
2021年度  入学試験の概要

2020年8月19日（水）
オンライン説明会開催

説明会
2021年1月10日（日）14:00～16:00（予定）2020年 11月1日（日）13:00～15:00（予定）

説明会

千葉大学 西千葉キャンパス 先進科学センター
（理学部2号館２階・JR総武線「西千葉駅」徒歩10分）

キャンパス・イノベーションセンター東京
（東京工業大学キャンパス内・JR山手線「田町駅」徒歩1分）

■説明会日程

※専用サイトより参加申し込みしてください

※詳しくはホームページでご確認ください。

■問合せ先　千葉大学 先進科学センター　
Tel. 043-290-3521　https://www.cfs.chiba-u.jp　Email： cfs-info@chiba-u.jp 
［テレメールでの資料請求］資料請求番号：621162
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］390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
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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】
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「日本情報オリンピック」
を活用した

飛び入学を導入！

国立大学法人 千葉大学

先進科学プログラム
Center for
Frontier
Science

飛び入学
物理、化学、生物、情報…。夢中になれる学問に

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。

Early Admission 2021

1年 2年

高校

飛
び
入
学 秋飛び入学

3年

国立大学法人

千葉大学
先進科学プログラム

6分野14クラス
特別プログラム
海外研修

教授陣による特別指導

※1 出願資格
（各方式共通）2021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もの。
（方式Ⅰ）情報工学先進クラス：工学に関して優れた資質を有し、その探究を志す者で、日本情報オリンピックの一次予選または前年度の予選に参加した者。
（方式Ⅲ）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者。 
　　　  物質科学先進クラス：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。

※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」は課題論述を免除します。
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」は課題論述を免除します。

※3 方式Ⅱの総合判定
志望する分野に関連する物理、化学、生物、数学、情報分野等の科学技術コンテスト等における実績がある場合は、その実績を総合判定において評価します。
物質科学先進クラス：ISEF（国際学生科学技術フェア）の個人研究で日本代表として選抜された者については、前期日程の筆記試験を免除します。

詳しくは募集要項をご確認ください。
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秋飛び入学  方式Ⅲ 2021年9月入学

最先端の研究はこちら▶

書類審査  →  面接

高3

※受験する分野や受験方式によって条件は異なります。詳しくは募集要項でご確認ください。

出願資格

国立大学法人 

千葉大学の沿革

現在、千葉大学は10の学部、13の大学院に、学生数約15,000人。教職員数約3,000

人と、国内有数の規模を誇る総合大学です。千葉大学が発足したのは、1949（昭和

24）年。千葉県内にあった７つの学校のさまざまな歴史と伝統を引き継ぎ約60年、その

前身を加えるとおよそ140年の歴史を積み重ねてきています。2004（平成16）年には

法人化され、現在の姿となりました。法人化後も千葉大学は更なる成長を続けています。

「先進科学プログラム」は、高校2年修了後に大学に入学（春入学）または高校3年9月から入学（秋入学）し、

早くから科学分野の専門的な勉強を進めることで、将来、独創性の豊かな科学者・研究者になり、世界に羽ばたく若者を育てる制度です。

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。

飛び入学で最先端の科学を学ぼう

高2修了後/高3の9月から大学へ
学べる分野は物理学、化学、工学など6分野14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、

先進科学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。

6分野14クラス

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
のある者。 

物質科学先進クラス：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。

方式Ⅰの物理の問題は、参考書などの持

ち込み可で、6時間かけてじっくり解くと

いう、大学入試ではほとんど見かけない

出題形式。十分に時間があるため、焦る

心配をあまりせず、考えることに集中でき

ることに魅力を感じて受験しました。

（2019 年入学 Y.T.さん）

高校が受験校だったのでカリキュラムの進

度が早く、高2までに高校範囲は終わる予

定でした。あと1年受験準備のために高校

に通うよりも、早く大学に行きたいと思って、

高2の11月の説明会に参加。そこから約

4カ月一生懸命準備して、方式Ⅱで受験し

ました。（2018年入学  S.N.さん）

https://www.cfs.chiba-u.jp/early_admission/research/index.html
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情報工学
先進クラス

