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国立大学法人 千葉大学

先進科学プログラム

少人数教育と
特別カリキュラムで

科学者・研究者
を目指す近道です。

高2、高3秋から
最先端の研究分野に
飛び入学
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飛び入学なら

高2
高3秋



「先進科学プログラム」は、

高校2年修了後、通常より1年早く大学に

入学できる制度です。入学後は、所属する

各学部・学科の授業科目と並行して、

本プログラム生専用カリキュラムに基づいた

少人数専門教育を受けることができます。

学べる分野は物理学、化学、工学など

5分野13クラスにおよびます。

宇宙物理学、バイオテクノロジーから、デザイン、

ナノサイエンスまで、千葉大学には世界から注目される

さまざまな最先端の研究分野があり、

先進プログラム生は早い時期から

そのような研究に携わっていくことができます。

物理学、化学、工学、植物生命科学、人間科学

最先端の科学を学ぼう

素粒子物理学
原子核物理学
宇宙物理学
粒子線物理学
強相関電子系物理学
ナノサイエンス
電子物性物理学
光物性・量子伝導物理学
生命・情報物理学

波動・回路
物性・デバイス
システム・制御
情報・通信

住環境創造デザイン
環境形成デザイン
構造安全計画

材料・強度・変形
加工・要素
システム・制御・生体工学
環境・熱流体エネルギー

バイオ機能化学
環境調和分子化学
無機・計測化学
資源プロセス化学

画像診断
手術支援
電磁応用
健康・リハビリテーション支援

情報基盤工学
情報処理工学
リモートセンシング工学

都市空間計画
都市基盤工学
都市環境工学
都市情報工学

製品デザイン
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

有機化学
無機・分析化学
物理化学
生命化学

哲学
認知情報科学
心理学
社会学
文化人類学

生命分子化学
生物資源化学

［5分野13クラスの研究分野］

共生応用
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co lu m n

1983年、東京大学 工学部 物理工
学科卒。オリンパスで研究開発に携
わった後、1992年 東京大学大学院
工学系研究科物理工学専攻修了。
博士（工学）。1992年から千葉大学
画像工学科助手となり、2006年融
合科学研究科教授。

最先端の研究へ
「飛び入学」

1975年東京大学大学院博士課
程修了（工学博士）、1998年東京
大学生産技術研究所教授、2007
年国立環境研究所理事を経て、
2016年から現職

2

尾松 孝茂
千葉大学大学院
工学研究院 教授

分子キラリティー研究センター
センター長

分子キラリティー
研究センター

キラリティー物質科学

最先端の研究へ
「飛び入学」

①レーザー光の「キラルな光」で金属や有機薄膜の表面をキラ
ルな構造に変える  ②キラリティー（Chirality）。右手と左手の
ように同じ形だが、重ね合わせることができない構造を持つ物質  
③「キラルな光」を当てることで、金属や有機薄膜の表面をキラ
ルな構造に変える実験の顕微鏡写真

①SARによる地上観測のイメージ図  ②無人飛行機に搭載し
たSARで観測実験を行う  ③2008年に「宇宙基本法」が成
立し、日本の宇宙開発は「研究」から「利用」へと変化しつつあ
る。リモートセンシングの成果を分析し、地上にあるデータと融
合させることによって異分野協働による衛星利用の高度化も進
めている

co lu m n

　尾松孝茂教授は、レーザー光を
利用したキラリティの研究によって、
米国光学会のフェロー表彰を受け
ました。また、平成28年度科学技
術分野の文部科学大臣表彰「科
学技術賞」も受賞しています。

◎世界を驚かせた千葉大学の発見

　右手と左手は同じ形をしていますが、お椀を重ね

るようには重ねることはできません。このように構

成要素が同じなのに立体構造がその鏡像と空間

的に重ならない性質のことを「キラリティー」と言い

ます。キラリティーのある物質は、同じ化学式でも

右手系と左手系で性質が異なり、一方だけに薬と

して効果があったり、一方だけが電子部品の材料

としての性能が良かったりします。一般的に物質

を合成した場合、右手系と左手系が同数生成され

ますので、キラリティーを創薬などに利用する場

合、「左右」の使い分け・創り分けは重要な技術に

なってきます。

　千葉大学分子キラリティー研究センターでは、

「光のキラリティー」に注目し、物質にレーザー光を

当てることで、物質を螺旋構造に変形させることが

できることを発見しました。キラリティーのない物質

をキラリティーのある物質に変形させることができ

るのです。この現象は物理的な力学現象なのでど

のような物質にも適用できます。原理的には右手

系（あるいは左手系）の物質だけを100%創り分ける

ことも不可能ではなくなったのです。

　千葉大学に設置した「分子キラリティー研究セン

ター」では、理学・工学・薬学・医学の教員が学部を

超えて一丸となり、世界の頂点を目指して新時代の

「キラリティー」の研究教育に挑戦しています。

3

安岡 善文
千葉大学
環境リモートセンシング
研究センター 
センター長

環境リモートセンシング
研究センター

リモートセンシング

◎世界規模の共同研究をリードする研究拠点

　リモートセンシングとは、人工衛星、飛行機、ド

ローン等のプラットフォームに搭載したセンサーか

ら大気や地表面を観測する技術です。千葉大学

の環境リモートセンシング研究センター（CEReS）

は、リモートセンシングという名前を冠した日本で

唯一の大学附置研究機関です。2010年には文部

科学省から全国共同利用・共同研究拠点として認

可を受け、国内外の大学や研究機関と共同して年

間約50件の共同研究を実施しています。CEReS

では、最新の気象観測衛星である「ひまわり8号」

のデータを使いやすい形で公開し、多くの研究者

に役立っています。

　リモートセンシングには、可視光や赤外光など

の光が多く使われますが、波長が長く雲の減衰を

受けないマイクロ波も利用されています。CEReS

では、世界で初めて円偏波の合成開口レーダ

（SAR/Synthetic Aperture Radar）を搭載した

小型衛星の開発を進めています。小型でありなが

ら、衛星の軌道運動を利用して大きなアンテナ開

口を実現し、最高で数十cmという高解像度の観

測画像を昼夜を通して得ることができます。併せ

て地球環境観測のために、無人航空機や航空

機搭載用の様々な先端的なマイクロ波センサー

の開発も行っており、電離層の観測を通じた地

震前兆の把握、地表面散乱を利用した地盤沈下

や土砂崩れ等モニタリングにも活用していきます。

情報工学

物質工学
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米国光学会（OSA）
Fellow 表彰

リモートセンシングで
宇宙から、数十ｃｍの
解像度で地表を観測する

左手系 右手系

　SKYNETはCEReSが中心と
なって運用している国際的な放射
観測ネットワークで、そのデータは
世界の衛星のデータ校正に活用
されています。

国際地上大気観測
ネットワーク（SKYNET）

1
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右手系？ 左手系？
物質や光の性質を変える
「キラリティー」

最先端の研究へ「飛び入学」01
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吉田 滋
千葉大学大学院
理学研究院 教授

ハドロン宇宙国際研究センター
センター長

ハドロン宇宙国際
研究センター

宇宙物理学

1994年、東京工業大学で理学博士
を取得。アメリカ・ユタ大学研究員、
東京大学助手等を経て2002年、千
葉大学に着任。超高エネルギー宇
宙ニュートリノ発見への貢献により平
成基礎科学財団より戸塚賞を2014
年に受賞。

