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I. 企画の概要 

（１）育成したい能力や資質 

本プログラムは、将来、世界の科学・技術を牽引するリーダーを発掘・育成することを目的と

し、育成すべき能力・資質として次の３点を掲げた。①海外の研究者に負けない、研究を遂行する

ための精神的タフネスさ、②国際的な共同研究において重要な役割をはたす共同研究能力、そし

て、③国際舞台で必要とされる、斬れる（実践的）語学力、すなわち、科学のロジックで欧米人と

十分に意思疎通ができる語学力、である。これらの能力や資質を３つのステージ（講義、先端研

究、海外研修）を通じて育成することを目指した。 

第２ステージの先端研究においては、受講生に、自らの意思で選択または考案したテーマについ

て、また、研究室での実験・実習研修および教員や大学院生と実験結果についての議論を行なわせ

ることによって、実験・実習の結果の解釈や意義を自分の頭で徹底的に考える力を養成した。さら

に、各研究を２人のペアで行うことによって、共同研究者と協力して研究を推進する能力（研究者

に取って最も重要な資質の一つ）を培った。 

最終ステージの海外研修では、事前に外部の専門家による英語プレゼンテーションの技法などの

講習を複数回行うことによって、研究成果を海外の聴衆の前で英語により発表し質疑応答する能

力、および、強い緊張をともなう英語での成果発表と質疑応答を行うための精神的なタフネスさを

育成した。また、研究者としての資質に関しては、第１ステージでの基礎的な講義・授業を大切に

することで自然科学に対しての独創的な探求能力や多分野横断的な思考力を涵養し、第２ステージ

では思考力・判断力・表現力を磨くのに加え、共同研究者と協力して研究を推進する能力を向上さ

せ、第３ステージでは海外研修における世界を活動の場とした貴重な体験を通して、国際的に研究

発表していくための能力を育成した。 

（２）「育てたい能力や資質」の具体的な目標水準 

各ステージの目標水準は以下の通り。第１ステージでは、最先端研究の講義内容を理解し、講師

の問に対して論理的に解答できること、また、自発的な発想に基づく考えを表現できること。第２

ステージでは、実験の具体的な計画と実施、場合によっては当初の計画の軌道修正、得られた結果

は何が新規なのかについて、研究室の教員との徹底した議論を通じてまとめることができるように

なること。実験実習終了後の、決められた時間内で研究成果を報告する発表会において、専門性の

高い研究成果を一般的な聴衆に向けてより効果的にプレゼンテーションし、質問者からの質疑に的

確に答える能力を習得していること。第３ステージでは、海外の大学で口頭発表またはポスター発

表を行うために日本語で行った研究報告を英語に作り直し、国際的な舞台で、科学のロジックを用

いて欧米人と十分に意思疎通ができるコミュニケーション力を示すことができること。また、全て

のステージを通じて、研究室の教員から研究の基本方針のサジェスチョンは受けつつも、徹底的に

自らの頭で考え、研究を推進していく能力を身につけること。本プログラムの受講を通じて、こう

した経験やスキルが獲得されることを目標とした。  

（３）取組概要 
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本プログラムでは、東海４県を中心に、全国の高等学校から自己推薦および学校長推薦の２種類

の方法で受講生の募集を行った。 

第１ステージでは、本学の教員が全体で９回の講義形式の授業を行った。受講生は、このステー

ジで９つのテーマの最先端の研究内容を理解する力を涵養するとともに、真理探究の手段としての

研究の楽しさを知ることができた。 

第２ステージでは、自らの意思で選択または考案したテーマについて、本学の５つの研究科（理

学研究科、工学研究科、生命農学研究科、医学系研究科、環境学研究科）から選択した研究室で最

先端の研究に携わり、指導教員や大学院生らと実験結果について議論を行った。第２ステージで、

受講生にとって重要なことは、実験結果の解釈や意義を自分の頭で徹底的に考える能力を養成する

ことであった。各研究は原則として高校の異なる２人１組のペアで行い、将来、科学技術の世界で

活躍する研究者にとって重要な資質となる共同研究を推進する能力を育ませた。 

第３ステージでは、海外研修での研究成果発表に向けて、約半年間の国内研修を行った。国内研

修では、受講生が研究の背景を広く理解し、英語での研究発表と質疑応答に対応できる実践的な英

語力、さらには海外の聴衆の前で物怖じしない精神的なタフネスさを身につけることを目標とし

た。そこで、まず外部の専門家による英語プレゼンテーションの技法の講習を複数回行ってから、

本学のグローバル30国際プログラム教員の協力のもと、日本語から英語でのプレゼンテーションに

発表を再構築し、英語での発表練習および質問に的確に回答する能力を培うためのトレーニングを

徹底的に行った。以上の国内研修を経て、受講生は約一週間の海外研修に参加した。派遣先の大学

での研究発表会では、どのペアも見事に研究発表と質疑応答をやり遂げ、大きな達成感を得ること

ができた。 

 

II. 人材育成面での達成成果～将来の国際的な科学技術人材たち 

本プログラムを実施した４年間では、平成28年度は135人、平成29年度は259人、平成30年度は338

人、平成31年度は302人と、募集人数100人を大きく上回る応募者数があった。これは本プログラム

の実施内容が高等学校から高く評価されたと同時に、受講生から身近な同級生や後輩へ「参加して

とても良かった」、「人生を変える経験ができた」、「迷っている人にはぜひ参加してほしい」等

の口コミを通じて本プログラムの評判が自然に広がったためと考えられる。 

第１ステージ期間中に受講生へ実施したアンケート調査では、「第１ステージの先生の講義に感

銘を受け、その分野を学びたいと思う気持ちがとても強く

なった」、「高校の授業では難しいと思っていた分野だ

が、大学の先生の講義が面白くて興味が湧いた」等の回答

があった。第１ステージ講義が、受講生の科学に対する認

識を変え、興味や好奇心のなかった分野にも視野を広げる

ことにつながったことが読み取れた。 

第２ステージでは、受講生を２人１組のペアとして各研 第２ステージ：研究室の実験実習 
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究室へ配属した。各研究室の指導教員に、受講生ペアの

