
千葉大学は、総合大学としての特色を活かして多様な分野での環境教育を行い、得られた知見

を社会に還元しています。また、学生のみならず附属幼稚園・小中学校に対しても環境教育を

行い、SDGs に関係する人材の育成に努めています。

p.16　特集 4　従来の産学連携拠点を発展的に改組し、研究力強化・イノベーション創出の拠点を形成

p.18　学部長・センター長に聞く !

p.20　SDGs・環境に貢献する最先端の研究

p.22　学部・大学院での環境教育

p.24　附属学校における環境教育・環境活動

総合大学の特色を活かして
～SDGs に貢献する人材の育成～
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特 集 ④

2020年4月、研究力強化とイノベーション創出活動を担う組織として、学術研究・イノベーション推進機構(Academic 
Research & Innovation Management Organization: IMO) が設置されました。翌年4月には、その活動拠点となる IMO 
棟が西千葉キャンパスにオープンし、研究 IR、産学官連携コーディネート、知財創出・管理・活用、スタートアップ支援、アント
レプレナーシップ教育等の専門人材が積極的な活動をしています。

　研究力強化のため、日本学術振興会の科学研究費補助金(科研費)や、科学技術振興機構(JST)による「研究成果最適展開
支援プログラム(A-STEP)」、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「官民による若手研究者発掘支援事業」
を始めとする政府系競争的資金に関する、千葉大学限定説明会の開催やリサーチ・アドミニストレーター(URA)等によるサ
ポートプログラムを企画・実施しています。こうした取り組みにより、外部資金の採択件数・金額の増加など、本学の研究力の
向上に貢献しています。
　2022年6月には、自身の学術論文がどのように評価されているかを理解し、効果的な成果発表について考えるための
「英語論文データベース Web of Science と論文分析ツール InCites」講習会を千葉大学教職員・学生限定で開催しまし
た。約160名の参加者から多数の質問があり、関心の高さがうかがえました。

従来の産学連携拠点を発展的に改組し、
研究力強化・イノベーション創出の拠点を形成

研究力強化 : 研究者への外部資金申請サポート体制

　千葉大学では中山学長の新体制のもと、
研究・教育・大学経営・社会貢献の4つの戦
略からなる新ビジョン「Chiba Univers i ty 
Aspirations」を策定しました(詳細p.4)。このう
ちIMOは、特に「World Leading Research:国
際頭脳循環の中核として世界最先端の研究を
展開」と「Social Engagement:社会に大きく貢
献する千葉大学」を支援・推進する機関として、
研究力強化・イノベーション創出に関する様々
な新しい取り組みを企画、運営しています。今
回は、そのうちのいくつかの取り組みについて
ご紹介します。

学術研究・イノベーション推進機構(IMO)とは

教育・⼈材育成

研究シーズ側

研 究

研究成果の社会実装側

ü アントレプレナーシップ教育の提供
ü 知財セミナー
ü 研究IR勉強会

ー対象︓⼤学院⽣
ー前期2つ、後期2つー2021年度6回開催

ー対象︓教員 2021年度 3回開催

・科研費
・研究IR等

研究⼒強化 社会貢献①
・共同研究
・特許ライセンス等

社会貢献②
・研究成果活⽤

⼤学発ベンチャー

科研費サポート⽀援等 JST, NEDO, ⺠間資⾦獲得⽀援等 スタートアップ⽀援等

イノベーション実務のエッセンスから教育・⼈材育成へ貢献

IMOは⽀援を加速

ＩＭＯは「研究ＩＭＯは「研究⇒⇒⇒社会貢献社会貢献」まで幅広く」まで幅広くかかわる

IMO 概念図

 オープンスペースやコワーキングスペースを備えた IMO 棟の様子
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　IMOは2021年5月に独立行政法人日本貿易振興機構
(JETRO)と包括的連携協定を締結しました。そこで、千葉
大学の研究成果を社会実装につなげるため、学生や教員
の海外でのスタートアップに対して活動協力や情報提供
などの支援を行う「産学連携ジェトロデスク」をIMO内に
設置しました。ジェトロデスクには月2回程度JETRO職員
が在席し、国際産学連携や大学発スタートアップ企業の海
外展開を支援しており、2021年度には16件の相談が寄
せられました。
　また、JETROとの連携における教育活動への展開とし
て、2021年6月23日には連携強化記念ウェビナー「コロ