南極でニュートリノを観測し
高エネルギー宇宙の起源を探る

◎南極の氷に5160個の「光検出器」を
　埋め込んだアイスキューブ

　宇宙には、光のスピードで降り注ぐ、「エネルギー

の高い」物質の束（宇宙線）があります。その中に

は、目に見える光（可視光）に比べて1000兆倍以

上もエネルギーの高いものがあります。いわば極

限宇宙の産物とも言えるこの宇宙線はどのように

作り出されたのでしょう？

　千葉大学ハドロン宇宙国際研究センターは、こ

の宇宙物理学上最大の謎を解き明かすことを研究

ミッションとして掲げています。その具体的手段とし

て、素粒子の一つである「ニュートリノ」を捉えること

で極限高エネルギー宇宙の現場を調べる手法を

用いています。

　ニュートリノは貫通力が高いため、宇宙探査には

極めて有用ですが、その性質ゆえに、検出器を作っ

ても痕跡を残さず、大半のニュートリノは素通りして

しまいます。そのため、希少な高エネルギーニュート

リノが稀に残す痕跡を捉えるには巨大な体積を持

つ検出器が必要とされるのです。そこで、南極大

陸にある氷河を検出体に使おうという発想が生ま

れ、12カ国国際共同実験「IceCube」プロジェクト

がスタートしました。本センターは日本からの唯一の

参加研究機関です。

　IceCube実験装置は南極点にある米国アムン

ゼン・スコット基地直下に7年余りの歳月をかけて

建設されたました。そこには、ニュートリノがごく稀に

氷河と衝突して放射する微弱な紫外光を捉える検

出器5160台が埋設されています。

　2011年より完全稼働に入ったIceCube実験の

観測データから、私達日本グループは可視光に比

して1000兆倍も高いエネルギーのニュートリノ事

象を発見しました。これは粒子を加速する宇宙「エ

ンジン」によって作られたニュートリノが実在するこ

とを示唆する世界初の観測結果です。

　そのような観測データを利用し、３次元の磁気

流体シミュレーションコードを超並列スーパーコン

ピュータに実装して高解像度のシミュレーションを

行うことで、高エネルギーニュートリノの放射源とし

て考えられている巨大ブラックホールの仕組みの解

明を目指しています。

　学問は刻一刻と変化していきます。新しい分野は過

去の蓄積が少ない分、特に若者の熱意が、その進展

を左右します。ぜひチャレンジしてほしいと思います。

　超高エネルギー宇宙ニュートリ
ノを南極の氷を巨大な検出器に
して捉え、 その起源を探ろうとい
う国際共同実験。世界12カ国か
ら研究機関が参加。日本からは
唯一千葉大学が参加している。

①南極点にあるIceCubeプロジェクト観
測所  ②直径330ミリの光検出器  ③
埋め込みを待つ光検出器  ④125メート
ル間隔で氷の中に埋め込む  ⑤観測さ
れたニュートリノ事象  ⑥ブラックホール
が宇宙ジェットを噴出している様子のシ
ミュレーション。なぜジェットが噴出される
のかは解明されていない  ⑦ブラックホー
ルにガスや塵が落下しながら差動回転
運動をしている様子をあらわしたシミュ
レーション画像

物理学
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よって構造解析を容易にする手法を開発し、創薬

研究に大きな進歩をもたらしました。

　創薬のターゲットとなるタンパク質の立体構造を

体系的かつ網羅的に解明していくことは、ライフサイ

エンスの進展に貢献できるばかりでなく、立体構造

に基づいた医薬分子設計（SBDD）を推進する上で

産業界からも大きな期待が寄せられています。生体

構造化学研究室では、タンパク質の革新的な構造

解析基盤の構築を目標に、研究を進めていきます。
2000年東京理科大学大学院基礎工
学研究科博士課程修了。2009年千
葉大学大学院理学研究科特任准教
授、2014年教授。理化学研究所客員
研究員、JSTさきがけ研究者（大挑戦
型）、千葉大学キラリティー研究センター
部門リーダー等を兼任。

①概日リズムは細胞核の中で作られ、
シグマ因子によって葉緑体に伝達され
る  ②トマトの赤や黄色などの色素体
はどのようにしてできあがったのか。
多様な色素体の分化機構を解明する  
③色素体機能に関わる遺伝子は、色
素体自身からのシグナルによって制御
されているらしいということがわかって
きた

1秒間に30回の高速で羽を動かすハチドリ型ロボット

錯視の例。この道路は遠近法で三角形に見える。頂点の角度は何度ぐらいに見えるだろう？ 多くの人は50度
～60度と答えるが、実は100度を超えている

最先端の研究へ
「飛び入学」
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最先端の研究へ
「飛び入学」

◎体内時計を葉緑体に伝えているのは
　「シグマ因子」だった

　概日リズム（circadian rhythm サーカディア

ン・リズム）は、さまざまな生命活動が24時間周期

で行われるシステムのことで、一般的に「体内時

計」といわれているもの。これは人間だけではなく、

植物や菌類など多くの生物に備わっており、光合

成や代謝などさまざまな機能が1日の中で最適な

時間帯に起こるよう調節しています。この「概日リ

ズム」を作るために機能する遺伝子は「時計遺伝

子」と呼ばれ細胞核にあることがわかっています。

　植物の場合、光合成能や生産力の向上におい

て概日リズムは重要な役割を果たしますが、核を中

心に作られた概日リズムの情報がどのようにして葉

緑体に伝えられているかは長らく謎とされてきまし

た。２０13年、私たちは、東京工業大学、英国ブリ

ストル大学等との共同研究によって、「シグマ因

子」と呼ばれるDNAの転写に関わるタンパク質が

時間情報の伝達に関わっていることを突き止め、

米国科学雑誌「Science」に発表しました。

　地球上の全ての生命は、葉緑体の光合成機能

により支えられています。葉緑体機能を正確に構

築・維持するためには、常に核や他の細胞小器官

との連携（クロストーク）が必要です。私達の研究

室では、光や概日時計に応答した遺伝子発現調

節や細胞内シグナル伝達機構について研究を進

め、その仕組みを利用して食料問題・環境問題の

解決を目指していきます。

　これから科学を学ぶ若い頭脳の参加を期待して

います。
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◎「ドレスの色」問題でわかる、人間の認知力

　しばらく前にSNS上を飛び交った「ドレスの色」

問題。写真に写ったドレスが「青と黒」に見えたり

「白と金」に見えたり。私たち研究者の間でもずい

ぶん話題になりました。インターネット上のドレスの

色は、本当は青と黒なのですが、写真だと手前が

日陰になっているので、「青く見えるけれども実際

は白ではないのか？」と考えてしまうのです。さらに、

黒い部分はやや光沢があるように見えるので、ゴー

ルドではないかという錯覚（錯視）が起こるのです。

　モノ作りの世界では、多くの場合、人間がユー

ザーとして関わります。ついつい錯覚してしまう人

間の行動や心の特性についての科学的理解に基

づいて製品を作ることで、使いやすく、安全で、し

かも、人間の能力をこれまでになく発揮できるよう

になります。そのような、人間の特性に合わせ、可

能性を引き出すようなユーザーサポートシステムの

構築が私たちの研究テーマです。

　現在、研究室では認知科学と拡張現実（AR）

を組み合わせた空間探索サポートシステム「千葉

大学地図アプリ」を作成しています。人間の認知

能力に合わせてナビゲーションを行うこのアプリを

つくることで、将来的には、千葉県内の観光名所

や都市部でのナビゲーションを可能にするシステ

ムへと発展させることによる地域貢献も視野に

入れています。さらに、認知科学的な基礎研究と

応用研究とを組み合わせて人間に合わせたモノ

作りを実現するノウハウを構築することで、千葉

大に認知適応科学の研究拠点を構築することを

目論んでいます。

最先端の研究へ
「飛び入学」

1992横浜国立大学大学院工学研究
科博士課程修了、博士（工学）、同年運
輸省船舶技術研究所研究員、1993年
科学技術振興機構・創造科学研究推
進事業研究員、1998年名古屋工業大
学助手、2000年理化学研究所先任
研究員、2003年４月より現職。