実験実習への取組みについて採点・評価を依頼した結果

から、受講生２人が協力して研究を推進する間に切磋琢

磨し大きく成長した様子が顕著であった。 

第３ステージの海外研修では、受講生は欧州の伝統あ

る一流大学を訪問し、各大学の研究者の前で研究結果を

英語で発表した。受講生は発表のみならず、専門分野の

研究者との質疑応答も英語で見事にこなし、各大学の教

授陣から「高校生が大学レベルの研究に携わり、立派な

成果を上げたことは大変素晴らしい。私たちの大学でも

このようなプログラムを実施したいものだ」と称賛され

た。 

受講生の英会話能力やプレゼンテーションスキルは、

GSC全国受講生研究発表会においても存分に発揮され、

聴衆から高く評価されたと感じた。受講生の実践的英語

力の伸長に関しては、年度末に実施した受講生、保護

者、学校教員への、次のアンケート結果からも読み取れる。 

                ＜受講生＞     ＜保護者＞     ＜学校教員＞ 

      （４点満点）   研修前 研修後   研修前 研修後   研修前 研修後 

  英会話能力は高かったか   2.5 → 3.4     2.7 → 3.4     3.3 → 3.9 

 本プログラムを実施した４年間で、受講生の「国際学会等での外国語による研究発表」は３件、

「国内での学会における研究発表」は３件、「外国語論文発表」は１件であった。なかでも、外国

語論文発表に至った受講生２人は、二次選抜で第３ステージへ進出できなかったものの、研究室の

指導教員から「大変優秀で意欲の高い二人なので、第２ステージで取り組んだ研究について、ぜひ

とも外国語論文の作成に取り組ませたい」と運営委員へ依頼があり、受講生が継続して熱心に研究

活動に取り組んだことが最終的に大きな成果へとつながった。 

その他、「日本学生科学への参加数」は３件、「高校生

科学技術チャレンジへの参加数」は29件、「科学オリン

ピックへの参加人数」は25人、「科学の甲子園都道府県

代表選考会への参加人数」は21人であった。本プログラ

ム申請当初の数値目標は達成することができなかった

が、第２ステージの約１～２週間を研究に取り組む期間

として年間スケジュールに設定したなかで、受講生はよ

く健闘したと思われる。特に後半２年間では、高校生科

第３ステージ：発表練習風景 

第２ステージ：成果発表会 

科学三昧 inあいち：研究発表会 
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学技術チャレンジ（JSEC）へ29件参加するなど、受講

生は第２ステージの研究期間終了後に集中して研究レ

ポートの作成に取り組むことができ、第３ステージ受

講生はほぼ全ペアの応募を達成した。 

本プログラムの修了生（平成28～30年度の受講生72

人）は、名古屋大学（27人）、東京大学（5人）、京都

大学（4人）、北海道大学（1人）、東京工業大学（1

人）、静岡大学（1人）、奈良女子大学（1人）、名古

屋市立大学（4人）、浜松医科大学（2人）、米国セント

ラルミズーリ大学（1人）、等へ進学した。学部別では

医学部（16人）、理学部（16人）、工学部（14人）、農

学部（3人）、等であった。このように、本プログラム

の修了生が難関と呼ばれている大学、学部へ多数進学し

ていることはとても嬉しいことであり、今後の活躍が期

待される。 

 

III. 受講生の募集と一次選抜 

（１）受講生募集の方針と選抜基準 

本プログラムの募集要項には、受講生の人材像として「自然科学への興味・関心が高く、学ぶこ

とにより生ずる自らの課題を深く追究するための洞察力や、課題の解決にあたって独創的でイマジ

ネーション豊かな発想のできる人材、さらには世界の舞台でリーダーになり得る人材、または、そ

うなりたいと願う強い意志と高い志をもつ人材を募集」すると記載した。 

一次選抜は、第１ステージで実施した９回の講義についての９本のレポート審査とした。９本の

課題レポートの選抜基準は、①理解度、②独創性、③研究への意欲、④課題等への回答の４つと

し、各観点について４段階評価を実施した。 

（２）募集・一次選抜の具体的な取組・方法 

本プログラムのホームページを通じて、全国へ広く受講生の募集を周知すると同時に、名大MIRAI 

GSCコンソーシアムを通じて東海地区４県を中心とした各県の教育委員会、公立高等学校長会、私

学協会から、各高等学校への受講生の応募への協力依頼を行った。さらに、コーディネーターが主

要校への戸別訪問を行った。 

参加申込に関しては、自己推薦と学校長推薦の２種類の応募方法とした。応募書類には、本プロ

グラムへの応募の動機や受講したい講義テーマ、実験・実習をしたい分野およびその具体的な内容

などを記入させて、応募者の意欲と能力を調査した。 

応募者数が募集人数を大幅に超えた場合は、応募書類を選考し、第１ステージの会場規模を考慮

して、受講生を190人程度までとした。 

UWCボッシュ高校での発表 

フライブルク大学での研究発表・質疑 
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第１ステージでは、毎回の講義終了時に講演者が発表した課題について受講生にレポートを作成

させた。受講生が作成した課題レポートを講演者が採点し、９本のレポートの合計得点の高い受講

生から第２ステージ進出者候補とした。第２ステージ進出候補者について、運営委員会で検討と審

議を行った。 

（３）選抜結果と選抜した受講生の能力・資質特性 

運営委員会での検討と審議を経て、第２ステージ進出候補者はほぼすべてが第２ステージ進出者

として承認された。僅かな例外として、第２ステージでは原則同性のペア２人１組で研究に取り組

むため、ボーダーラインではレポートの得点以外の要素（学校長推薦順位、受講生の英語力等）に

ついても比較し、男子ならびに女子の受講生が偶数となるよう配慮して、50人程度（25組程度）の

進出者を決定した。 

一次選抜された受講生は、いずれも各県、地域の有名校、進学校と呼ばれる高等学校からの参加

者ばかりであった。第２ステージでペアを組んだ受講生２人の能力の差は、さほど大きくなかった

とみられる。 

また、第２ステージで配属を希望する研究室について、受講生へ事前にアンケート調査を行い、

その回答を反映してペア組みを行い、各ペアの配属研究室を決定した。その結果、大半の受講生が

興味・関心の高い研究室に配属され、意欲的に実験・実習を行うことができたと考えている。 

 