JETRO との連携 : 教育・国際産学連携の推進
ナ時代におけるヘルスケア・アグリテック研究の国際展開・
産学連携」を開催したほか、11月18日には国際教養学部生
を対象とした「未来のかたちとキャリアデザイン」という科目
で、ジェトロ・千葉大学連携講座「外資系企業の動向とキャ
リアパス」という授業を実施しました。これは 2022 年度に
普遍教育科目「対日投資の現状と外資系企業の実例」とし
て、EPAM Systems(米国 IT ソリューションスタートアップ)
から、ノバルティス、コストコといった外資系企業のゲスト講
師も招いた全8回の講座に発展しました。国際的な感覚を持
った若い専門人材が千葉大学から多く育つことを期待して
います。

　2022年6月9日に、IMOは企画部渉外企画課広報室と協働で本学の研究に
関する情報発信を行うオウンドメディア「CHIBADAI NEXT(チバダイ・ネクス
ト)」を開設しました。研究・産学連携事例紹介、時事解説、若手研究者の紹介、
学長特別企画などのコンテンツがあります。
　千葉大学は10の学部を始め17の大学院、センター、機構など数多くの組織
を有する総合大学であり、およそ1,700人以上の研究者がさまざまなテーマに
関する研究を行っています。これまで以上に学術研究の強化と研究成果の社会
実装を推進すべく、積極的な情報発信を通じ、全国の研究者、産業界、地方公共
団体、他大学等、学外のさまざまな方とのつながりを創出していくことを目的に
しています。

研究広報：研究の魅力を発信するオウンドメディア※を開設

トップページ

　IMOでは、大学発スタートアップの創出支援の強化とともに、アントレプレナー
シップ(起業家精神)教育も実施しています。イノベーション創出の担い手への直
接的支援を通じて、Social Engagement(社会貢献)の達成を促進します。
　従来から展開している、千葉大学独自の学内型ギャップファンドプログラム「な
のはなコンペ(ビジネスコンテスト)」の実施に加え、教員や大学院生といった現役
研究者向けの「第1回なのはなコンペ(アドバンスコース)2021」を開催しました。
さらに、2022 年度からは、より裾野を広げた活動である「スタートアップカフェ」
を学生起業家コミュニティ Chiba Start-up Community (CSC)とともに開催し

イノベーション創出活動強化 : アントレプレナーシップ教育を加速

ゲストと CSC とのトークセッションの様子

ています。起業に興味がある千葉大生と本物の起業家が触れ合う機会を創出し、次世代のアントレプレナーを継続して応援
していく予定です。
　また、2022 年度は JETRO のアントレプレナーシップ教育プログラム展開事業(国内大学と海外大学の連携によるスター
トアップ向けアクセラレーションプログラム等の企画・立案・実施に係る事業)の採択を受け(主たる機関:筑波大学、連携機
関:千葉大学等)、本格的なアントレプレナーシップ教育プログラムを構築し、学内にアントレプレナーシップを浸透させるた
めの計画を進めています。

CHIBADAI NEXT(チバダイ・ネクスト)
https://cn.chiba-u.jp

※　オウンドメディア：自社で運用するWebマガジンなどのメディアのこと
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学部長・センター長に聞く!
環境 ISO学生委員会のメンバーが4名の学部長・センター長に各部局で
SDGsへの取り組みについてインタビューを行いました。