4
生体構造化学研究室

村田武士
千葉大学大学院
理学研究院 教授

生体構造化学

最先端の研究へ
「飛び入学」

◎創薬研究を容易にするタンパク質の
　構造解析技術

　ヒトゲノムの解析が進んだことによって、創薬は

大きく進歩しました。従来の薬は、何十万もの薬効

成分をしらみつぶしに試して、もっとも効果の大き

い物質を探し出すという方法でした。たとえば、さま

ざまな薬草を実験動物に投与して、病気の回復に

効果がありそうなものを探すという方法です。ここ

では、薬草のどんな成分が実験動物のどこに作用

して病気が治ったのかわかりません。最新のゲノム

創薬では、病気の元となるタンパク質を探りあて、そ

のタンパク質の構造特性を研究することで、病気

の回復に効果がありそうな物質を推定したうえで、

効果を検証していきます。ターゲットとなるタンパク

質や、効果のありそうな薬効成分をあらかじめ絞り

込むことができるので、従来の方法に比べてはるか

に効率がよくなりました。

　さて、そこで今多くの科学者が研究を進めている

のがターゲットとなるタンパク質の構造解析です。

タンパク質は非常に壊れやすく構造解析が難しい

とされていました。千葉大学と京都大学の共同研

究チームは、タンパク質を壊れにくく改変することに

ゲノム創薬を
飛躍的に進化させる
タンパク質の構造解析

◎虫や鳥はなぜ墜落しないのか？

　超小型モーターを使って 1秒間に 30 回という

高速で羽を動かしながら空中を飛ぶ「ハチドリ型

ロボット」。私たちが取り組むのは、バイオメカニク

スを活用した飛行システムの開発です。

　生物飛行には数ミリサイズのハエや蚊から、数

センチのハチドリ、1メートルの白鳥、数メートルと

いわれる太古の翼恐竜まで多様なサイズや形態

があります。昆虫は毎秒数十回から数百回も羽ば

たきすることで自重を支えながら静止飛行や急旋

回を行い、急速なターンや突風に対しても姿勢を

保って飛行を継続できます。人類が発明したジェッ

ト機やドローンは、状況によっては墜落しますが、

昆虫はなぜ墜落しないのでしょうか？

　何億年にもわたる自然淘汰の結果、進化し続

けてきた昆虫や鳥などの羽ばたき飛行。その原理

の解明に、近年、さまざまな分野の研究者が挑ん

でいるのは、災害時における空撮、農薬散布や沿

岸監視、テロ現場での情報収集等、さまざまな条

件の中で安定して飛行できる無人小型飛行体

（MAV: Micro Air Vehicle）のニーズが高まって

いるからです。

　研究室では、自然界や都市の様々な自然乱流

のある極限環境下においても、昆虫や鳥のように

自由自在に飛び回るような高機動性かつロバスト

（制御可能）な小型飛行体の研究開発、さらに今

話題になっているマルチロータ（回転翼）をもつド

ローンへの次世代生物規範型モデルの開発を遂

行していく予定です。

生物規範工学は生物学、機械工学、航空
工学、計算科学、ロボット工学、材料工学
などを含む学際性に富んだ新学術領域
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生体工学研究室

劉 浩
千葉大学大学院
工学研究院 教授

バイオメカニクス

行動科学研究室

認知科学

機械工学 人間探求

化 学
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co lu m n

　千葉大学西千葉キャンパス内は
敷地の関係で、道路や建物が斜
めに配置されており、普通の地図で
は人間の感覚が合致しにくい。認
知科学と拡張現実を応用して使い
やすい地図を作成。

千葉大学地図アプリ

1

虫や鳥が飛ぶ原理で、
災害時にも活躍できる
無人小型飛行体を作る

ヒト由来イオン
輸送体（BandIII）
Science 2015

好熱菌由来
ロドプシン（TR）
JBC 2015

ラット由来糖
輸送体（Glut5）
Nature 2015

ヒト由来プロスタ
ノイドEP4受容体
論文投稿中

ヒト由来アディポ
ネクチン受容体
Nature 2015

ヒト由来アセチル
コリンM2受容体
論文投稿中

ヒト由来アデノシン
A2a受容体
Nature 2012

腸球菌由来V1-
ATPase
Nature 2013

腸球菌由来V-
ATPase K-ring
Science 2005

緑膿菌由来
NOR
Science 2011

X線結晶構造解析技術を用いて得られたさまざまなタンパク質の立体構造

1998年京都大学総合人間学部卒。
2000年、京都大学大学院人間・環境
学研究科（修士）、2003年東京大学大
学院農学生命科学研究科修了（博
士）。日本学術振興会特別研究員、
JST CREST研究員などを歴任。

分子生体機能学研究室

華岡光正
千葉大学大学院
園芸学研究科 准教授

応用生命化学

植物
生命科学

生物の概日リズム
（体内時計）が
働く仕組みを解明して、
未来農法に生かす

2 3

認知科学と拡張現実
（AR）を活用して、
使いやすい製品や
システムを作る

大阪市立大学文学研究科後期博士課
程修了。博士（文学）。学術振興会特
別研究員、ヨーク大学での博士研究員、
山口大学工学部講師・助教授を経て
2006年に千葉大学文学部助教授とし
て着任。2013年より現職。

一川 誠
千葉大学 
文学部 行動科学コース 教授



国際舞台につながる、学習支援と  学習環境
先進科学プログラム生には、海外での語学研修や、海外での学会参加など、特別な国際教育の機会が用意されています。

また、海外研修費用を大学が負担するなど、経済的なサポートも充実しているので、安心して学習･研究に取り組めます。

02

■手厚い経済面のサポート

入学料免除、
海外研修費免除 等

渡航費は
大学が負担

入学料は免除されます。また、授業料も選考のうえ全

額または半額が免除される制度があります。海外研

修の際も個人的に使う経費以外の負担は必要ないた

め、経済的な心配をすることなくチャレンジできます。

2005年4月、先進科学プログラム人間探求コースに入
学。千葉大学卒業後、ピッツバーグ大学で言語学修士
取得後、ハワイ大学マノア校で言語学の博士号を取得。
現在はインディアナ大学グローバル国際学部東アジア
言語文化学科助教。

田中 望さん
文部科学省が推進する「スーパーグローバル大学等
事業『スーパーグローバル大学創成支援』」のこと。
平成26年、千葉大学はタイプB（グローバル化牽引
型）に採択されています。

Skipping（飛）、Knowledge Stock（考）、Interna-
tional Study（留）、Professional Experience
（探）の頭文字をとった合成語。千葉大学のグロー
バル人材育成プログラムの総称。

「グローバル千葉大学の新生」。未来のグローバル
人材として「人間力のある人材」を育成し、10年後に
は世界を代表する未来志向型大学に変革させること
を念頭に改革を進めることを示す言葉。
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イングリッシュ・ハウス
『くつろぐ、英語を話す、英語を学ぶ』をコンセプトに
2012年12月に総合学生支援センター内にオープン
した「イングリッシュ・ハウス」。ラウンジで、気軽に英
会話に触れたり、留学予定者への集中講義や外国
人ゲストによる講演会などが日常的に行われている。

アカデミック・リンク・センター
図書館、自習スペース、グループワーク・スペース、プ
レゼンテーション・スペースなどが一体となったアカ
デミック・リンク・センターには、学生が自ら問題意識
を持って学びを深めていける環境が用意されている。

留学プログラム
skipwiseプログラムでは、留学を特別なこととしてで
はなく、カリキュラムの一環として位置づけ、海外派
遣留学プログラム、短期留学プログラムなどさまざま
な留学プログラムを用意して、留学希望者をサポート
している。