IV. 「将来国際的に活躍しうる傑出した科学技術人材」を育てる育成プログラム 

（１）プログラムの全体像 

本プログラムは、将来、世界の科学・技術を牽引するリーダーを発掘・育成することを目的と

し、育成すべき能力・資質として次の３点を掲げた。①海外の研究者に負けない、研究を遂行する

ための精神的タフネスさ、②国際的な共同研究において重要な役割をはたす共同研究能力、そし

て、③国際舞台で必要とされる、斬れる（実践的）語学力、すなわち、科学のロジックで欧米人と

十分に意思疎通ができる語学力、である。これらの能力や資質を３つのステージ（講義、先端研

究、海外研修）を通じて育成することを目指した。 

本プログラムでは、以上の育成すべき能力・資質を受講生に段階的に育ませるため、以下の３つ

のステージで取組みを行った。第１ステージでは９人の講演者から最先端研究についての講義を行

い、受講生に課題レポートを作成させた。第２ステージでは、受講生を２人１組のペアとして各研

究室に配属して共同研究を行わせ、その成果を口頭発表にまとめさせた。第３ステージでは、英語

によるプレゼンテーション能力の習得と海外研修での研究成果発表を主な取組みとした。 

受講生は、９本の課題レポート審査を経て（一次選抜）、第１ステージから約半数から４分の１

程度が第２ステージに進出することとした。第２ステージでは、研究の成果発表の審査を経て（二

次選抜）、約半数が第３ステージに進出することとした。科学技術の世界で将来国際的に活躍しう

る人材は、研究を遂行するための精神的タフネスさを兼ね備えていなければならない。以上のよう

に、各ステージの厳しい選考・選抜を勝ち抜くことで、受講生の精神的タフネスを涵養することを
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一つのねらいとした。 

第１ステージおよび第２ステージを通して、講義および実験・演習の分野は、宇宙（地球）関

連、生命関連、物質関連の３つとした。各ステージの講義および演習のレベルは学部から大学院の

レベルに設定した。本プログラムは、真に独創的で科学技術の世界を牽引する研究者となる人材の

早期発掘・育成を実施の目的と掲げているので、取組みに協力する本学の講師ならびに指導教員に

は、受講生が高校生であっても、可能な限り難易度を下げないようにあらかじめ依頼した。 

最終の第３ステージでは、約１週間の海外研修に受講生を派遣し、海外の大学で研究成果を英語

で口頭発表またはポスター発表することを最終目標とした。その準備として、約半年間の国内研修

を行い、受講生が海外の研究者と対等にディスカッションならびに研究発表できるための実践的英

語力を磨き上げる訓練を段階的に実施した。 

（２）国際性付与の方針 

本プログラムでは、第１ステージの９回の講義のうち、外国人研究者からの英語での講義を毎年

１～２回実施した。レポートは日本語で作成してよいとしたが、英語で課題レポートを作成する受

講生が１割程度あった。 

第２ステージでは、受講生は配属先の研究室にて外国人研究者や留学生と交流し、研究の専門用

語について英語の知識を深め、英会話能力を高めることとした。また、受講生に国際学会での研究

発表や英語論文の執筆等に携わるチャンスをできるだけ与えてほしいと、各研究室の指導教員に協

力を依頼した。 

第３ステージでは、将来、世界の舞台で研究者として飛躍するために必要な実践的英語力を磨き

上げるための訓練を行った。約半年間の国内研修では、外部の外国人講師に依頼して英語プレゼン

テーション講習会を複数回実施した。講習会では、日本語ではなく英語での会話を通じて、受講生

がプレゼンテーション能力を英語で獲得し、より効果的に研究発表および質疑応答を行うためのテ

クニックを英語で習得できるように取組みを実施した。さらに本学のグローバル３０国際プログラ

ム教員（外国人研究者）の協力のもと、受講生のポスターおよび口頭発表練習を数回行った。受講

生は、外国人研究者から英語で指導を受け、研究について英語で理解し、発表と質疑の内容をブラ

ッシュアップすることができた。 

約１週間の海外研修は、受講生が半年間かけて磨き上げた実践的英語力を試す機会であり、同時

に貴重な実地訓練の場でもあった。海外の大学での研究発表会では、受講生は見事に発表と質疑を

やり遂げることができ、大きな達成感を得ることができた。 

（３）一次選抜後の育成プログラム 

一次選抜後の第２ステージでは、本学の５つの研究科（理学研究科、工学研究科、生命農学研究

科、医学系研究科、環境学研究科）から全体で25程度の研究室の協力を得て取組みを実施した。受

講生は２人１組のペア25組程度に分かれ、各研究室で異なる先端研究テーマについての約１～２週

間程度の実験実習に携わった。受講生への指導は、各研究室の指導教員を中心に行った。各研究室

では、受講生１人に院生１人程度をチューター役として配置し、個人単位の指導とケアに配慮し
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た。 