園芸学研究科・園芸学部長

松岡 延浩 教授
社会科学研究院・法政経学部長

佐藤 栄作 教授

　園芸学部は「食」と「緑」をキーワードに、「園芸」と「ラン
ドスケープ」を専門領域とする日本で唯一の教育組織で
す。園芸学科は作物をより効率良く利用することを前提と
して、栽培中や食べた後に出た残渣や廃液の削減、リサイ
クルなど、ゼロエミッションを意識した研究を進めていま
す。これは細菌を使ってリサイクルを促進するという研究
で応用生命化学科とも関わりがあります。緑地環境学科
では、人間と生態系の関わりを調べ、人間がより豊かな人
生を送れるように研究を行っています。食料資源経済学
科は貧困に対して、食料を含む経済の視点から地球上の
全ての人が貧しい思いをすることなく過ごせるよう研究し
ています。このように全ての学科がSDGs達成に向けて日
々研究に取り組んでいます。

　多様な個人や組織で構成されている我々の社会は、政
治や経済等の多様な要因により複雑な構造となっています。
複雑な社会において生まれる様々な問題を解決するに
は、高度な専門知識や広い視野が必要です。社会科学研
究院・法政経学部は「社会の課題解決に取り組む高度職
業人の育成」を目指しています。経営学の分野において
は、SDGsはビジネスチャンスだととらえることができま
す。社会課題であり社会のニーズともいえるSDGsの達成
に貢献する事業の開発と、その事業を持続可能な収益事
業とすることが今後の企業の課題と言えます。また、企業
の事業活動の本質は社会課題の解決であるため、そも
そも事業活動自体がSDGsに関連していると言えます。
これからの企業はSDGsの観点から自分たちの事業を
捉えなおし、社会に貢献していく試みをさらに増やし
ていくでしょう。

全ての学科でSDGsに関連した研究を行う 社会の課題解決に取り組む高度職業人の育成

　千葉県と共に新しい農業の形を作る取り組みや、全国
農業共同組合連合会と協力して千葉大学で作られた技術
をより効率よく生産者の方に使っていただく取り組みをし
ています。また、ランドスケープの観点から三陸の津波被
害に対する活動を行うなど、町おこしを共同で行う活動
もあり、地域貢献への意識は高いです。

地域貢献に対する高い意識

　社会科学研究院の多くの教員が、自治体の審議会の委
員、セミナー講師、まちづくり推進委員、といった形で地域
社会貢献活動に寄与しています。また、ゼミナール活動の
中で、学生と一緒に地域連携を行っている例も多々ありま
す。それぞれの教員が自身の専門分野を活かして学生と
ともに地域に貢献する活動を行っています。

地域貢献への意識

　高校までとは違い大学は決まったことを決められただ
け勉強するところではありません。今後の人生、問題点を
見つけてそれを時間内に自分で解決することが大切にな
ります。そのため、在学中に問題を見つける力とそれを解
決する力を身につけて欲しいと思います。

学生へのメッセージ

　新型コロナウイルスやウクライナ侵攻など、今現在国際
社会は大きく変動しています。学生の皆さんには世界の出
来事に注目し、社会課題解決に主体的に取り組んでいた
だきたいと思います。

学生へのメッセージ
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　当センターは学内の研究支援施設として遺伝子組換え
マウスを作製して他の研究室に提供する他に、センター独
自の研究として、疾患モデルマウスを使用して病気の原因
解明や新たな治療法の開発をしています。SDGsに対して
は、病気の仕組みを解明して新たな治療の開発に貢献す
ることにより人類全体の健康を守る、という形でかかわっ
ています。また、動物実験には冷暖房など空調の管理や動
物への給水・給餌など、たくさんの資源やエネルギーを使
います。それらを削減するためにマウスの受精卵を凍結保
存しています。そして実験に必要な時に凍結卵を融解して
個体を作製し必要なだけマウスを供給しています。

　本センターは、教育活動・学習支援・コンテンツの近接
により教育・学習支援を高度化するという新しい概念「ア
カデミック・リンク」を提示し、様々な教育・学習支援の取
り組みを進めています。これは、誰もが等しく教育を受け
られるようにという SDGs の目標4に関連します。この目
標は日本のような国には関係ないと思われがちですが、
学生たちの「学びの多様性」に配慮し、さまざまな支援や
教育のためのリソースにアクセスできるような環境づくり
を行うことに焦点を当て、学生の学習スタイルのニーズに
柔軟に対応していけるかが重要だと考えています。