物質科学
先進クラス

人間探求
先進クラス

千葉大学

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。

国際教養学部

文学部

法政経学部

教育学部

理学部

工学部

園芸学部

医学部

薬学部

看護学部

高2

春飛び入学  方式Ⅰ 2021年4月入学
課題論述  ＋  書類審査  →  面接

春飛び入学  方式Ⅱ 2021年4月入学
前期日程試験  ＋  書類審査  →  面接  ＋  課題論述（人間探究のみ）

課題論述免除（＊）や総合判定で高く評価（+）等の優遇あり

＊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

＊化学グランプリの一次選考通過者

＊国際学生科学技術フェアの個人研究で日本代表として選抜された者
+日本情報オリンピック1次予選または前年度予選の成績
+物理、化学、生物、数学、情報分野等の科学技術コンテスト等における実績



1 2

Ear ly  Admission  202 1

秋飛び入学  方式Ⅲ 2021年9月入学

最先端の研究はこちら▶

書類審査  →  面接

高3

※受験する分野や受験方式によって条件は異なります。詳しくは募集要項でご確認ください。

出願資格

国立大学法人 

千葉大学の沿革

現在、千葉大学は10の学部、13の大学院に、学生数約15,000人。教職員数約3,000

人と、国内有数の規模を誇る総合大学です。千葉大学が発足したのは、1949（昭和

24）年。千葉県内にあった７つの学校のさまざまな歴史と伝統を引き継ぎ約60年、その

前身を加えるとおよそ140年の歴史を積み重ねてきています。2004（平成16）年には

法人化され、現在の姿となりました。法人化後も千葉大学は更なる成長を続けています。

「先進科学プログラム」は、高校2年修了後に大学に入学（春入学）または高校3年9月から入学（秋入学）し、

早くから科学分野の専門的な勉強を進めることで、将来、独創性の豊かな科学者・研究者になり、世界に羽ばたく若者を育てる制度です。

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。

飛び入学で最先端の科学を学ぼう

高2修了後/高3の9月から大学へ
学べる分野は物理学、化学、工学など6分野14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、

先進科学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。

6分野14クラス

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
のある者。 

物質科学先進クラス：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。

方式Ⅰの物理の問題は、参考書などの持

ち込み可で、6時間かけてじっくり解くと

いう、大学入試ではほとんど見かけない

出題形式。十分に時間があるため、焦る

心配をあまりせず、考えることに集中でき

ることに魅力を感じて受験しました。

（2019 年入学 Y.T.さん）

高校が受験校だったのでカリキュラムの進

度が早く、高2までに高校範囲は終わる予

定でした。あと1年受験準備のために高校

に通うよりも、早く大学に行きたいと思って、

高2の11月の説明会に参加。そこから約

4カ月一生懸命準備して、方式Ⅱで受験し

ました。（2018年入学  S.N.さん）

https://www.cfs.chiba-u.jp/early_admission/research/index.html

物理学
先進クラス

化学
先進クラス

生物学
先進クラス

建築学
先進クラス

機械工学
先進クラス共生応用化学

先進クラス

電気電子工学
先進クラス

デザイン
先進クラス

都市環境システム
先進クラス

医工学
先進クラス

植物生命科学
先進クラス

情報工学
先進クラス

物質科学
先進クラス

人間探求
先進クラス

千葉大学

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。

国際教養学部

文学部

法政経学部

教育学部

理学部

工学部

園芸学部

医学部

薬学部

看護学部

高2

春飛び入学  方式Ⅰ 2021年4月入学
課題論述  ＋  書類審査  →  面接

春飛び入学  方式Ⅱ 2021年4月入学
前期日程試験  ＋  書類審査  →  面接  ＋  課題論述（人間探究のみ）

課題論述免除（＊）や総合判定で高く評価（+）等の優遇あり

＊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

＊化学グランプリの一次選考通過者

＊国際学生科学技術フェアの個人研究で日本代表として選抜された者
+日本情報オリンピック1次予選または前年度予選の成績
+物理、化学、生物、数学、情報分野等の科学技術コンテスト等における実績