第２ステージで重要なことは、実験実習の結果の解釈や意義を、受講生自らが徹底的に考えるこ

とであった。また、受講生は２人１組のペアで１つの研究テーマについて共同研究を行い、将来、

国際的な科学技術の世界で活躍する研究者にとって重要な能力・資質の一つである共同研究を推進

する能力を育成することを取組みのねらいとした。 

受講生は、各研究室で指導教員や院生らと議論を行い、実験実習の成果を口頭発表にまとめ上げ

た。第２ステージ最終日には成果発表会を開催し、受講生はペア２人１組で各専門分野の審査員に

対して、約10分間の研究発表および５分間の質疑を行った。 

（４）一次選抜者の育成結果 

第２ステージにおいて、受講生は各研究室で最先端の研究を行っている研究者（指導教員）から

薫陶を受け、実験実習の結果の解釈や意義について研究者と積極的に議論し、自ら徹底的に考える

能力を養った。また、所属高校の異なる受講生が２人１組のペアを組んで１つの研究テーマに取り

組み、協力して研究を推進するなかで、将来、科学技術の世界で活躍できる人材にとって重要な役

割を果たす共同研究を推進するための様々な能力を培うことができた。 

以上のプロセスを経て、受講生は第２ステージ期間中に大きく成長したと考えられる。その結果

は、各指導教員に依頼したルーブリック評価からも読み取れた。 

第２ステージ最終日に実施した成果発表会では、レベルの高い研究発表が多数あった。受講生の

多くにとっては初めての口頭発表であったが、どの受講生も大変意欲的に取り組み、パワーポイン

トの作成も見事であった。 

（５）二次選抜の実施 

第２ステージ最終日に、成果発表会および英会話能力審査会を開催した。 

成果発表会では、受講生はペア２人１組で、１つの研究テーマについて10分間の研究発表と５分

間の質疑を行った。発表会は、①化学系、②物理系、③生物・医学系の３つの会場に分けて実施し

た。各会場に、専門分野の研究者３人を審査員として配置した。受講生の発表内容について、審査

員は、①独創力、②企画力、③工夫力、④質疑応答力、⑤プレゼン力の５つの基準に基づいて４段

階で評価・採点した。 

受講生の発表について、各審査員からは、「甲乙つけがたい」という声が少なくなく、僅差での

判定となった。 

英会話能力審査会では、英会話による個人面接を実施した。面接の審査員は、高等学校の英語教

員に依頼した。面接会場には審査員２～３人を配置し、各審査員は、受講生の①英会話を聞き取る

能力、②英語で発信する能力、③会話力、④表現力の４つの基準に基づいて、４段階の評価・採点

を行った。 

以上２種類の評価・採点の合計得点を集計し、得点の高い受講生から順に、第３ステージ進出候

補者として20人程度（ペア10組程度）を選出した。 

各候補者について、学内運営委員会にて検討と審議を行い、第３ステージ進出者20人程度（ペア
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10組程度）を決定した。 

（６）二次選抜後の育成プログラム 

第３ステージでは、約半年間の国内研修を行った後に、約一週間の海外研修およびフォローアッ

プ研修２日間を実施した。 

受講生は、第２ステージと同じ２人１組のペアで活動に取り組んだ。受講生は、第３ステージの

国内研修期間中に、必要に応じて各研究室で追加実験を行い、新たなデータや考察を加えて発表を

修正した。各研究室の指導教員とチューター役の院生は、研究室での受講生の活動についてフォロ

ーとケアを行った。 

約半年間の国内研修は、毎回第３ステージ受講生全員を集めて実施した。各回の研修では、海外

の大学で研究発表を英語で行うことを最終目標に、実践的英語能力を磨くための訓練を段階的に実

施した。具体的には、まず外部の専門家による英語プレゼンテーションの技法などの講習を複数回

行った。さらに本学のグローバル30国際プログラム教員の協力のもと、日本語から英語でのプレゼ

ンテーションに発表を再構築し、次に英語での質問への応答、さらに英語で自ら質問できるように

段階的に訓練した。 

国内研修期間中は、受講生が研究室以外で活動する機会が増えたため、事務局のコーディネータ

ーと事務局員が中心となって、受講生と個別にメール連絡を取り、配属研究室の指導教員とも連携

して、受講生全員の進捗把握に努めた。 

以上の国内研修を経て、受講生を約１週間の海外研修に派遣した。海外研修は、受講生が培った

実践的英語力や、緊張を伴う研究発表会の場において重要となる精神的タフネスさ、ペアと協力し

て研究を推進する能力等を存分に発揮し、個別の能力をさらに伸長させるための貴重な実地訓練の

場でもあった。 

海外研修派遣後には、２日間のフォローアップ研修を実施した。フォローアップ研修では、受講

生の実践的英語力ならびに研究への興味や探求心が最も高まった時期に、より効果的に個別の能力

を向上させる取組を行った。具体的には、外部英語専門講師の指導を受け、受講生が将来の科学技

術をテーマとした英語でのグループディスカッションや個人プレゼンテーションを行ったほか、コ

ンソーシアム会議の場で、各委員へ英語での研究発表を披露し、海外研修派遣の感想を報告した。 

（７）二次選抜者の育成結果 

第３ステージでは、約半年間の国内研修と、約１週間の海外研修での取組みを通じて、受講生の

能力が飛躍的に向上する様子が見られた。第３ステージの最終目標とした、海外の大学での研究発

表会では、どの受講生も発表と質疑を見事にやり遂げ、大きな達成感を味わうことができた。 

本プログラムでは、受講生が、将来、国際舞台で活躍できる研究者となるために重要な３つの能

力・資質として、①海外の研究者に負けない研究を遂行するための精神的タフネスさ、②国際的な

共同研究において重要な役割をはたす共同研究能力、③国際舞台で必要とされる実践的英語力、の

３点を掲げた。これらの能力が、第３ステージ期間中の取組みを通じて、受講生のなかで着実に育

成され、伸長したことは、国内研修の各回で実施した受講生の自己評価の結果が、回を重ねるごと
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に良くなったこと、そして海外研修派遣後に受講生および保護者と高等学校教員へ実施したアンケ

