合医療教育研修センターによる生涯医学教育（2019年度）
（出典：総合医療教育研修センターウェブサイ
ト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-3 ちば医経塾 病院経営スペシャリスト養成プログラム（2019年度） （出典：ちば医経塾ウェブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-4 メンタル・サポート医療人とプロの連携養成プログラム（2019年度）
（出典：メンタル・サポート医療人とプロの連携
養成プログラムウェブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-5 NPO法人 千葉医師研修支援ネットワーク(DCS-NET)（2019年度）
（出典：NPO法人 千葉医師研修支援ネット
ワーク(DCS-NET)ウェブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-6 千葉大学医学部ゐのはな同窓会による生涯学習講座（2019年度）
（出典：千葉大学医学部ゐのはな同窓会ウェ
ブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-7 千葉大学薬剤師卒後教育研修講座（2019年度）
（出典：千葉大学大学院薬学研究院臨床薬理
学研究室ウェブサイト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅰD-8
千葉大学大学院薬学研究院・薬友会　生涯教育セミナー・宮木高明記念講演会
（2019年度）

（出典：千葉大学大学院薬学研究院ウェブサ
イト、令和元年度） 10

教育 2117-ⅱ1-1 標準修業年限内修了率（2016年度～2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 13

教育 2117-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016年度～2019年度） （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 13

教育 2117-ⅱ1-3 医学薬学府2016-2018早期修了者数 （出典：医学薬学府作成資料　令和元年度） 14

教育 2117-ⅱ1-4 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 14 非公表

教育 2117-ⅱ2-1 「千葉大学の教育・研究」に対する意識・満足度調査報告書（2018年度）
（出典：「千葉大学の教育・研究」に対する意
識・満足度調査報告書、平成30年度） 15 非公表

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（医学薬学府）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

教育 2110-ⅰ1-1 看護学研究科学位授与の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ2-1 看護学研究科の教育課程編成・実施の方針（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ3-1 看護学研究科カリキュラムツリー（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ3-2 博士課程（博士後期課程）科目ナンバリングリスト （出典：大学院教務委員会資料、平成２９年度） 3

教育 2110-ⅰ3-3 看護系大学院における教育の基準とチェック表
（出典：新カリキュラム検討委員会資
料、平成28年度）

3

教育 2110-ⅰ3-4 複数指導体制による研究の遂行 （出典：履修案内、令和元年度） 3

教育 2110-ⅰ4-1 看護学研究科修士課程授業日程（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-2 看護学研究科修士課程　授業カレンダ－（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-3 看護学研究科授業日程表（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-4 看護学研究科博士課程授業日程（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-5 看護学研究科学年暦（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-6 看護学研究科授業カレンダー（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-7 大学院共通教育シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-8 看護学研究科シラバス（2019年度） （出典：千葉大学ウェブサイト　令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-9 看護学研究科履修案内（2019年度） （出典：履修案内、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-10 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 4

教育 2110-ⅰ4-11
千葉大学「インターンシップの実施状況の実施状況に関する調査の調査票（2017
年度）

（出典：就職支援課作成資料　平成30年度） 4

教育 2110-ⅰ5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（看護学研究科、2019年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 5

教育 2110-ⅰ5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（看護学研究科、2019年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 5

教育 2110-ⅰ5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料（看護
学研究科、2019年度）

（出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 5

教育 2110-ⅰ5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（看護学研究科、2019年度）

（出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 5

教育 2110-ⅰ6-1 看護学研究科の成績評価基準について （出典：Guidance 2019、令和元年度） 6

教育 2110-ⅰ6-2 大学院共通教育科目成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2110-ⅰ6-3 看護学研究科成績評価の分布表（2019年度） （出典：教育企画課作成資料、令和元年度） 6 非公表

教育 2110-ⅰ6-4 成績評価に関する異議申立書 （出典：履修案内、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ7-1 千葉大学大学院看護学研究科規程 （出典：履修案内、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ7-2 学位論文（課題研究）の審査に係る手続き及び評価の基準 （出典：履修案内、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ7-3 看護学研究科履修案内（2019年度）【抜粋】 （出典：履修案内、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ7-4 千葉大学大学院看護学研究科規程 （出典：履修案内、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ7-5 看護学研究科指導教員・主査および副査の基準 （出典：大学院教務委員会資料、令和元年度） 7

教育 2110-ⅰ8-1 看護学研究科入学者受入れの方針 （出典：千葉大学ウェブサイト　令和２年度） 8

教育 2110-ⅰ8-2 入学定員充足率（2016年度～2019年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 8

教育 2110-ⅰC-1 「FDマザーマップ・支援データベース」
（出典：付属看護実践研究指導センター
ウェブサイト、平成28年度）

10

教育 2118-ⅱ1-1 標準修業年限内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 11

教育 2118-ⅱ1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016年度～2019年度） （出典：看護学研究科作成資料、令和元年度） 11

教育 2118-ⅱ1-3 千葉大学の教育・研究に対する意識満足度調査報告書（2018年度）【抜粋】
（出典：千葉大学の教育・研究に対する意識
満足度調査報告書、平成30年度） 11 非公表

教育に関する現況調査表 別添資料⼀覧（看護学研究科）
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