43

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。 好きな研究をとことんやりませんか？

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。

「飛び入学で、好きな研究をとこ
とんやりませんか」と聞いて、やっ
ていけるだろうか？ と心配に思う
かも知れません。でも、安心して
ください。先進科学プログラムを
卒業して様 な々分野で大活躍し
ている先輩がたくさんいます。

徳久 剛史　千葉大学 学長 音 賢一　先進科学センター長

“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）

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）

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）

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）

化学先進クラスの生命化学分野では、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？

飛び入学生だけが受講できる「先進セミナー」は超少人数制。科目によっては先生と1対1で行われるものもある。

飛び入学専用の特別プログラム
物理・化学をはじめ特定の専門分野に優れた才能を持った学生の力をさらに伸ばすため、先進科学プログラムは独自の教育・研究システムを

導入しています。語学力を高めるとともに視野を広げる「海外研修」、科学者への基礎を固め個々の知的好奇心を伸ばす「先進科学セミナー」、

徹底した「少人数教育」、「国際的な研究活動で活躍する教員による個別指導」などにより、学生の更なるステップアップをサポートしています。

また、入学料や授業料の免除・減免、海外研修の経費免除など、さまざまな経済的なサポートを優先的に受けることができます。

第一線で活躍する研究者が、初年度から個別指導
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。

VOICE/faculty

基礎力を
固める

思考力を
拡げる

実践力を
つける

発信力を
高める

それぞれ選んだ分野（物理学・化学・生物学・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。

海外研修Ⅰ：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。

海外研修Ⅱ：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。

キャリアパスプログラム：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。

先進プログラム生には、海外での語学研修や
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。

1年生のころから、研究室に出入
りして、研究の「現場」を経験でき
るシステムがあるクラスや、実際に
自身の研究を進めることができる
制度をもつクラスもあります。

■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。

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

科学者・
研究者
として活躍

先進科学セミナー

研究活動

哲学・思想系、認知・心理系、社
会学系、文化人類学系など、幅
広い分野の教員による演習形式
のセミナーで、教養の幅を広げる
だけでなく、文献読解力や表現
力、発想力を養います。

先進教養セミナー

第一線で活躍されている研究者
を招いて、最新の研究テーマ、研
究哲学、研究者になるまでの道
のりなどを話していただきます。

オムニバスセミナー

海外の大学や研究機関の方を
招いて、最新の研究について話し
ていただきます。

先進国際セミナー

海外語学研修・海外留学

生物については、未解決の課題がまだ
まだたくさんあります。みなさんの生き
物への探究心は、もはや止めが効かな
いはずです。未知の科学を探究しま
しょう。

村上 正志 教授　群集生態学（理）

ガムシャラに研究に没頭できる人生は魅力と幸
せに満ちています。1年でも早くその世界に飛
び込みたいと思いませんか？ 千葉大学の飛び
入学はそのチャンスを提供します。植物や微生
物の生命の仕組みやその応用に興味を持つ、
熱意あふれる若者のチャレンジを待っています。

華岡 光正 教授　植物分子生物学（園）

Many new technologies rely on the 
fabrication and control of materials at 
the nanometer scale.  If you are 
curious about how atoms and electrons 
play together to bring about new 
phenomena in nanomaterials, join the 
Frontier Science Program and discuss 
with me in the English seminar.

