
2021年度 園芸学研究科
入試説明資料

令和３年５月
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教育理念
• 園芸学研究科は、園芸とランドスケープを柱としたわが国ただ一つの

専門大学院として、環境園芸学一専攻で総合的な教育研究を行なって
います。また、千葉大学の総合性を生かした超域（transdisciplinary）ア
プローチによって、課題解決能力の高い人材を育成します。

• 園芸学研究科の伝統的な教育理念は「理論と実践」であり、問題に
対する理論的な検討を重視するとともに、あらゆる科学的成果を用い
た実践を大事にします。実践は、社会や産業の場における研究成果の
検証も意味しますが、そこで得られた反省は次の科学的検討の契機と
なります。このような運動によって、高度な知識と創造性を持った職業
人を養成します。

• もう一つの理念は、国際性の育成です。現代社会では、情報にも物
流にも国境はありません。世界中の人が競い合って科学は日夜進歩し
ています。一方で、社会の問題は、具体的に地域や特定の現場で生じ
ており、それらをすくいあげて課題解決に取り組むことが大切です。
Think globally. Act locally. そのように深く考え、フットワーク軽く行動で
きる人材を育成します。
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園芸学研究科組織図

環境園芸学専攻

生物資源科学コース

緑地環境学コース

食料資源経済学コース

ランドスケープ学コース

環境造園計画学領域

環境造園デザイン学領域

環境造園管理学領域

緑地環境システム学領域

緑地環境資源学領域

環境健康学領域

3

園芸科学コース

栽培・育種学領域

生物生産環境学領域

応用生命化学領域

食料資源経済学領域

令和元年度まで 令和２年度以降



研究科指導教員

 研究指導は複数の教員により行われます。

 詳細な研究内容はホームページを確認ください。

 受験する前に研究内容等について教員と相談してください。

 （博士前期のみ）出願の際は、指導教員の指定する科目を選択してください。
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園芸学研究科を修了するためには

・ 修了に必要な単位数

○博士前期課程

園芸科学コース：３０単位

ランドスケープ学コース：３４単位

○博士後期課程

どちらのコースも１４単位

・ 全員留学

在学中最低１回の「海外留学」が必須

・ 修了者に授与される学位

園芸科学コース：農学または学術

ランドスケープ学コース：ランドスケープ学または学術
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主な就職先：総務省、農林水産省、厚生労働省、林野庁、東京都庁、千葉県庁、埼玉県庁、神奈川県庁、千葉市役所、横浜市役所、国立研究開発法人
科学技術振興機構、北海道立総合研究機構、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、農研機構、千葉大学、読売新聞、デロイトトーマツファイナン
シャルアドバイザリー、アクセンチュア、鹿島建設、岩谷産業、キユーピー、関電不動産開発株式会社、株式会社オオバ、味の素AGF、大成建設、森永
製菓、全国農業協同組合連合会 ※報告のあった就職先からランダムに抽出。

卒業生数： 197名
進学者数： 73名
就職希望者数： 106名
就職者数： 101名
就職率： 95％

修了生数： 115名
進学者数： 10名
就職希望者数： 88名
就職者数： 74名
就職率： 84％

※報告があったもののみ集計
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海外留学のプログラム

千葉大学
・ 海外派遣留学プログラム（長期）

・ 協定校へのSummer Program（短期）（台湾、中国など）

・ ツイン型学生派遣プログラム（ツインクル）

・ グローバルボランティア など

園芸学研究科
・ ダブルディグリープログラム

→清華大学（中国）、ボゴール農科大学（インドネシア）、マヒドン大学（タイ）、上海交通大学（中国）、

パジャジャラン大学（インドネシア）、キングモンクット工科大学トンブリ校（タイ）、南京農業大学（中国）、

メイファールアン大学（タイ）、北京林業大学（中国）

・ その他園芸学部の協定校への派遣留学プログラム（短期・長期） など
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●タイ
・カセサート大学
・キングモンクット工科大学
・マヒドン大学
・メーファールアン大学