　コロナ禍の下では限定的になってしまっていますが、図
書館を一般市民に公開しており、社会に開かれた場所で
あるといえます。また千葉大学の研究成果は機関リポジト
リによって公開されており、大学が研究成果を広く社会に
普及しているという点で SDGs ともさまざまな要素で関
わっています。また、授業期間中の火曜日と金曜日の昼休
みに開催している「1210あかりんアワー」は、学内の専門
家が様々な分野について講義を行うイベントで、誰でも
参加可能です。

　本センターは図書館がベースになっている空間ですが、
従来の図書館とは違って声を出して良い「アクティブラーニ
ングスペース」でディスカッションができたり、本・デジタル
両方の資料にアクセスすることができたり、プレゼンテーシ
ョンなどアウトプットすることもできます。このように学習
を支える様々な機能があり、学びを深めたい学生には非常
に役に立つ場所です。この環境を最大限利用してください。
学生の皆さんがいかに良く学べるかを何よりも意識してい
るので、困ったことがあったらぜひ相談してください。

バイオメディカル研究センター長

幡野 雅彦 教授
アカデミック・リンク・センター長

竹内 比呂也 教授

新たな治療の開発に貢献する研究 SDGsの目標4の実現に向けて

　コロナ禍以前は地元の高校に赴いて、遺伝子組換えや
遺伝子そのものについての出張講義を定期的に行ってい
ました。遺伝子組換え生物の使用についてはルールが法
律で定められています。遺伝子組換えマウスが野外に逃
げ出してしまうと地域の生態系が崩れてしまいかねませ
ん。そのようなことが起こらないように、決められた厳格
なルールを守っています。また、千葉大学で飼育している
遺伝子組換え生物についても適切な飼育が行われるよう
学内での教育訓練を行っています。

地域の生態系を守る

図書館を公開する地域貢献

　学生の皆さんにはさまざまな活動に積極的に参加して
仲間を増やし、常識や慣習にとらわれずに好きなことに
熱中してほしいと思います。そして自分の得意なもの・生
涯続けられるものを見つけてください。また現代は数多の
情報が手軽に手に入る時代です。情報を取捨選択して正
しいものを選び取る能力は身に付けてもらいたいです。

学生へのメッセージ

学生へのメッセージ
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SDGs・環境に貢献する最先端の研究
千葉大学では文系・理系・医薬系を含む総合大学として多様な分野でSDGsに貢献
する研究を行っています。その一部について紹介します。

大気境界層中のオゾンと、オゾンの生成過程の気体の
濃度を同時に観測する技術の開発に成功　環境リモートセンシング研究センター 入江仁士 准教授

外国にルーツを持つ人たちと生きる移民難民スタディーズ
大学院社会科学研究院・グローバル関係融合研究センター 小川玲子 教授

地球温暖化対策として、主要な温室効果ガスである二酸化炭
素(CO2)の削減が不可欠ですが、CO2と大気汚染物質の発生源
は共通して化石燃料の燃焼等の産業活動に由来するものが多く
あります。そのため、大気汚染対策を進めれば温暖化対策になる
という相乗効果(コベネフィット)が期待されます。大気汚染物質
であり、それ自身が第3の温室効果ガスでもある大気境界層中の
オゾン(O3)は、化石燃料の燃焼等の産業活動に由来する前駆気
体(O3が生成する前段階の気体)である窒素酸化物(NOx = NO 
+NO2)や揮発性有機化合物(VOCs)から生成します。しかし、そ
れらを同時に観測する技術は確立されていませんでした。
　私たちは世界に先駆けて、地上リモートセンシングにより大
気境界層中のO3および二酸化窒素(NO2)とホルムアルデヒ
ド(HCHO)の濃度を同時に観測する技術(多軸差分吸収分光
法;MAX-DOAS法)を開発しました。NO2とHCHOはそれぞれ 
NOxとVOCsの濃度変化の指標とみなせます。千葉市とつくば市
においてMAX-DOAS装置で測定された2013年から7年に及ぶ
長期の生データを、私たちが独自に開発したMAX-DOAS専用ア
ルゴリズム(JM2)で解析し、年々の濃度変動傾向を調べました。
すると、千葉市においてO3の前駆気体の濃度は年率6～10%
の速度で急激に減少していましたが、O3の濃度には有意な減
少は認められませんでした。この新しい観測事実は、千葉市では