Peter Krüger 教授　物性理論（工）

初めてのこと、他人がやらないことを始
めるには勇気が要ります。皆さんも
色々考えたことでしょう。思考力を養う
ことにも「イロハ」はあります。表面的
専門分野だけにとらわれず、思考力を
育ててください。

石谷 善博 教授　無機半導体工学・光物性（工）

研究は、とにかく考えて考えて考え抜く
こと、湯水のごとく時間を使うことが大
事です。それが可能になるのがこのプ
ログラムです。研究大好きの貴女/貴
方、思い切って飛び込んでみませんか？

越谷 重夫 特任教授　代数学（理）

「叩けよさらば開かれん」皆さんには無
限の可能性があります。その一つとし
て、先進科学プログラムにチャレンジし
てみませんか？ 新しい世界が広がるは
ずです。

眞鍋 佳嗣 教授　情報科学（工）
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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。 好きな研究をとことんやりませんか？

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。

「飛び入学で、好きな研究をとこ
とんやりませんか」と聞いて、やっ
ていけるだろうか？ と心配に思う
かも知れません。でも、安心して
ください。先進科学プログラムを
卒業して様 な々分野で大活躍し
ている先輩がたくさんいます。

徳久 剛史　千葉大学 学長 音 賢一　先進科学センター長

“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）

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）

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）

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）

化学先進クラスの生命化学分野では、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？

飛び入学生だけが受講できる「先進セミナー」は超少人数制。科目によっては先生と1対1で行われるものもある。

飛び入学専用の特別プログラム
物理・化学をはじめ特定の専門分野に優れた才能を持った学生の力をさらに伸ばすため、先進科学プログラムは独自の教育・研究システムを

導入しています。語学力を高めるとともに視野を広げる「海外研修」、科学者への基礎を固め個々の知的好奇心を伸ばす「先進科学セミナー」、

徹底した「少人数教育」、「国際的な研究活動で活躍する教員による個別指導」などにより、学生の更なるステップアップをサポートしています。

また、入学料や授業料の免除・減免、海外研修の経費免除など、さまざまな経済的なサポートを優先的に受けることができます。

第一線で活躍する研究者が、初年度から個別指導
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。

VOICE/faculty

基礎力を
固める

思考力を
拡げる

実践力を
つける

発信力を
高める

それぞれ選んだ分野（物理学・化学・生物学・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。

海外研修Ⅰ：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。

海外研修Ⅱ：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。

キャリアパスプログラム：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。

先進プログラム生には、海外での語学研修や
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。

1年生のころから、研究室に出入
りして、研究の「現場」を経験でき
るシステムがあるクラスや、実際に
自身の研究を進めることができる
制度をもつクラスもあります。

■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。

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

科学者・
研究者
として活躍

先進科学セミナー

研究活動

哲学・思想系、認知・心理系、社
会学系、文化人類学系など、幅
広い分野の教員による演習形式
のセミナーで、教養の幅を広げる
だけでなく、文献読解力や表現
力、発想力を養います。

先進教養セミナー

第一線で活躍されている研究者
を招いて、最新の研究テーマ、研
究哲学、研究者になるまでの道
のりなどを話していただきます。

オムニバスセミナー

海外の大学や研究機関の方を
招いて、最新の研究について話し
ていただきます。

先進国際セミナー

海外語学研修・海外留学

生物については、未解決の課題がまだ
まだたくさんあります。みなさんの生き
物への探究心は、もはや止めが効かな
いはずです。未知の科学を探究しま
しょう。

村上 正志 教授　群集生態学（理）

ガムシャラに研究に没頭できる人生は魅力と幸
せに満ちています。1年でも早くその世界に飛
び込みたいと思いませんか？ 千葉大学の飛び
入学はそのチャンスを提供します。植物や微生
物の生命の仕組みやその応用に興味を持つ、
熱意あふれる若者のチャレンジを待っています。

華岡 光正 教授　植物分子生物学（園）

Many new technologies rely on the 
fabrication and control of materials at 
the nanometer scale.  If you are 
curious about how atoms and electrons 
play together to bring about new 
phenomena in nanomaterials, join the 
Frontier Science Program and discuss 
with me in the English seminar.