海外研修Ⅰ

1年次夏休み

海外研修Ⅱ

2年次以降

キャリアパス
プログラム╱
海外研修

3年次以降

海外の
大学院へ
進学

卒業後

18才の夏休みに海外語学研修
（約1カ月）

夏休みまたは春休みに海外での語学研修が用意されて

います。18才の夏休みの海外研修ⅠはカナダAlberta 

大学で行われます。南米、中東からの学生も多く、国際色

豊かな環境で、世界へのネットワークを広げるチャンスでも

あります。2年次以降の海外研修Ⅱは春休みにカナダ有

数の商業都市トロント近郊にあるWaterloo大学で開催

します。約1カ月にわたる研修で、海外での生活や英語を

使うことに慣れてください。なお、これらの語学研修の渡

航費用・授業料・宿泊費は大学から支給されます。

キャリアパスプログラム
（研究目的の短期留学）

３年次以降、海外で短期間開催されるサマース

クール等への参加や、国際研究集会等での発

表・研究活動を目的とした海外研修に参加でき

ます。費用は大学負担で、「先進科学国際演習」

の単位認定を申請できます。事例としては、フラン

スでの国際会議でポスター発表、オランダの大

学に研究のため短期滞在、スイスに1年間留学、

色々な国から学生が参加する短期スクールに参

加などがあり、プログラムの内容は様 で々す。

研究者としての基礎を築いた有意義な4年間

　先進科学プログラムの1年生のと

きの語学研修に行ったのが転機とな

りました。印象深かったのは、会話の

内容よりも、物怖じすることなく活発

に意見を出し合う授業の雰囲気で

す。こんな環境で勉強したいと思い、

大学院への留学を決意しました。ピッ

ツバーグ大学、ハワイ大学を経て、現

在のインディアナ大学と、海外でキャ

リアを積んでいます。「先進」のメリッ

トは、少人数セミナーで早い時期から

研究活動に取り組み、海外経験が積

めること。そのおかげで有意義な4年

間を過ごし、研究者としてスタートを切

ることができました。



第一線の研究者が個別指導03
先進科学プログラム生には、１年次から専任の指導教員がつきます。

それぞれの研究分野の第一線で活躍する研究者たちが専門分野についての教育指導を行うだけでなく、

研究者になるための学習方法や履修方法についてもアドバイスします。

先生方からのメッセージ

研究者を目指す、
個性豊かな仲間が集う“先進”。
将来の研究活動につながる学び・刺激で満ちている。 入学後の環境が違います。

虎穴に入らずんば虎児を得ず。深遠な
科学の世界におけるナンバーワン、オ
ンリーワンへの道は、常識に捉われず、
自分の考えに従い挑戦することから始
まります。自分自身の才能に賭けてみ
ませんか？

橋本 研也 教授　超音波工学（工）

面白いと感じる心が研究の原動力で
す。面白いと感じていることを大学で
勉強しませんか。きっとますます面白く
なりますよ。

花輪 知幸 教授　宇宙物理（星形成）（理）

私の研究室では、理論物理学の方法
や大規模数値計算の手法を駆使し、
マクロな量子多体系に宿る多様性と
そこに内在する普遍的構造を解き明
かす研究を行っています。皆さんも挑
戦してみませんか？

太田 幸則 教授　物性理論（理）

科学の基礎と先端技術を学び、新し
い物理現象を見つけてみませんか。そ
して、世の中に役立つことを一緒に創
造しましょう。

工藤 一浩 教授　有機エレクトロニクス（工）

“The search for  knowledge is 
a lwa y s  o u r  p r ima r y  mis s io n  
《Star Trekより》”。科学は常に驚きと
興奮に満ちたフロンティアです。さあ、
勇気を持ってこの広い海原に一緒に
飛び出しましょう！

中山 隆史 教授　物性理論物理（理）

アインシュタインが相対性理論を完成させ
たのは、26歳。みなさんに残された時間は、
たった10年ということになります。最も光あ
ふれる青春の時期を、世界最先端のサイエ
ンスに捧げるのは、スポーツやファッションに
捧げるのと同じぐらいカッコいいことです。

牛谷 智一 准教授　比較認知科学（文）

高校での授業に満足できなくて早く大学で学び
たい人のために、千葉大学には先進科学センター
があります。皆さんのような希望に満ちた人たちを
受け入れる制度は、当然必要であると思います。
先進科学プログラムに入学して、皆さんの早く学
びたいという気持ちを思う存分ぶつけてください。

加納 博文 教授　ナノ細孔体による分子吸着（理）坂根 郁夫 教授　生化学（理）

　あなたの得意な分野や好きな分野に、あなた

の才能が眠っています。その才能を生かし、研究

者としての夢を描いてみましょう。先進科学プログ

ラムは、研究者を目指す方のためのプログラムで、

学生一人ひとりの能力を伸ばすための環境と少人

数による充実したカリキュラムが用意されていま

もっと早く、もっと深く、より進んだ学問に触

れてみたい、さらには研究を極めてみたい、と

考えている高校2年生の皆さんには、先進科

学で学ぶことを是非お勧めします。入学後

の環境が段違いに良いです。

徳久 剛史 千葉大学 学長 高橋 徹 先進科学センター長
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先進科学プログラムの魅力は1年早く大
学へ入れることですが、それ以上に、
1年次のはじめから大学の先生達と「差
し」でつき合えることや、海外研修といっ
た普通の大学生活では味わえない貴重
な経験ができる点も見逃せません。

石井 久夫 教授　物理化学、有機半導体（工）

す。このプログラムで、あなたの才能を開花させ、

夢を大きく育てましょう。そして、その夢に向かって、

たゆみない挑戦をしてください。偉大な発見や大き

な成果ばかりでなく、人間的成長も得られることで

しょう。さあ今こそ、あなたの夢の実現に向けた第

一歩を踏み出しましょう。

物理化学・生命化学分野では、生物を分子
レベル・化学反応のレベルで解析しており、
病気のメカニズムの解明や新規の治療法
の開発も目指しています。不思議に満ちた生
命化学の研究の世界へいち早く飛び込み、
生命の神秘の探求に挑戦してみませんか？