　留学生や技能実習生、国際結婚や難民など、人はさまざまな理由
で国境を越えます。日本社会にもすでに多様な背景を持つ人々が暮
らしています。急速な人口減少が進行する日本では、外国人がいな
ければ私たちの生活は成り立たず、農業、建設、介護はもとより、コン
ビニ弁当は作っている人も売っている人も外国人です。しかし、日本
には「移民政策がない」ため共生へ向けた施策は手薄で、外国人の
存在は見えにくく、課題が山積しています。
　本研究は学際的な研究チームを結成し、NPOと協力しながら外
国人と共に生きる社会の形成を目指します。そのために、第1に国際
移動の発生から定着にいたるまでの包括的な移住プロセスを明ら
かにします。外国人を受け入れ社会の側からだけとらえるのでなく、

O3の生成速度がVOCs濃度で律速され、また、NOx濃度の減少
が、NOによるタイトレーション効果(NO+O3→NO2+O2の化学
反応によってO3濃度が減少する効果)を抑制しているというメカ
ニズムが顕著に起きていることを示します。また、MAX-DOAS観
測から分かるHCHOとNO2の濃度比は大気汚染対策に役立つ
指標となることを提案しました。
　本研究の結果から、O3濃度の減少にはさらなる前駆気体の濃
度の減少が不可欠であり、一層の国内の大気汚染対策が必要で
あることが示されました。大気汚染対策を進めることは脱炭素化
を促進し、温暖化対策に貢献するといったコベネフィットが期待
されます。

地域研究や社会学の蓄積を踏まえて、トランスナショナルな人の移動のメカニズムを考察します。第2に教育と雇用に焦点を
当てて、実態調査と分析を行います。日本で暮らす外国ルーツの子どもたちは、教育を継続するうえで多くの課題を抱えて
います。一方、地域経済を支える企業は人手不足に苦しんでいます。多様な背景を持つ子どもや若い世代の学ぶ権利を保障
し、日本の労働市場に包摂するためには、次世代の地域の担い手を育むための制度と環境が必要です。それは外国人のみ
ならず、障がいを抱えた人や性的マイノリティなど誰もが生きやすい多様性に根差した豊かな市民社会なのです。

 西千葉キャンパス内で稼働中の MAX-DOAS 装置

研究チームのホームページ
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環境デザイン研究室による墨田サテライトキャンパスを
拠点としたプロジェクト　大学院工学研究院 原寛道 教授

「シックハウス症候群」経験しやすい人や環境・生活スタイルの特徴
予防医学センター 健康住環境創造ラボ 鈴木規道 准教授

　墨田区は、町工場や木造長屋の密集地帯、地域商店街、団地など、人々の多様な暮らしが密集し、隅田川と荒川に囲まれた海抜ゼロメー
トル地帯による水害や、木造密集地域による火災などの危険性も多い地域です。23区内で唯一大学が存在しなかった墨田区は、こうした
地域の課題を牽引して解決できる大学の誘致に長年取り組んでいました。 そこで、千葉大学墨田サテライトキャンパスは、スローガンを「す
べての未来の暮らしをシミュレートする」として、2021年4月に開設されました。私たちは、様々な人の暮らしの理想をプロジェクト型研究
として実践し、その知見を分析して多くの方に共有できるようにしています。