Peter Krüger 教授　物性理論（工）

初めてのこと、他人がやらないことを始
めるには勇気が要ります。皆さんも
色々考えたことでしょう。思考力を養う
ことにも「イロハ」はあります。表面的
専門分野だけにとらわれず、思考力を
育ててください。

石谷 善博 教授　無機半導体工学・光物性（工）

研究は、とにかく考えて考えて考え抜く
こと、湯水のごとく時間を使うことが大
事です。それが可能になるのがこのプ
ログラムです。研究大好きの貴女/貴
方、思い切って飛び込んでみませんか？

越谷 重夫 特任教授　代数学（理）

「叩けよさらば開かれん」皆さんには無
限の可能性があります。その一つとし
て、先進科学プログラムにチャレンジし
てみませんか？ 新しい世界が広がるは
ずです。

眞鍋 佳嗣 教授　情報科学（工）
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春･秋2回の入学チャンスと
科学者･研究者につながる特別カリキュラム

卒業生79名中、64名が
千葉大、東大、京大などの大学院へ進学。 

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］

「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）

【プロフィール】　

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。現在は東京工
業大学の研究員

日沼洋陽さん

志願者・合格者の推移

　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
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
業後は太陽電池などに用いる半導体の性質を予測する独自の
シミュレーション法の開発を進め、環境に優しい新しい発光物
質を発見しました。VOICE/students

なぜ「飛び入学」を選んだのですか？

海外の学校で行われている「飛
び入学」のニュースを見て。2年次
に受験できるなら、チャンスが1 
回増えると思って受験しました。
（理学部2年  Y.T.さん）

自分の得意分野で受験できるか
ら。入学後も普通の大学生には
できないことができるのも魅力で
した。
（理学部2年  R.S.さん）

高校3年は受験勉強一色で面
白くないし刺激も少ない。大学
で好きなことを学べるならいいな
と思いました。
（理学部2年  T.S.さん）

VOICE/Alumni

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。

卒業生数

 79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：11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：

28名

東京大学大学院：
17名

その他：3名

ハワイ大学大学院

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

官公庁等：7名

大学教員：5名
東京大学、筑波大学、
インディアナ大学、
大阪大学、京都大学

大学等の博士研究員：2名
トリエステ国際高等研究スクール、
東京工業大学

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：44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、トヨタ車体、ベンチャービジネスを起業 など

大学院在学中：13名

その他：3名

卒業後
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方式Ⅰ

年度

人数

方式Ⅱ
14 3 17 3 8 4 14 2 10 3 19 8 19 7 20 9 23 6 22 6 21 5 12 4 9 1 14 2 7 2 8 4 18 2 8 0 4 2 2 03
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■志願者  ■合格者

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

2021
秋飛び入学

※2021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
■ 国際物理オリンピック、
　 国際化学オリンピックの
　 日本代表選手候補者に
　 選ばれたことがある

2022.4 2023.4 2024.4 2025.3 2026.3

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

2022 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

2021.4

2年1年 3年 4年

集中
講義

大学院進学
（→博士前期課程
  →博士後期課程）
就職

2021.4
入学

2年1年 3年 4年
2021.9
入学

2022.4
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

2021.10 2022.10 2023.10 2024.10 2025.9

2022.4 2023.4 2024.4 2025.3 2026.3

2021
春飛び入学

※2021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

2021年3月
高校2年生
修了後

2021年9月
高校3年生



5 6

春･秋2回の入学チャンスと
科学者･研究者につながる特別カリキュラム

卒業生79名中、64名が
千葉大、東大、京大などの大学院へ進学。 

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］

「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）

【プロフィール】　

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。現在は東京工
業大学の研究員

日沼洋陽さん

志願者・合格者の推移

　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
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
業後は太陽電池などに用いる半導体の性質を予測する独自の
シミュレーション法の開発を進め、環境に優しい新しい発光物
質を発見しました。VOICE/students

なぜ「飛び入学」を選んだのですか？

海外の学校で行われている「飛
び入学」のニュースを見て。2年次
に受験できるなら、チャンスが1 
回増えると思って受験しました。
（理学部2年  Y.T.さん）

自分の得意分野で受験できるか
ら。入学後も普通の大学生には
できないことができるのも魅力で
した。
（理学部2年  R.S.さん）

高校3年は受験勉強一色で面
白くないし刺激も少ない。大学
で好きなことを学べるならいいな
と思いました。
（理学部2年  T.S.さん）

VOICE/Alumni

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。

卒業生数

 79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：11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：