ート結果からも読み取ることができた。 

（８）海外研修活動とその成果 

約半年間の国内研修を実施した後に、第３ステージ受講生全員を、約１週間の海外研修に派遣し

た。 

派遣先のフライブルク大学（ドイツ）では、教授陣へ向けて研究成果を口頭発表ならびにポスタ

ー発表する研究発表会を開催した。受講生は、約半年間で磨き上げた英語での研究発表を聴衆に向

けてより効果的にプレゼンテーションし、質問者からの専門性の高い質疑に的確に答えることがで

きた。研究発表会へ出席したフライブルク大学の教授陣からは、「高校生が大学での専門性の高い

研究に携わり、成果を発表できることは大変素晴らしい。私たちの大学でもこのようなプログラム

を実施したいものだ」と称賛を受けた。 

フライブルク大学では、化学や有機化学の研究室を訪問し、教授から先端研究についての英語で

の特別講義を受けた後に、研究の現場を見学することができた。受講生は、ガイド役の研究者から

英語で説明を受け、日本の大学の研究室とは異なる雰囲気の研究環境を子細に観察し、欧州の最先

端の研究現場を見学できたことに感動していた。 

また、近郊のUWCボッシュカレッジ（国際高校）を訪問し、エネルギーと自然環境問題のワークシ

ョップ形式の授業に参加した。受講生は複数名のグループとなって授業のテーマについて事前に情

報収集し、当日口頭発表を披露することができた。受講生の口頭発表について、国際高校からは大

きな反響と称賛を受けた。 

１日はフランスのストラスブール大学を訪問し（平成28年度はスイスを訪問）、生物学の研究室

等を見学した。受講生は、教授陣から大学紹介と専門研究についての特別講義を受けた後、１件の

口頭発表を行い、研究者からの質疑に的確に回答することができた。 

以上の海外研修活動は、実地での訓練を通じて受講生の能力を最大限に伸長することができた、

大変意義深い取組みであった。 

 

V. 受講生に対する評価手法の開発と実施 

（１）育てたい人材像と育成したい能力・資質に照応した評価方法 

本プログラムは、将来、世界の科学・技術を牽引する研究者となりうる、独創的でイマジネーシ

ョン豊かなリーダー人材を、高校生の時期から発掘・育成することを目的とし、①海外の研究者に

負けずに研究を遂行する精神的タフネスさ、②共同研究能力、③実践的英語力、の３つの能力・資

質を３つのステージ（講義、先端研究、海外研修）を通じて育成することを目指した。 

各ステージでは、以上の能力・資質の伸長度について、以下の方法で評価を実施した。 

第１ステージ：９回の講義の課題レポートにおいて、①講義の内容の理解度、②課題への回答に

対する独創性、③研究をする意欲、④質問に対する回答の的確さ、を講演者自らが評価・採点し

た。 
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第２ステージ：受講生の各研究室での実験実習への取組みについて、①受講生の自己評価、②研

究室の指導教員からの客観的評価を行った。具体的には、２種類のルーブリック評価票を作成し、

受講生と指導教員に実験期間終了後に記入を依頼した。ルーブリック評価の観点は、①テーマと研

究計画、②研究の理解度、③研究の方法、④実験の結果と考察、⑤結論、⑥共同研究の能力、とし

た。さらに、実験実習の取組みの成果を、受講生に10分間の口頭発表で発表させ、審査員が発表の

内容を、①独創性、②企画力、③工夫力、④質疑応答力、⑤プレゼンテーション力、の５つの観点

から４段階で評価・採点した。また、受講生の英会話能力を、個人面接において、①英会話を聞き

取る能力、②英語で発信する能力、③会話力、④表現力、の４つの観点から４段階で評価・採点し

た。 

第３ステージ：半年間の国内研修の各回において、受講生に毎回取組みの目標を立てさせ、その

達成度を自己評価させた。また、第３ステージ期間中に収集した資料：①受講生の自己評価票、②

英語での口頭発表スライドまたはポスター、③日本語での研究レポート、④海外研修派遣後のアン

ケート調査結果（受講生、保護者、高等学校教員からの回答）を受講生のポートフォリオ評価に集

約した。 

（２）評価の実施結果と課題 

第２ステージ：受講生の取組みへの評価を２種類のルーブリック評価（①受講生の自己評価、②

研究室の指導教員からの評価）で実施したが、研究室からの評価結果は大半がとても良い評価であ

った。また、受講生の成果発表会では、審査員から「どの発表も良い内容であるため、全体として

甲乙つけがたい」と指摘があり、僅差での判定となった。受講生の英会話能力については、個人差

が大きく、英会話能力審査での得点が第３ステージ進出の合否を左右することがあった。 

第３ステージ：受講生の自己評価が回を重ねるごとに高まったことを、自己評価票から読み取る

ことができた。ポートフォリオ評価を平成30年度から実施したが、まだ工夫・改善の余地があると

考えられる。今後、より良い評価手法の確立に向けて、引き続き議論と検討を行っていくことを課

題としたい。 

さらに、高校の担当教員及び保護者へのアンケート調査を実施し、受講生の本プログラムに対す

る意識や科学技術の研究に対する意欲等の変化について調べた。 

（３）評価結果に基づく受講生へのフォロー指導 

第２ステージ：評価結果にもとづく受講生へのフォロー指導については、運営委員会を通じて各

研究室の指導教員へ依頼し、各研究室の指導教員が実施した。必要な場合は、研究室の指導教員と

コーディネーター（必要に応じて実施主担当者）が連携して受講生へのフォロー指導を行った。 

第３ステージ：最終日に受講生との個人面談を実施し、ポートフォリオ評価の結果をコーディネ

ーターから受講生へ伝えた。どの受講生からも、「本プログラムに参加したことで、自分が大きく

成長できたと感じた」、「各ステージの活動では大変なこともあったが、ペアや他の受講生と協力

して課題に取り組み、達成できたことの満足感はとても大きかった」等の非常に良い感想を聞くこ

とができた。 
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VI. 受講生の活動成果―「数値目標」の達成状況 