科学者・研究者への近道04
先進科学プログラムに飛び入学した学生は、選んだクラスに該当する学部・学科（理学部、工学部、園芸学部、文学部）に所属し、

それぞれが定められた学士課程のカリキュラムを履修しますが、それに加え、先進科学プログラム独自のセミナーや

研修に参加し、専任の指導教員のもとで研究者への道を歩んでいきます。

海外研修Ⅰ

先進教養セミナー・オムニバスセミナー

先進科学セミナーⅡ 先進科学セミナーⅢ先進科学セミナーⅠ

海外研修Ⅱ

先進科学セミナーⅣ

先進研究キャリアパス海外派遣プログラム

先進研究キャリアパス海外派遣プログラム

大学院進学→博士前期課程→博士後期課程

2018
秋飛び入学

※平成30年3月31日において
　年齢が満17歳以下の者

■ 科学者、研究者を目指している
■ 早く専門的な勉強がしたい
■ 数学、物理などが得意
■ デザインが得意

2019.4 2020.4 2021.4 2022.3 2023.3

2年1年 3年 4年

大学院進学
（→博士前期課程→博士後期課程）

就職

2019 春
通常の入学

先進教養セミナー・オムニバスセミナー

先進科学セミナーⅡ 先進科学セミナーⅢ先進科学
セミナーⅠ

海外研修Ⅰ、Ⅱ

海外留学・
研究プロ
ジェクトに
参加

専門基礎科目（数学、物理等） 専門科目
（講義・実験・演習） 卒業研究

普遍教育科目（英語、教養コア等）

専門基礎科目（数学、物理等）
専門科目
（講義・実験・演習） 卒業研究

普遍教育科目（英語、教養コア等）

専門基礎科目（数学、物理等）
専門科目
（講義・実験・演習） 卒業研究

普遍教育科目（英語、教養コア等）

先進科学セミナーⅣ

2018.4

2年1年 3年 4年

集中
講義

2018.4
入学

2年1年 3年 4年
2018.9
入学

2019.4
入学

早期
卒業

大学院進学→博士前期課程→博士後期課程早期
卒業

卒業

卒業

卒業

大学院進学
（→博士前期課程→博士後期課程）

就職

2018.10 2019.10 2020.10 2021.10 2022.9

2019.4 2020.4 2021.4 2022.3 2023.3

2018
春飛び入学

※平成30年3月31日において
　年齢が満17歳以下の者

■ 科学者、研究者を目指している
■ 早く専門的な勉強がしたい

2018年3月
高校2年生
修了後

2018年9月
高校3年生

先進科学セミナー オムニバスセミナー

◎国内外の研究者を招いて

　第一線で活躍されている国内外の研究者にお

願いして、読みきり形式で最新の研究について講

義していただくとともに、研究哲学、研究の道へ進

んだいきさつ、若者へのメッセージなどもお話しい

ただいています。将来研究者になる上で役立つ、

ものの見方、考え方などが養われます。

専用研究室

◎専用研究室・個別デスクを用意

　入学後は先進科学センターの専用研究室と個

別デスクが用意されます。同期の先進生はもちろ

ん、専任教員や大学院生とも交流できる環境で

切磋琢磨しあいます。

個別指導

◎１年次から専門分野に取り組む

　1年次からマンツーマンに近い環境で指導を受けら

れるのが本プログラムの特徴。研究のプロである教員

と密にコミュニケーションを取りながら、研究者に必要

なものの見方や考え方が学べます。

25歳でMIT博士号を取得した日沼さん（３期生）

◎チャレンジして、チャンスをつかむ。いつも目標に向かって全力投球

［日沼さんの歩み］

　高校入学のころ飛び入学制度のことを知りました。ほとんどの生

徒が東大を目指す高校に通っていた僕が千葉大学への飛び入学

を選んだのは「その方が楽しい学生生活が送れそうだ」という直感

です。実際に、1年次から始まるオムニバスセミナーや先進科学セ

ミナー、アメリカへの語学研修など、やる気がでるようなプログラム

が揃っていたり、先生方の熱心な指導にビックリ。「先進科学プロ

グラム専用」の学習室などで繰り広げられた先輩・後輩の垣根を越

えた交流も良い思い出です。個性的で頭脳明晰な人たちが多く、

何気ない会話の中からも新鮮な刺激を与えてもらいました。

　入学前からの目標通り、学部は3年で卒業し、アメリカのマサ

【プロフィール】　

1

月

現代物理学

線形代数学Ｂ１

物理数学Ａ

物理学Ｂ１

生活と教育（教養コア科目）

くらしと植物（教養コア科目）

哲学４（教養コア科目） 先進科学セミナー
ⅠC（教養セミナー）

先進科学セミナー
ⅠA

先進科学セミナー
ⅠB

オムニバスセミナー

物理数学１

CALL英語 物理学演習Ｂ１ 微積分学Ｂ1

物理数学演習１

情報処理

CALL英語 化学（専門基礎）

火 水 木 金

2

3

4

5

6

1年次の時間割 （例 物理学コースの一例）

応用物理学を専攻して先進科
学プログラムを3年で修了し、
マサチューセッツ工科大学大学
院（MIT）に進学。千葉大学特任
助教

「飛び入学」の
制度を知る

平成10年（15歳）

高校生

恵まれた環境で学ぶ。
専攻は「応用物理学」

学部課程を
３年で卒業

平成12～14年（17～20歳）

千葉大学・CFS在学

MITに
進学（20歳）

25歳で
博士号取得

平成15年～20年（21歳～25歳）

マサチューセッツ工科大学（MIT）

卒業後

経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社
勤
務

千
葉
大
学
特
任
助
教

→

京
都
大
学

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学

サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校

研究職
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チューセッツ工科大学（MIT）の博士課程に進みました。MITを選

んだのは、修士・博士の一貫課程（5年間）に合格すれば、初年度

から給料が支給されるのが大きな魅力だったからです。卒業後は

コンサルタントや大学の研究職を経て、現在は千葉大学の先進

科学センターで特任助教として後輩たちの指導に当たっていま

す。高校時代に「飛び入学」を知り、周りのみんなとは違う道を歩

み始めました。以来、局面ごとに最善と思える道を選んできたつも

りです。好きなことを気の済むまで学び、その中から見えてきた目

標に向かって全力を尽くすという僕の生き方は「飛び入学」から始

まったのです。

日沼洋陽さん

大学院進学
（→博士前期課程
  →博士後期課程）
就職

◎１年次から専門分野に取り組む

　先進科学プログラムに入学した学生が、それぞれ選

んだ分野（物理学・化学・工学・植物生命科学・人間科

学）の基礎知識・技術を身につけ、学究の土台づくりを

するセミナーです。このセミナーによって基礎力を構築す

るからこそ、すぐに専門的な学習・研究へ向かうことが可

能となっており、研究者への道をしっかりサポートします。



研究者、科学者、起業家として活躍  する卒業生05
先進科学プログラムの卒業生はほとんどが大学院へ進み、その後、大学やさまざまな研究機関で研究活動を続けたり、

起業してベンチャービジネスに取り組んだりしています。ここでは、卒業生たちからのメッセージを紹介します。

保護者の声

題は解けなきゃダメだぞ！」とお尻を叩かれながら、厳しく高
等数学を教えていただきました。その時は、「先生についてい
くのがやっと」でしたが、今思うと、あのセミナーが医療機器
の開発面でも、自分の精神的な面でも、基礎になっているよ
うな気がします。
　「飛び入学」に興味のある高校生には、「とにかく受験して 
みたら？」と伝えたいです。なぜなら、「より難関の大学に入
学する」ことより「その後、どの研究室に進むか」が重要だか
ら。将来の目標が明確なら、一足早く専門研究を楽しむこと
をお勧めします。

2003年、千葉大学 工学部 電子機械工学科 FTコース入学。2007年、千葉大卒業後、東京大学大学院 工学系研究科に入学し、博士号を取得。医
学系研究科を経て、工学系研究科で助教を務める。2015年、株式会社A-Tractionを立ち上げ、新しい医療機器の開発に取り組んでいる。

世界に対抗できる高性能な手術支援ロボットを開発中
　博士号を取得後、東京大学の工学系研究室で助教を務
めながら、医療ロボットの開発に取り組んでいました。大腸の
専門医と共同開発していた腹腔鏡手術の支援ロボットの研
究が出資会社に認められて、2015年に起業。世界に対抗で
きる高品質な手術支援ロボットの開発に専念しています。
　小さいころからモノつくりが大好きだったのですが、高校2
年のときに物理の先生から“飛び入学”のことを聞き、「少し
でも早く専門研究に入りたい」と入学を決めました。 印象的
だったのは、大学1年次 の「先進科学セミナー」。担当教授
から「物理や工学の分野で活躍したいなら、このくらいの問

ベンチャーを起業して 株式会社A-Traction 代表取締役社長  安藤岳洋さん スイス連邦工科大学チューリッヒ校（留学中）  坂梨昂平さん

2002年春、物理学関連コース入学。2006年、東京大学大学院に入学、 2011年修了、博士号取得。その後2年間、シンガポールの研究所で研究。 
2013年、東京大学大学院・村尾研究室（量子情報）に戻り、助教として研究を続けている。

多くの「未知」が潜む、量子情報の基礎研究に取り組む
　「量子論」の分野は研究の歴史が浅く、未解明な部分が
数多くあります。例えば、量子論を導入すると情報処理能力
が驚異的に上がり、現在のコンピュータでは不可能または膨
大な時間を要する因数分解を簡単にできることは分かってい
るのですが、それが何故なのかは解明されていません。
　私の研究の研究テーマは、量子ビット（量子情報の最小
単位）2つで「何ができるか」を理論的に解明し、将来の量
子コンピュータにつなげようというもの。道のりは険しいので
すが、多くの「知」が潜んでおり、やりがいはあります！
　先進科学プログラムの入試制度（現、方式Ⅰ）は、私のよ

うに文系が苦手な人にとってたいへん魅力的でした（笑）。
一方、入学後は一般の学生より多くの授業が待ち構えてい
るので、 勉強は決して楽ではありません。しかし、1年次から
教授の個人指導が受けられ、専用の学習室まで用意されて
いるなど、多くのメリットもあります。飛び入学は、標準ルート
ではないかもしれませんが、少し違った世界を見たいと思える
人には絶対にオススメ。1年早く入学できれば、その後の人
生でも1年分の余裕を持って生きられるので、精神的に大き
なアドバンテージです。

大学の教員として 東京大学大学院 理学系研究科 助教  添田彬仁さん

最高の研究人脈と留学のチャンスを得て、研究にまい進

保護者として最も重要視したのは子供の「チャレンジ精神」

　３年生の４月から、キャリアパスプログラムという留
学制度で、スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ＥＴＨ
Z）に留学しています。 通常研究室配属以降、特に修
士課程以降でなければ積むことのできない貴重な海
外での研究経験です。ＥＴＨZは、あのレントゲンやア
インシュタインも学んだ自然科学 と工学の専門大学。
これまでに21名ものノーベル賞受賞者を輩出していま
す。若いうちからそのような研究者と直接交流できるこ
とはとても有意義に感じます。また、スイスのみならず
日本を含め多くの国から研究者や学生がやってくるた