●イタリア
ボローニャ大学

●スウェーデン
スウェーデン農業科学大学

●イギリス
シェフィールド大学

●米国
ワシントン大学

千葉大学の各国における学生交流協定校

※園芸学部・研究科の学生の留学機会の多い大学

●シンガポール
シンガポール国立大学建築学部

●フィリピン
フィリピン大学

●パナマ
パナマ大学
パナマ工科大学

●インドネシア
・ボゴール農科大学
・パジャジャラン大学

●中国
・南京農業大学
・北京林業大学
・清華大学

●インド
タミルナドゥ農業大学

●韓国
・ソウル国立大学

●ドイツ
・ドレスデン工科大学
・ドレスデン応用科学大学
・ライプニッツ大学



教育をサポートする制度

・ 昼夜開講制
夜間等の指導：出願時に希望指導教員に要相談

・ 長期履修学生制度（社会人学生対象）
博士前期課程は最長４年、博士後期課程は最長６年の

修業年限で在学可能（授業料は年数分に分割）

※出願及び入学手続き時に申請、承認が必要

・ 早期修了

優れた業績をあげた学生は、最短１年間で修了

・ 科目等履修生制度
学部の授業を費用免除で履修可能（資格取得等）

9



２０２１年度に行われる入学試験

・博士後期課程

２０２１年１０月入学者（８月） 若干名

２０２２年 ４月入学者（８月） １８名
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・博士前期課程

２０２１年１０月入学者（８月） 若干名

２０２２年 ４月入学者（８月） １０５名



出願手続き（博士前期課程）
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出願手続き（博士後期課程）
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①千葉大学の博士前期課程から博士後期
課程へ進学する場合は不要。
②既に園芸学研究科の博士前期課程を修
了している場合は必要。



試験当日必要な書類 注 意 事 項 等

TOEIC L&Rの公式認定証，TOEFL
受験者用スコア票，またはIELTSの
公式成績証明書の原本と写し

（注）ただし，外国の大学を卒業し
た国費外国人留学生及びJICA研
修員は提出不要です。

口頭試問の際に原本を確認し，写しを提出していただきます。
なお，千葉大学の出身者のみ，千葉大学で実施されたTOEIC 
L&R -IP，TOEFL-ITPのスコアも認めます。
TOEIC L&R，TOEFL，IELTSいずれも，２０１９年８月以降に受
験した公式認定証，受験者用スコア票が有効となります。

※新型コロナウイルスの影響を受けた特例措置として，英語
の外部検定試験に申込をしたが，抽選の結果受験できなかっ
た場合は，上記以前の英語スコア及び千葉大学以外の機関
で受験したTOEIC-IP，TOEFL-ITPの提出を認めます。
ただし，上記特例措置を希望する場合は，口頭試問の際に抽
選結果を提示したうえで，英語での質疑応答を行います。

※TOEIC S&W は利用できません。

試験当日にTOEIC L&R等スコアの提出が必要です！
（博士前期課程・博士後期課程）
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有効期限に注意してください。



選抜方法（博士前期課程①）

過去問題は、園芸学研究科ホームページで公開しています。（直近３年分）
著作権の都合上、公開できない問題もあります。
専門科目には、コースごとの基礎知識を問う問題が含まれることがあります。
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選抜方法（博士前期課程②）
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選抜方法（博士前期課程③）
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選抜方法（博士前期課程④）

指導教員が指定する科目
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選抜方法（博士後期課程）①
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※口頭試問の時間は出願者ごとに調整されます。
事前に自身のプレゼンテーションの目安時間について、指導教
員にご相談ください。



選抜方法（博士後期課程）②
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 入学料 282,000円

 授業料 前期分・後期分各 321,480円（年額642,960円）

※千葉大学の博士前期課程から博士後期課程へそのまま
進学する場合は、入学料は不要となります。

入学時に要する経費等
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〒271-8510 千葉県松戸市松戸６４８

千葉大学松戸地区事務課学務室

電 話：０４７－３０８－８７１２，８７１４

電子メール：engei-daigakuin@office.chiba-u.jp

 最新情報は園芸学研究科入試ページで通知しま
す。定期的に確認してください。

問い合わせ先
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