（１）国際学会等での外国語による研究発表 

４年間の目標10件、成果４件 

※うち１件は、平成２９年度の第２ステージ受講生が、台湾で開催されたISAMR 2017（先端材料

研究に関する国際シンンポジウム）で英語でのポスター発表を行った。 

（２）外国語論文発表 

４年間の目標10件、成果１件 

※平成３０年度の第２ステージ受講生が携わった研究の英語論文が、平成３１年度の「Nano 

Letters」に掲載された。 

（３）国際的な科学技術コンテスト等の日本国内予選等 

４年間の目標110件、成果57件 

※平成30年度、平成31年度の２年間で、高校生科学技術チャレンジには29件の応募を達成した。 

（４）科学の甲子園都道府県代表選考会参加人数 

４年間の目標60件、成果21件 

 

VII. 効果検証 

（１）効果検証の方針 

効果の検証は、第３ステージの８回の研修会において受講生に自己評価を作成させ、さらに、高

校の担当教員及び保護者へのアンケート調査を実施し、受講生の本プログラムに対する意識や科学

教育に対する意欲の変化等について調べた。それらを基に、受講生の本プログラムへ対する意識や

各ステージを通しての能力・資質の成長などを調査・確認した。 

（２）修了生との関係性の維持に関する取組状況 

前年度のファイナリスト（第３ステージ受講生）が当該年度のファイナリストと、第３ステージ

の国内研修で交流する機会を、各年１～２回程度設定した。具体的には、先輩には英語での口頭発

表およびポスター発表をお手本として披露してもらい、後輩からの様々な質問（海外研修へ向けて

の準備、受験勉強とGSCの活動との両立等について）に答えてもらった。 

高校卒業後については、事務局から、コーディネーターと事務局員が中心となって各受講生（修

了生）へメール等で個別連絡と進路調査を行い、卒業後も関係を維持している。特に、本学へ進学

した修了生には、本プログラムの研修会等に度々来てもらい、成果発表会の会場係や後輩への助言

等において活躍してもらっている。 

平成31年度からは、オンラインサービスシステムを利用して、修了生のオンラインコミュニティ

を作り、修了生の交流と事務局からの連絡がよりスムーズに行えるようになった。 

（３）修了生の追跡調査による効果検証状況 

本プログラム修了生の大学進学状況は、次の通りである。 
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 ＜第１回生（平成28年度参加）＞ 第３ステージ進出者22人について 

名古屋大学8人、東京大学2人、京都大学1人、北海道大学1人、名古屋市立大学3人、セントラルミ

ズーリ大学（アメリカ）1人、等であり全員が大学へ進学した。学部別では医学部7人、理学部6

人、工学部3人、等であった。 

 ＜第２回生（平成29年度参加）＞ 第３ステージ進出者26人について 

名古屋大学7人、東京大学2人、京都大学3人、名古屋市立大学1人、静岡大学1人、浜松医科大学1

人、奈良女子大学1人、等であった。学部別では工学部8人、医学部3人、理学部4人、農学部2人、

等であった。 

 ＜第３回生（平成30年度参加）＞ 第３ステージ進出者24人について 

名古屋大学12人、東京大学1人、東京工業大学1人、一橋大学1人、浜松医科大学1人、佐賀大学1

人、等であった。学部別では工学部3人、医学部6人、理学部6人、農学部1人、等であった。 

以上のように、本プログラムの趣旨を理解し、難関と呼ばれている大学、学部へ多数進学してい

ることはとても嬉しいことであり、修了生の今後の活躍が期待される。 

 

VIII. 開発された育成プログラムの他機関や社会への波及効果 

本プログラムで実施した３つのステージ制（講義、先端研究、海外研修）は、他大学の取組みに

も影響を及ぼしたものと考える。特に、高等学校への影響は多大で、応募者数が毎年増加したこと

にも顕著であった。 

 

IX. GSCの実施体制 

（１）コンソーシアム等の構築結果 

本プログラムを開始した平成28年度に、名大MIRAI GSCコンソーシアムを設立した。 

コンソーシアム会議委員の構成は、愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、

静岡県教育委員会、名古屋市教育委員会、東海四県公立高等学校長会、愛知県公立高等学校長会、

愛知県私学協会から各１人、および本学のプログラム運営委員とした。  

各年度、第１回のコンソーシアム会議（６月に開催）では、本プログラムの実施計画についての

説明を行った。コンソーシアム会議委員に教育プログラムの主旨をよく理解してもらい、各県教育

委員会等を通じて、各関係高等学校へ受講生募集の周知と取組みへの協力の依頼を行うことができ

た。 

第２回コンソーシアム会議（３月に開催）では、１年間の取組みの成果報告を行い、次年度の実

施に向けての意見および要望の集約を行った。 

（２）学内の実施体制 

本プログラムの運営委員は、本学の研究担当理事、入試担当副総長、理学研究科副研究科長、工

学研究科副研究科長、生命農学研究科副研究科長、医学系研究科副研究科長、環境学研究科地球惑

星学科長（平成29年度から参画）、高等研究院副院長（平成30年度から参画）、実施主担当者（平
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成28、29年度は高等研究院院長、平成30年度から理学研究科教授に交代）、コーディネーターで構

成した。 

各年度、運営委員会は５回（第１回：４月下旬、第２回：５月下旬、第３回：７月中旬、第４回:

８月下旬、第５回:２月上旬）実施した。運営委員会では、本プログラムの具体的な実施方法につ

いて協議と検討を行い、決定した方策を各運営委員から５つの研究学科および関係役員に伝え、各

ステージの取組みについて教員へ協力を依頼した。また、各研究学科から取組みへ協力する間に寄

せられた意見や要望等を集約して、実施手法および方策の改善等に反映させた。 

以上のように、運営委員会を通じた全学的な協力体制において、本プログラムを安定的に実施す

ることができた。 

（３）機動的で安定した実施体制づくりに向けた取組およびその結果 

本プログラムでは、各年度、愛知県SSH実施校との意見交換会を実施した。意見交換会には、本学

とSSHの取組みで連携実績のある高校の校長または教頭ならびに理科担当教員を招き、本プログラ

ムの実施主担当者から当該年度の活動方針と実施計画を説明し、受講生募集について協力を依頼し

た。愛知県SSH校は、県内有数の進学校であり、毎年、本学への入学者を多数輩出していることも

あって、本プログラムへも高い期待と関心を示してきた。本年度の意見交換会では、活発な議論が

行われ、その結果、多くの優秀な生徒の参加申し込みがあった。SSH実施校からの協力と信頼に基

づいて本プログラムを運営できたことは、安定した実施体制の構築と維持につながったと考えられ

る。 

また、応募者の参加申込書には、担当教員名と連絡先を記載するように依頼し、各高等学校校長

を通じての応募とした。各ステージへの選抜結果の通知は、各高等学校の担当教員を通じて受講生

へ伝えてもらった。 

 

X. 支援期間終了後の企画の継続・展開に関する取組状況 

本プログラムの改善・発展形となる新たなプログラムを次年度の企画として申請した。申請した

企画が不採択となった場合は、高等学校の協力を仰ぎながら第１ステージおよび第２ステージに準

ずるプログラムを、本大学内の協力を得られる範囲で規模を縮小して実施する。具体的には第１ス

テージとして30～50人程度を対象に講義を数回実施し、その中から評価・選抜した３～５組のペア

６～10人程度に対し、本企画の第２ステージと同様に１～２週間程度の研究に参加させる。 

以上の実施計画について、本大学内の部局への説明会を開催し、第１ステージの講師の派遣、第

２ステージの受講生受け入れ研究室の推薦を要請する。 

なお、コンソーシアムは、電子メール等の通信手段による書面会議を開催し、簡略化した形で継

続することとする。外部評価委員会も、通信手段を用いての報告書の送付、評価の依頼を行うこと

によって、縮小した形で数年毎に開催することを想定する。 

 

XI. 大学としての自己評価 
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本プログラムは高等学校から非常に高い評価を獲得し、次年度以降の継続実施を望む声が多かっ

た。 

ファイナリスト（第３ステージ受講生）の所属する高等学校では、学校集会等で受講生が研究発

表を行い、本プログラムに参加した感想を全校に向けてプレゼンテーションする機会が設けられた

と聞いた。また、受講生の自発的な宣伝（「参加してとても良かった」、「人生を変える経験がで

きた」、「迷っている人にはぜひ参加してほしい」等の口コミ）が、まだ参加したことのない後輩

に広まり、本プログラムへの関心と評判が自然に広まったことが、毎年度の応募者数の増加につな

がったと考えられる。 

第３ステージにおける８日間の海外研修は、初めての海外渡航となった受講生も多数あり、教員

にとっても様々なチャレンジがあった。しかし、海外研修を経てからの受講生の英会話能力の伸長

や、研究成果に対する誇らしげな様子を目の当たりにして、この企画を通しての受講生の確たる成

長に大いに満足できた。 

受講生にとってはもちろん、大学の指導者においても大変有意義な企画であった。 
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【資料編】 

1. 育てたい人物像の育成要件と目標水準 

（１）人材育成上の目標（受け入れたい受講生の人材像と教育プログラムを通して育てたい人材像）  

① ノーベル賞（物理学賞、化学賞、生理学・医学賞）を受賞したいと夢見ている高い志をもつ人材 

② 自然科学への興味関心が高く、独創的な探求能力のある人材 

③ 多分野横断的な思考力を有し、科学技術革新やイノベーションへの意欲を有する人材  

④ 国際的に見て、真に独創的でイマジネーション豊かな研究者、さらには世界の舞台でリーダー

になり得る人材。 また、そうなりたいと高い志をもつ意欲的な人材。  

（２）本プログラム終了時に、受講生に習得させたい能力や資質 

書類審査と一次選抜を経て第２ステージへ進む受講生は、夏休み期間中に自らの意思で選択また

は考案したテーマについて、研究室での実験・実習研修と、それに伴う研究室の教員スタッフ・

大学院生との実験結果についての議論と研究室内でのプレゼンを行う。ここで重要なことは、実

験・実習の結果の解釈や意義を自分の頭で徹底的に考えることにある。  

第３ステージ（海外研修）では、翌年３月に行なう研究をまとめる能力や研究成果を海外の聴衆

の前で英語によりプレゼンし、かつ質問に応答する能力を身につけなければならない。また、こ

のような緊張を要する場での英語でのプレゼンと質疑応答を行うためには、精神的なタフネスさ

も身につけなければならない。さらに、各研究は個人または２人ずつのペアで行うが、２人のペ

アで行う場合は共同研究者と密に連携する、という共同研究を推進する能力も培われる。これ

は、研究者に取って最も重要な資質の一つである。海外研修の前には外部の専門家による英語プ

レゼンテーションの技法などの講習を複数回行う。  

自然科学に対しての独創的な探求能力や多分野横断的な思考力も、先ずは第１ステージでの基礎

的な講義・授業を大切にして、第２ステージでの思考力・判断力・表現力を磨き、第３ステージ

（海外研修）における世界を活動の場とした貴重な体験を通して、より効果的に受講生のなかに

芽生えていくと考えられる。  

（３）「育てたい能力や資質」の具体的な目標水準 

全てのステージを通じて、（研究室の教員スタッフから研究の基本方針のサジェスチョンは受け

るものの）徹底的に自らの頭で考え研究を推進していく能力を養う。これには、実験の具体的な

プラニング、実施、（場合によっては当初プランの軌道修正）、得られた結果は何が新規なのか、

研究室の教員スタッフとの徹底した議論を通じてまとめ、決められた時間内でのプレゼンによる

研究成果報告と研究レポートの作成が含まれる。  

第３ステージ（海外研修）では、以上をブラッシュアップして、海外の大学での英語でのポスタ

ーあるいはオーラル発表を行い、また、英語での質疑応答能力も獲得する。  

以上の経験やスキルはほとんどすべて、受講開始前には無かったものである。  

（４）目標水準に達する受講生の割合 

本プログラムでは、（事前に書類審査で選抜された）100名程度（第１ステージ）→ 60名を限度
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（第２ステージ） → 20名を限度（第３ステージ）と３段階選抜を行うが、約 20名のファイナリ