め、早い時期から多くの人 と々交友関係を持つ機会を
得ることができました。加えて世界のトップクラスの大
学の学生がどのように学び、研究しているかを間近に
見ることで、とてもモチベーションが上がります。
　私は高校時代には英語に強い苦手意識を持ってお
りましたが、先進科学プログラムの2回のカナダ留学
と今回のスイスへの留学を経て、英語で議論をしたり
研究を行ったりということが当たり前と思えるまで、苦
手意識を払拭することができました。ぜひ皆さんも挑
戦してみてはいかがでしょうか。

留学のチャンスを生かして

2014年4月、FTコースに入学。先進科学セミナーなどから影響を受け、物性物理学に興味を持ち、2年進級時ナノサイエンス学科に転
科。2016年9月からスイス連邦工科大学チューリッヒ校に留学中。

ブラウザーを快適に動かすプログラムを開発中
　情報科学の世界が好きで、高校時代は独学でプログラム
を書いていました。飛び入学を選んだのも、一般的な受験勉
強で大好きなプログラミングやコンピュータグラフィックの研
究を中断させたくなかったから。早く大学に入って、最先端の
ことを学びたいと考えていました。先進科学プログラムでは、
1年次から特別プログラムがあり、第一線の研究者から直接
話が聞ける“オムニバスセミナー”があったり、いろんな教授
から個人指導を受けられるのも魅力でした。
　現在はグーグルでウェブブラウザ「Chrome」を快適に動

かすためのプログラムの開発に携わっています。ソフトウェ
アエンジニアはどの分野でも開発できる能力を求められます
が、私は中でもプログラムの高速化を手がけることが多いで
すね。世界中のエンジニアとチームを組んで仕事をします
が、開発にあたってはロジックや数値的な解析を要求された
り、理論や手法の有効性を実験で証明する必要があったり
します。こういう場面に対応できる基礎力が、先進科学プロ
グラムで養われたと感じています。ここは、研究者になるため
の修行の場として最適だと思いますよ。

グローバル企業で グーグル合同会社 シニアソフトエンジニア  上野康平さん

2006年春、理学部 物理学コース入学。2年次、『天才プログラマー/スーパークリエータ』に最年少（当時）認定される。卒業後、東京大学大学院情報理
工学系研究科 創造情報学専攻に進む。修士課程を修了後、（株）ドワンゴを経て、現在はグーグル合同会社で活躍中。

人間探求コース （2005年入学）

高校3年生を受験に使うか、「飛び入学」で大学生活として生かすかを考えた際
に、最終的には子供が熟慮して飛び入学を選択しました。保護者として不安には
思わず、むしろ子供のチャレンジする姿勢を嬉しく思いました。結果的に、入学後、
大学院を経て、現在は公務員勤務していますが、親子共々、選択は良かったと思
います。周囲では「高校中退になる」「中退したら就職への影響が心配」という声
もありましたが、あれこれ考えても不安はつきもの。飛び入学に興味があるようでし
たら「受けてみれば」と背中を押してあげてはいかがでしょうか？

得意な分野が1つでもあれば積極的にチャレンジを

F Tコース （2009年入学）

現在の一般受験は万遍なくマルチにできるタイプが勝者となりますが、飛び入学
はマルチに学校の成績が良くなくても、得意な分野が1つでもあればチャレンジで
きることを伝えたいです。1つの教科が得意であれば認めてもらえるこの受験方法
は、本人の自信につながると思います。また入学してから、自らが必要と思えること
は苦手な分野でも学習できようになることも伝えたいです。「やらされている」から
「やらなければ」というように、自主性が強化され、従って、自己を研鑽し自己成長が
できるため、子供の将来にとっても非常に有益であると思います。
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［卒業後の進路］  卒業生68名中、59名が大学院へ進学。 

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

ハワイ大学大学院

卒業生数

 68名

京都大学大学院：7名

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

大学編入（医科歯科大）：1名

就職：6名

その他の大学院：5名
（東北大、名古屋大、
  東工大、筑波大、電通大）

千葉大学大学院：24名

東京大学大学院：16名

官公庁等：7名

その他：2名

大学教員：4名
東京大学、筑波大学、千葉大学、
インディアナ大学

大学等の博士研究員：4名
トリエステ国際高等研究
スクール、東京大学、
カリフォルニア工科大学 など

公的研究機関研究員：1名
海洋研究開発機構

民間研究機関研究員：4名
豊田中央研究所、
住友重機械工業研究所、
富士通研究所 など

民間企業：37名
Bosch、Google Japan、丸善、川崎造船、東京電力、
リクルートホールディングス、日本サムスン、NTTソフトウェア、
博報堂、積水化学工業、ベンチャービジネスを起業 など

大学院在学中：8名

その他：3名



先進科学プログラム・5分野、13 クラス06
先進科学プログラムは5つの分野13クラスを設置しています。2019年には、新たに生物学先進クラスも開設予定です。

物理学先進クラス

化学先進クラス

建築学先進クラス

都市環境システム先進クラス

デザイン先進クラス

機械工学先進クラス

医工学先進クラス

電気電子工学先進クラス

物質科学先進クラス

植物生命科学先進クラス

人間探求先進クラス

○ ○ ○理学部物理学科

理学部化学科

工学部総合工学科

園芸学部応用生命化学科

文学部人文学科
行動科学コース

素粒子物理学、原子核物理学、宇宙物理学、粒子線物理学、強相関電子系
物理学、ナノサイエンス、電子物性物理学、光物性・量子伝導物理学、生命・
情報物理学

住環境創造デザイン、環境形成マネジメント、構造安全計画

物理学の研究対象は素粒子・原子核のミクロな世界から、多様な物質や生命の世界、さらには広大な宇宙という幅広い分野を含みます。
物理学先進クラスは、物理をより深く学び、物理学に関連する分野の研究者になることを目指す学生のためのクラスです。

物理化学、無機・分析化学、有機化学、生命化学
日常生活で目にする物質から自然の中の生命体に至るまで、物質や生命の成り立ちや働きを理解する学問が化学です。１年次から３年次の
間に、通常の講義に加えて、複数の研究室に所属し、研究の「現場」を実際に見聞きすることで、化学の研究法や考え方を早期に習得するこ
とができます。化学先進クラスは化学の分野で活躍する研究者を目指す学生のためのクラスです。

建築は安全で快適な空間を創造するための技術です。人々の生活に密着しいつの時代においても創造と進歩が常に求められています。建
築学先進クラスは、歴史・設計・環境・設備・構造・生産など、建築学に関して総合的に学び、建築家・技術者・研究者になることを目指す学生
のためのクラスです。

生命分子化学分野、生物資源化学分野

植物生命科学は、植物やそれを取り巻く多様な生物における生命現象のメカニズムや生体を構成する分子の機能を化学的・生物学的手法
を用いて探究する学問です。このクラスでは、早期に研究室に所属し、植物生命科学分野における先進研究の基礎を学ぶことで、方法論や
考え方を習得し、研究に対する興味や関心を高めることができます。生物及び化学を深く学び、植物生命科学分野の研究者を目指す学生
のためのクラスです。

哲学、認知情報科学、心理学、社会学、文化人類学

細胞生物学、分子生物学、生理化学、発生生物学、生態学、進化系統学

人間の心や行動、社会、文化についての多面的理解は２１世紀における科学的研究の中心的課題となるでしょう。人間探求先進クラスでは、
人間の心や社会、文化に関する科学を学びます。従来の文系・理系という区分にこだわらず、人間について科学的で客観的に解明すること
に強い関心を持ち、将来、関連する分野の専門家（研究者、教育者、科学ジャーナリストなど）を目指す学生のためのクラスです。

理学部生物学科では、DNAやタンパク質を用いたミクロレベルの内容から、細胞・個体、生物集団・環境・進化といったマクロレベルの内容ま
でを網羅し、生命の不思議を多元的に教育･研究しています。通常入学者は、4年次から研究室へ配属されますが、生物学先進クラスにおい
ては、1年次から最新の研究に触れるプログラムを組んでいます。