　普段過ごす室内には、目に見
えない多くの化学物質があり、
それらを吸い込んだりすること
で起こる「鼻のムズムズ・鼻水」
「頭痛」「のどの乾燥」「目のチ
カチカ」などの様々な健康障害
の総称を「シックハウス症候群」
といいます。症状の重さや頻度
は人によって異なり、外気に触
れる事で症状が緩和する事も
あるため、そのまま過ごしてし
まうケースが多くありますが、
症状がひどくなる可能性もある
為、十分注意が必要です。

タイトル : Risk factors for the onset of sick building syndrome: A cross-sectional survey of housing and health in Japan.
掲載誌 : Building and Environment/ DOI:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107976

研究プロジェクト1 ・ 街中こども遊び場のデザイン
　こども時代に体験した豊かな遊びは、後の人生に強い影響を与えます。しかしながら、現代の
こどもの遊び環境は、社会の経済効率性の向上には直結しないため、早期教育や受験産業と
いう既存のシステムに侵食されてきています。そこで、いつでも遊べるように、毎週水曜と金曜
の放課後に「キラキラキッズクラブ」を商店街の店舗で、ワゴン車に遊びを詰め込んだ「移動式
遊び場」を公園や小学校放課後校庭に実践しています。また、墨田キャンパスでは、毎月1回、町
工場から出る廃材を使って無限に工作遊びができる場をデザインしています。

研究プロジェクト2 ・ 街中農業のデザイン
　墨田区は農業がない街です。そこで、植物工場の栽培技術を応用し、街中に協同で野菜やハ
ーブの生産ができる拠点を制作し、一緒に育てて一緒に食べる、そしてつながる活動のデザイ
ンをしています。ここでできたつながりが、災害時にも共助の力として発揮できるように、防災
食に関する取り組みも関連して行っています。

シックハウス症候群を経験しやすい人や生活スタイル 

　そこで、「シックハウス症候群」を経験しやすい人の特徴や、予防方法について研究しています。全国の 20～70 歳の男性 3,238 名、女性 
1,758 名、計 4,996 名を対象に、症状に関連する人の特徴を調査しました。約 26.9%の人が 何かしらのシックハウス症状を経験してお
り、以下の特徴を持つ人は症状を経験しやすい可能性がわかりました。

・　女性(男性に比べて 1.20 倍)や、若い人(60 代と比べた場合、20 代は 2.42 倍) 

・　アレルギーの既往歴、喘息がある人(1.41 倍)や、神経性が敏感な性格の人(1.56 倍)

・　喫煙歴がある人(1.24 倍)や、室内での喫煙、受動喫煙・副流煙を吸い込んでいる人(1.25 倍) 

・　床にカーペットを敷いている人(1.48 倍)、ホコリを目にする部屋に居住している人(1.56 倍)

症状を経験したことがある人は、その家族も含めて、室内での喫煙を行わない、カーペットの使用を控える、室内でのホコリを目にしない
ような適切な掃除を行うなど生活スタイルの改善で予防できる可能性があります。また、新築やリフォーム直後の住宅や建物は化学物質濃
度が高い事がありますので、十分に注意してください。窓開けによる換気や換気扇を用いるなど、外の新鮮な空気を取り込むことが大切で
す。COVID-19の影響で、高齢者や子供だけではなく、日中外で仕事をしていた人も家で過ごす時間が増えてきました、正しい知識を持ち
予防を心がけてください。
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学部・大学院での環境教育
千葉大学では学内における環境教育・研究を推進させることを環境目的に掲げてい
ます。その中で、環境に関連する科目や書籍を充実させる取り組みを行っています。

　千葉大学では、文系と理系双方の学部・大学院・センター等を有する総合大学という特徴を活かし、年間を通して多様な
環境教育を行っています。2021年度に開講された環境関連科目は合計695科目(昨年度713科目)でした。工学部は昨年
度まで新旧カリキュラムが併行して開講していたものが新カリキュラムだけになったことに伴い、大幅に数が減少しました。
学部・大学院別の開講科目数は下記の通りです。()は前年度の数。