28名

東京大学大学院：
17名

その他：3名

ハワイ大学大学院

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

官公庁等：7名

大学教員：5名
東京大学、筑波大学、
インディアナ大学、
大阪大学、京都大学

大学等の博士研究員：2名
トリエステ国際高等研究スクール、
東京工業大学

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：44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、トヨタ車体、ベンチャービジネスを起業 など

大学院在学中：13名

その他：3名

卒業後
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■志願者  ■合格者

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

2021
秋飛び入学

※2021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
■ 国際物理オリンピック、
　 国際化学オリンピックの
　 日本代表選手候補者に
　 選ばれたことがある

2022.4 2023.4 2024.4 2025.3 2026.3

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

2022 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

2021.4

2年1年 3年 4年

集中
講義

大学院進学
（→博士前期課程
  →博士後期課程）
就職

2021.4
入学

2年1年 3年 4年
2021.9
入学

2022.4
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

2021.10 2022.10 2023.10 2024.10 2025.9

2022.4 2023.4 2024.4 2025.3 2026.3

2021
春飛び入学

※2021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

2021年3月
高校2年生
修了後

2021年9月
高校3年生



2021年度  入学試験の概要

2020年8月19日（水）
オンライン説明会開催

説明会
2021年1月10日（日）14:00～16:00（予定）2020年 11月1日（日）13:00～15:00（予定）

説明会

千葉大学 西千葉キャンパス 先進科学センター
（理学部2号館２階・JR総武線「西千葉駅」徒歩10分）

キャンパス・イノベーションセンター東京
（東京工業大学キャンパス内・JR山手線「田町駅」徒歩1分）

■説明会日程

※専用サイトより参加申し込みしてください

※詳しくはホームページでご確認ください。

■問合せ先　千葉大学 先進科学センター　
Tel. 043-290-3521　https://www.cfs.chiba-u.jp　Email： cfs-info@chiba-u.jp 
［テレメールでの資料請求］資料請求番号：621162
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］390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

Center for
Frontier
Science

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

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

12/19（土）

12/20（日）

+

課題
論述

書類
審査

面接

3/14（日）

面接

入
学

2/25（木）

+

前期
日程試験

書類
審査

書類
審査

+
課題
論述

※2

※3

3/14（日）

面接

物理学先進クラス
物質科学先進クラス
情報工学先進クラス

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
化学先進クラス
生物学先進クラス
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

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】

2021年1月

2021年1月

2021年1月

出願
2020年

11/16（月）～24（火）

※1

出願
2021年

1/25（月）～2/3（水）

※1

出願
2021年

1/25（月）～2/3（水）

※1

「日本情報オリンピック」
を活用した

飛び入学を導入！

国立大学法人 千葉大学

先進科学プログラム
Center for
Frontier
Science

飛び入学
物理、化学、生物、情報…。夢中になれる学問に

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。

Early Admission 2021

1年 2年

高校

飛
び
入
学 秋飛び入学

3年

国立大学法人

千葉大学
先進科学プログラム

6分野14クラス
特別プログラム
海外研修

教授陣による特別指導

※1 出願資格
（各方式共通）2021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もの。
（方式Ⅰ）情報工学先進クラス：工学に関して優れた資質を有し、その探究を志す者で、日本情報オリンピックの一次予選または前年度の予選に参加した者。
（方式Ⅲ）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者。 
　　　  物質科学先進クラス：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。

※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」は課題論述を免除します。
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」は課題論述を免除します。

※3 方式Ⅱの総合判定
志望する分野に関連する物理、化学、生物、数学、情報分野等の科学技術コンテスト等における実績がある場合は、その実績を総合判定において評価します。
物質科学先進クラス：ISEF（国際学生科学技術フェア）の個人研究で日本代表として選抜された者については、前期日程の筆記試験を免除します。

詳しくは募集要項をご確認ください。