人と環境が共存する都市を目指して、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が用意されてい
ます。都市環境システムは、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、
21世紀の豊かな環境構築と都市環境問題の解決に取り組む技術者・研究者を目指す学生のためのクラスです。

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ゆくデザインは、今、あらゆる領域で重要視されています。
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・デザイン研究者になるためのカリキュラムが用意されています。

身の回りの日常製品から遠い宇宙空間の製品まで、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。また、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。このクラスでは、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び、卒業研究を行います。将来、機械技術者として第一線で活躍する技術者・研究者を目指す学生のた
めのコースです。

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

̶ ○ ○

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

̶ ○ ○

○ ○ ○

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

̶ ○ ̶

都市空間計画、都市基盤工学、都市環境工学、都市情報工学

画像診断、手術支援、生体計測、健康・リハビリテーション支援

製品デザイン、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

材料・強度・変形、加工・要素、システム・制御・生体工学、環境・熱流体エネ
ルギー

システム制御、電力変換、電気エネルギー応用、電気電子基礎、量子デバイ
ス、電子デバイス、電子通信システム、システム数理、電子情報システム

医療行為に対して科学技術の果たす役割はきわめて大きく、科学技術に精通した医師と医学知識を持つ科学技術者が一体となり、新しい医
療の展開と発展を図ることは時代の要請となっています。このクラスでは、医工学に関連した情報、画像、電子、機械工学の技術体系を中心に
学ぶほか、加えて医学、看護学などを加味した学際的なカリキュラムで学びます。医工学先進クラスは、医療機器や技術の開発などを通して、人
類の健康を支える医工学の発展に貢献する技術者・研究者を目指す学生のためのクラスです。

電気電子工学は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。このクラスでは、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を養成するためのカリキュラムが用意されています。電気電子工学分野で活躍する研究者・技術者を目
指す学生のためのクラスです。

有機エレクトロニクス、量子デバイス、スピントロニクス、レーザー工学、応用
物理、画像科学

工学の数多くのイノベーションの成果は、物質・材料を介して目に見える形へと実現されており、物質について理解し、その性質を操ることが未来
を切り拓くために不可欠です。このクラスでは物理や化学、ナノサイエンス、デバイス工学、画像科学を軸として、物質科学とその応用分野につ
いて分野の壁を越えて学びます。高度情報化社会の基盤を支える物質科学に関わる多様な領域で活躍する技術者・研究者を目指す学生の
ためのクラスです。

情報工学先進クラス 情報基盤工学、情報処理工学、物理情報工学、リモートセンシング工学
情報システムは政治、経済、医療、福祉などあらゆる場面で今日の社会生活に欠かすことのできない存在です。このクラスでは情報にかかわる
数理、コンピュータのハードウェア・ソフトウェア、セキュリティ、ネットワークからマルチメディア情報処理までの幅広い領域を体系的に学びます。
将来、情報工学を通じて活躍する技術者・研究者を目指す学生のためのクラスです。

共生応用化学先進クラス バイオ機能化学領域、環境調和分子化学領域、無機・計測化学領域、資源
プロセス化学領域

未来を創る化学には地球環境を保全しつつ資源を有効に活用して人類の福祉への貢献が求められています。そのために環境に調和する化学
プロセスをあみ出し、様々な生物と共生を目指す「新しい応用化学」が必要です。共生応用化学先進クラスは、バイオと環境をキーワードとした
応用化学を学び、幅広い化学関連分野で活躍する技術者・研究者を目指す学生のためのクラスです。

分 野 クラス 所属学部・学科 研究分野 クラスの特長
方式１ 方式 2

入学試験

方式 3

物理学関連分野

生物学先進クラス ̶ ○ ̶理学部生物学科生物学関連分野

化学関連分野

工学関連分野

植物生命科学
関連分野

人間科学
関連分野

2019年度設置予定
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よくある質問

受験生やその保護者、あるいは高等学校の先生方から、よくいただく質問にお答えします。

これら以外に分からないことがありましたら、「先進科学センター」へお問い合わせください。

Q.

A.

16歳以下でも入学できますか？

募集要項には、出願資格として、「学校教育法第

90条第1項又は同条第2項の規定により大学入学

資格を有する者で」かつ「平成30年3月31日におい

て年齢が満17歳以下の者（高等学校卒業程度認定

試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高

等学校卒業程度認定試験合格者は、満17歳の者）」

を満たすことが要請されています。文面上は16歳以

下でも出願できるように見えますが、実際には学校教

育法第90条に照らし合わせると17歳しか出願できま

せん。但し、外国で教育を受けた場合については個別

にお問合わせください。

Q.

A.

高校2年生から大学に入学すると
高校卒の資格はどうなるのでしょうか？

高等学校の2年次を修了した時点で入学すること

になりますので、高等学校を中退することになり、高等

学校の卒業資格は得られません。しかし、入学後やむ

を得ない事情により、他の大学に転入学、または本学

への再入学等を行うような場合には、それぞれの大学

の個別審査を経た後、大学入学資格が認められま

す。ただし、国家試験等の各種資格試験で高等学

校卒業を受験の要件としているものについては、受験

資格はありません。

Q.

A.

方式Ⅰの「考える力」を問う課題論述試験とは
どのようなものですか？

● 時間がたっぷりあります。
● 何を持ってきてもかまいません。　
● 面接もあります。

これらを通して皆さんの本当の実力を探ります。先進

科学プログラムの入学試験は、現在の先端的研究に

携わっている研究者が将来の科学を託せる人材を発

掘するためのものです。このため、これまでの入学試

験が、短い時間で答えが出せるかどうかを調べてきた

のに対して、方式Ⅰの試験ではたっぷり７時間半をか

けて課題論述の試験を行います。この試験では、あ

せらずに考えた結果を自分の言葉で述べてもらうこと

にしています。自己推薦書等の提出資料と、課題論

述試験の結果にもとづいて第1次判定を行い、第1次

判定の合格者に対して十分時間をかけた面接を行い

ます。過去問はホームページからダウンロードできま

す。また、平成20年度までの試験問題が出版されて

います。参考にしてください。

Q.

A.

高校3年生で学習すべき部分を学ばないで、
大学に入学するのは心配ですが。

確かに、数学や物理の一部を勉強しないで大学

に入学することになりますが、心配しないで、自分の好

きな道を歩み出してください。先進科学セミナーでは、

皆さんの到達度や進捗度、興味に応じて柔軟に対応

した内容の授業を行います。したがって、1年次の先

進科学セミナーでは皆さんが感じるかもしれない、高

等学校と大学の「すき間」を埋めることから始め、徐々

にレベルをあげていきます。やがて学年が進むにした

がって、皆さんの到達度や興味によっては、通常の講

義では扱われないような進んだ内容も学ぶことが可

能になります。こうした個々に合わせた柔軟な対応

は、学生と教員が1対1で向き合うことを基本とする先

進科学プログラムでしか実現できないものです。

平成10年

平成11年

平成15年

平成16年

平成18年

平成19年

平成20年

平成22年

平成23年

平成24年

平成26年

平成29年

物理学関連コース（工・応用物理学系）がス

タートし、1期生が入学

理学部が受け入れを開始

物理学コース（理学部）とフロンティアテクノ

ロジーコース（工学部）の2コース制となる

人間探求コース（文学部）がスタート

フロンティアテクノロジーコースの受け入れ分

野が拡大

1期生が博士号を取得

従来の入試（方式Ⅰ）に加えて方式Ⅱを導入

物理化学コース1期生が入学

人間探求コースにおいて方式Ⅱの入試を導入

物理化学コースに生命化学分野が加わり

「物理化学・生命化学コース」に名称変更

秋飛び入学（方式Ⅲ入試）1期生が入学

理学部、工学部、園芸学部の化学系学科・
コースで受け入れ拡大（5分野13クラス制）

Q.

A.

一般の入試で入学する学生と比べて、
学生生活に違いはありますか？

入学料免除・海外研修などのサポートがあること

や、先進科学セミナーなどの先進科学プログラム特

有の講義があることなどは、一般の学生と異なるとこ

ろです。また、先進科学プログラムの学生には学生室

が用意されており、1年次から個別の机が与えられま

す。共用パソコンや個人の本棚が整備されており、講

義の合間や放課後に勉強したり、同級生や先輩たち

と交流することができます。そういった特典はあります

が、勉強や課外活動といった一般的な学生生活には

違いはありません。

Q.