　千葉大学附属図書館では、環境に関する書籍を充実させることが環境教育・
環境研究を促進させるための大切な取り組みの一つと位置づけ、学生の希望
も聞きながら環境関連書籍の増加に努めています。2021年度末時点では、西
千葉の附属図書館本館に4,462(前年度4,395)冊、松戸分館に784(759)冊、
亥鼻分館に234(71)冊が所蔵されています。亥鼻分館は、医学部の本館移転
に伴い、研究室から図書館に本が返却(返戻)されたために大幅に増えました。
　また、環境ISO学生委員会では、多くの学生に環境問題に対して興味を持っ
てもらえるよう、環境関連書籍を附属図書館のブックツリーに展示するイベン
トを開催するとともに、学生委員会が選定した環境関連書籍を読んで感想文
を送ってもらい、抽選で図書カードをプレゼントするという企画を行いました。
今後も環境関連書籍の増加を目指すとともに、展示イベントや広報活動での
周知に尽力していきます。

環境関連科目※の開講

図書館での環境関連書籍の充実

※　環境関連科目:「大気・水質・土地・天然資源・植物・動物・人およびそれら
の相互関係を含む、組織の活動を取り巻くものであり、組織内の者から地
球規模の生態系にまで及ぶ」という定義に関連した科目

※　普遍教育科目:千葉大学内で開講され、英語・情報リテラシー・教養展
開科目など、国際化・情報化した現代社会において必要な基礎的で共通 な
技能と知識を習得する科目。

企画ポスター

環境関連科目の一覧はWeb サイトに掲載

学部
普遍教育※ 人文公共学府

国際教養学部 教育学研究科

文学部 融合理工学府

法政経学部 園芸学研究科

教育学部 医学薬学府

専門法務研究科理学部

工学部

園芸学部

医学部

薬学部

看護学部

大学院計512 (524)

72 (68) 10 (10)

6 (6) 4 (5)

16 (16) 53 (50)

19 (18) 106 (114)

28 (25) 8 (10)

1 (0)29 (32)

104 (126)

225 (220)

2 (2)

8 (8)

3 (3)

計183 (189)
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千葉大学で開講している環境関連科目の一部の内容を紹介します。

環境関連科目の内容紹介

再生生態学 
小林達明教授(園芸学研究科・園芸学部)

　生態系は植物、動物、微生物の動的な共同体であり、機能単位とし
て物理的環境と相互作用します。十分に発達した生態系では、資源は
多様な生物群によって有効に使われ、環境負荷の少ない自律的な系
を形成しており、撹乱に対しても回復力を有しています。生態的再生
は、災害や人為的改変などにより劣化した、損傷した、あるいは破壊
された生態系の回復を手助けするプロセスです。本科目では、再生
の生態学的理論、環境アセスメント、生物多様性保全、山地・河川・湿
地・海岸・都市などにおける再生の計画と技術について講義していま
す。2021～2030年は国連「生態系再生の10年」と宣言されており、
世界の生態系劣化への取り組みが期待されています。

　「マスクと私たちの未来-SDGsから考えよう-」は、マスクを通して見える様々な社
会的課題がSDGsとつながっていることを学ぶことができる教材です。内容は4テ
ーマで構成されています。例えば「マスクのライフサイクル」では、マスクの生産から
廃棄の過程で起こっている課題を取り上げ、SDGsの目標12「つくる責任つかう責
任」と結び付けた理解を深めます。私たちに身近な必需品であるマスクとSDGsと
のつながりを感じ取ることができれば、自分事としてSDGsを捉えることが期待でき
ます。
　この教材は、教育学研究科の開講科目『家庭科授業研究II』の一環として作成が進
められ、2021年11月に附属中学校の家庭科授業で実施されました。

執筆協力 :　教育学部 中山節子 准教授

コラム

大学の授業で作成したSDGsに関する教材を
附属中学校の授業で活用

気象情報論
樋口篤志准教授(環境リモートセンシング研究センター)

　地球温暖化、人口密集地域におけるゲリラ豪雨など、身近な地域から地球規模に
わたる環境問題の仕組みを理解するために、主に大気圏における諸現象について
学んでいきます。講義の前半では気象現象の基礎となる力学・熱力学などに基づ
き、基本原理やメカニズムについて理解を深めます。講義後半は基盤情報としての
気象データについて、観測された情報の意味およびその扱い、数値シミュレーショ
ンによる天気予報、将来予測について学びます。最後に、避けては通れない気候変
動に関する問題(気候正義)に対し、我々はどのように振舞っていけば良いのか考え
ていきます。

アメリカ静止気象衛星 GOES-R が捉えたアメリカ大陸側の地球全体の様子　▶
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編集担当 : 小川香椰 ( 教育学部 2 年 )

附属学校における環境教育・環境活動
教育学部の附属幼稚園では環境ISO学生委員会が環境教育プログラムを実施してい
ます。小中学校と特別支援学校では、委員会活動の一環で環境活動を行っています。

環境ISO学生委員会が作成した「環境だより」を附属幼稚園・小中学校の、園児・ 
児童・生徒に配布しています。東京五輪2020のリサイクルメダルの話や千葉大で脱
プラスチックに取り組んだ竹製ストロー導入の実証実験の紹介、エコクロスワードパ
ズルなどを掲載し、家庭での環境意識の向上に努めました。

「環境だより」による環境意識の啓発

附属小学校の環境ISO校内美化委員会には5年生と6年生の計20名程が所属
しており、校内の環境改善や環境への意識向上に向けた取り組みを行っていま
す。2021年度も感染症対策で活動の制限はありましたが、節電・節水のポスター作
りに取り組み、校内放送を活用して呼びかけも行いました。また、低学年の児童がリ
サイクルについて理解ができるように、ミックス古紙の収拾についての掲示物も作成
しました。今後も、児童を主体とした環境意識の改善・向上を目指して活動を行って
いく予定です。

附属小学校における取り組み

　附属特別支援学校は、知的発達に障害のある児童生徒を対象とした学校です。小学部高学年・中学部・高等部では、 役員会を中心に4つ
の委員会に分かれて、さまざまな活動を行っています。その中でも環境に関係する活動として、 「美化委員会」では、 流し台の石けん補充や
トイレ等の清掃、グラウンドの落ち葉集めなどを行い、自分たちで校内の環境を整備しています。「リサイクル委員会」では、アルミ缶の収集
を行い、空き缶潰しの活動を行っています。潰した缶は、業者へ売却し、売上金は日本赤十字社に寄附しています。

附属特別支援学校における取り組み

ISO

2022 03.14

 環境だより

「クリーンデー」は環境ISO学生委員会が主催する年長児を対象とした環境教育
プログラムです。例年行っている対面での実施ができなかったため、海洋プラスチッ
クごみ問題とその取り組みについてわかりやすく紹介する紙芝居を絵本風のリーフ
レットにまとめ、園児たちに配布しました。

附属幼稚園における取り組み「クリーンデー」

リーフレットの一部　▶

　附属中学校の環境ISO委員会には各クラスから2~3名が所属し、企画、運営
を生徒主体で行っています。2021年度は、生活環境に関するアンケートを実施
したり、学年ごとに植物を育てようと観賞植物を購入して育てたりする活動を継
続しています。また、環境ISO学生委員会からオンラインで「千葉大学と附属中
学校のISOを知ろう!」というレクチャーを受け、ISOについて確認するとともに、
実際の活動に応用できるプロセスなど実践的な内容を学びました。コロナ禍で
中断していた交流がこうした形で再開できたことにも大きな意味を感じていま

附属中学校における取り組み

レクチャーの様子

す。今後も、委員会の生徒が環境に配慮した工夫や活動をするだけでなく、積極的に情報を発信し周囲の理解と協力を促すことで、全生徒
が環境意識を持ってもらえるよう取り組んでいきます。