A.

国際人として英語を重視するということですが、 
語学学習の体制はどうなっていますか？

文部科学省から千葉大学はグローバル人材を育

成する拠点大学に選ばれ、千葉大学skipwiseプログ

ラムが平成24年度からスタートしています。先進科

学プログラムの学生はskipwiseプログラムにより実

践的な英語を学ぶ機会が与えられるとともに、大学卒

業までにトータルで半年以上の海外経験を積むこと

が要請されています。

　先進科学プログラムでは、英語教育を担当している

言語教育センター教員が、卒業までに国際人として

必要な英語力が身につくように、学生ごとに履修ガイ

ダンスをして対応しています。さらに、英語を中心とし

た海外研修（1年次の夏休み）ならびに、研究目的の

海外短期留学（3、4年次）も行っています※。その

他、先進科学センターでは、TOEIC、TOEIC-SW、

TOEFLなどの受験を毎年奨励しており、受験料をサ

ポートしています。

※海外研修の費用については経済的なサポートがありますが、食事
などの個人的な経費については学生の自己負担です。

千葉大学先進科学センター
phone 043-290-3521　fax 043-290-3523
e-mail cfs-info@chiba-u.jp

http://www.cfs.chiba-u.ac.jp

問合せ先

西千葉キャンパス

先進科学センター

【沿革】
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平成30年度入試要項

先進科学プログラム入学者受入れの方針

3つの試験方式

※1 出願資格（各方式共通）
平成30年3月31日において年齢が満17歳以下の者（高等学校卒業程度認定試験合格者は満17歳の者）で高等学校長等が責任をもって推薦する者。

※2 方式Ⅰの「課題論述」の免除
物理学先進クラス：「全国物理コンテスト物理チャレンジの第１チャレンジ合格者」は課題論述を免除する。
物質科学先進クラス：「全国物理コンテスト物理チャレンジの第１チャレンジ合格者」、または「化学グランプリの一次選考通過者」は課題論述を免除する。

※3 方式Ⅱの総合判定
物理、化学、生物、数学、情報分野等における国際オリンピックなどの日本代表選考会、JSECや日本学生科学賞などの自由研究方式コンテストにおける実績がある場合は総合判定において評価する。

※4 方式Ⅲの「課題論述」の免除
物理学先進クラス：国際物理オリンピックの日本代表選手候補者に選抜されたことのあることを出願資格とし、「課題論述」は免除する。 
物質科学先進クラス：ISEF（国際学生科学技術フェア）に個人研究で日本代表として派遣された者、国際物理オリンピックまたは国際化学オリンピックの日本代表選手候補者に選抜されたことのある者
は、課題論述を免除する。

※5 工学関連分野への出願には、志望クラスによってTOEIC、TOEFL等の英語力試験のスコアが必要。

詳しくは募集要項をご確認ください。

高校2年

高校3年 大学1年

4月 9月

方式

Ⅰ

方式

Ⅱ

方式

Ⅲ

出願
11/15（水）～22（水）

12/23（土・祝）

12/24（日）

+

課題
論述

書類
審査

面接

3/18（日）

面接

入
学

※1

出願
1/22（月）～1/31（水）

2/25（日）

+

前期
日程試験

書類
審査

+
課題
論述

※1

※2

※3

※4

出願
6月上旬～中旬

7/15（日）

7/16（月・祝）

+

課題
論述

書類
審査

面接

※1、5

物理学先進クラス
物質科学先進クラス

物理学先進クラス
デザイン先進クラス
電気電子工学先進クラス
物質科学先進クラス

物理学先進クラス
化学先進クラス
建築学先進クラス
都市環境システム先進クラス
デザイン先進クラス
機械工学先進クラス
医工学先進クラス
電気電子工学先進クラス
物質科学先進クラス
共生応用化学先進クラス
情報工学先進クラス
植物生命科学先進クラス
人間探求先進クラス

（人間探求のみ）

入
学

入
学

大学1年

17

千葉大学先進科学プログラムは、世界に貢献する独創的な研究を担うことができ、広い視野と柔軟な思考力を備えた個性的な人材を育成するために、特定の分野において優れた
能力や資質を持つ若者に対して、早期から特色ある大学教育を提供することを目的に作られました。本プログラムでは、研究の基礎となる学問を深く学び、将来，研究者等になり先
端的な研究を行うことに強い志を持つ学生の入学を求めています。

【先進科学プログラムの求める入学者】

（1）方式Ⅰ  4月入学（春飛び入学）  提出書類（自己推薦書、推薦書、調査書等）、 課題論述試験、および面接により、広い視点から学生の基礎学力・展開力や多様な能力・資質を
十分時間をかけて評価し、総合的に合否を決定します。課題論述試験では、単なる知識でなく深く考える力などを高く評価します。また、全国物理コンテスト物理チャレンジや化学グ
ランプリの成績により課題論述試験を免除する場合もあります。
（2）方式Ⅱ  4月入学（春飛び入学）  提出書類（自己推薦書、推薦書、調査書等）、個別学力検査（前期日程）、および面接（人間科学関連分野は面接と課題論述試験）により、広
い視点から学生の基礎学力・展開力や多様な能力・資質を十分時間をかけて評価し、総合的に合否を決定します。また、科学技術コンテスト等での実績がある場合は、総合判定に
おいて高く評価します。人間科学関連分野の課題論述試験では、単なる知識でなく深く考える力などを高く評価します。個別学力検査では、早期に大学教育を受けるために必要な
基礎学力を評価します。
（3）方式Ⅲ  9月入学（秋飛び入学）  提出書類（自己推薦書、推薦書、調査書等）、課題論述試験、および面接により、広い視点から学生の基礎学力・展開力や多様な能力・資質を
十分時間をかけて評価し、総合的に合否を決定します。課題論述試験では、単なる知識でなく深く考える力などを高く評価します。また、科学技術コンテスト等での実績がある場合
は、成績により課題論述試験を免除したり、総合判定において高く評価します。

【入学者選抜の基本方針】

高等学校で学ぶ学習内容の基礎学力を確実に修得していること。さらに、進学する分野に関連する教科では高いレベルの展開力を身に付けていることを望みます。
【千葉大学入学までに身に付けて欲しいこと】



説明会日程 第1回 2017年8月5日（土）  10：00～12：00
 
千葉大学  けやき会館 （JR総武線「西千葉駅」徒歩7分）

第2回 2017年11月5日（日）  13：00～15：00
 
千葉大学  西千葉キャンパス  先進科学センター会議室 （理学部２号館２階）

第3回 2018年1月21日（日）  14：00～16：00
 
キャンパス・イノベーションセンター東京 （JR 山手線「田町駅」徒歩1分）

※詳しくはホームページでご確認ください。

過去問 Le t ’ s Cha l lenge !!

　図のように細い直線状の滑らかな溝がある半径Rの

水平な円板が、角速度ωで水平面内を回転している。
点Aに質量mの小球をそっとおいたところ、点Bに向かっ

て動いた。小球が点 Bから飛び出す速度 vを最大に

するには、溝から円板の中心Oまでの距離 ℓをどのよう

に設定したら良いだろうか。 （平成 29年度方式 Iの課題 Iより）

※問題の詳細と解答は下記のホームページに掲載しています。

■問合せ先　千葉大学 先進科学センター　
Tel. 043-290-3521　http://www.cfs.chiba-u.ac.jp　email. cfs-info@chiba-u.jp 
［テレメールでの資料請求］資料請求番号：方式Ⅰ・Ⅱ 621162、方式Ⅲ 594802
携帯電話／パソコン http://telemail.jp（右のQRコード）／ IP 電話 050-8601-0101
［郵送での資料請求］350円分の切手を貼った返信用封筒（角型2号）を同封して請求してください。
資料請求先：〒263-8522  千葉市稲毛区弥生町1-33  千葉大学 先進科学センター先進科学センター
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