ストは基本的にはほぼ全員が目標とする水準に達するようにしたい。  

（５）「育てたい能力や資質」と取組概要の対応関係  

第１ステージでは、全体で９研究テーマ程度の講義形式の授業を行う。講師は本プログラムに参

画する理学研究科、工学研究科、生命農学研究科および医学系研究科の４つの研究科から宇宙

（地球）、物質、生命などの分野の研究者が行う。  

第２ステージの研究室研修では、個人または２人のペアを組んで実験・実習の研修を行う。ここ

では 60名を限度として、約 30研究テーマに個人または２人のペアで分かれて、４つ（平成 29年

度から５つ）の研究科の研究室で研修を行う。約 30の研究テーマを決定する際には、受講生から

の独創的なアイデアや希望も考慮に入れながら、４つ（平成 29年度から５つ）の研究科が相互に

密に連絡を取り合って、可能な限り広い範囲の研修テーマ（研究トピックス）を受講生に提示す

る。 第１ステージを修了した時点での受講生は、最先端の研究の魅力と知識を得るが、第２ステ

ージまで経験した受講生は実際の最先端の実験・実習研修を研究室に滞在して実施できることに

より、研究を計画、推進、まとめ、プレゼンする能力を獲得することが可能である。さらに、第

３ステージにおいては、海外研修を体験することにより、海外での教育・研究の現状の把握（と

名大での教育・研究との比較）、英語でのプレゼン能力・質疑応答能力、英会話能力や、外国人の

聴衆を前にしても物怖じをしない精神的なタフネスさを身につけることができる。 

（６）プログラムの全体俯瞰図、国際性付与の展開図 

2. 応募者および一次選抜・二次選抜の受講生数の４年間の目標と実績 
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① 平成 31年度名大 MIRAI GSC紹介パンフレット（抜粋） 

 

  

該当年度 募集・選抜 
目標 

(人数) 

実績(人数) 

(中学) 高１ 高２ 高３ 男 女 計 

平成 28年度 

応募者 100 0 21 114 0 84 51 135 

一次選抜 50 0 0 58 0 30 28 58 

二次選抜 20 0 0 22 0 14 8 22 

平成 29年度 

応募者 100 0 70 189 0 140 119 259 

一次選抜 50 0 0 54 0 20 34 54 

二次選抜 20 0 0 26 0 8 18 26 

平成 30年度 

応募者 100 0 150 188 0 182 156 338 

一次選抜 50 0 0 52 0 22 30 52 

二次選抜 20 0 0 24 0 8 16 24 

平成 31年度 

応募者 100 0 105 197 0 167 135 302 

一次選抜 50 0 4 48 0 22 30 52 

二次選抜 20 0 0 24 0 8 16 24 

計 

応募者 400 0 346 688 0 573 461 1034 

一次選抜 200 0 4 212 0 94 122 216 

二次選抜 80 0 0 96 0 38 58 96 
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  ② 平成 31年度実施要項 
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  ③ 平成 31年度参加申込書、参加希望理由書 
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3. 定量的な達成目標の実績 

受講生が創出する成果 
目標 /

成果 

Ｈ28 

年度 

Ｈ29 

年度 

Ｈ30 

年度 

Ｒ01 

年度 

４年間の 

延べ件数 

国際学会等での外国語による 

研究発表件数 

目標 ２ ２ ３ ３ １０ 

実績 ０ １ ２ １ ４ 

外国語論文発表の件数 
目標 ２ ２ ３ ３ １０ 

実績 ０ ０ 1 ０ １ 

国
際
的
な
科
学
技
術
コ

ン
テ
ス
ト
等
の
日
本
国

内
予
選
等
へ
の
参
加
数 

日本学生科学賞 

(ISEF予選) 

目標 ７ ７ ８ ８ ３０ 

実績 ０ ３ ０ ０ ３ 

高校生科学技術ﾁｬﾚﾝｼﾞ

(ISEF予選) 

目標 １０ １０ １０ １０ ４０ 

実績 ０ ０ １１ １８ ２９ 

科学オリンピック 

(物理・化学等) 

目標 １０ １０ １０ １０ ４０ 

実績 １ １１ ４ ９ ２５ 

科学の甲子園 都道府県代表選考会 

参加人数 

目標 １５ １５ １５ １５ ６０ 

実績 ９ ８ １ ３ ２１ 

 

4. プログラムの具体的な実施内容・カリキュラム 

① 平成 28年～平成 31年第１ステージ講義 

<平成 28年度> 

講義１「脂質は細胞の中で何をしているか」 

講演者 医学系研究科教授 藤本 豊士 

講義２「材料の一生と科学との関わりを考える－炭素繊維強化樹脂複合材料を例として－」 

講演者 工学研究科教授 田邊 靖博 

講義３「Gates for ions and molecules in the cell membranes」 

講演者 生命農学研究科准教授 ダニエル・アンドレス・マツラナ 

講義４「身のまわりのミクロな世界：原子・分子レベルで世界を眺めると」 

講演者 トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授 横川 大輔 

講義５「脂質膜－生体内の核酸でも蛋白質でもない重要な存在－」 

講演者 理学研究科講師 瀧口 金吾 

講義６「豊かな生活とみらいに向けたプラスチック」 

講演者 工学研究科准教授 佐藤 浩太郎 

講義７「シンクロトロン放射光と蛋白質結晶学－蛋白質の形の解明とその応用－」 

講演者 シンクロトロン光研究センター教授 渡邉 信久 

講義８「宇宙の誕生から終焉まで」 

講演者 理学研究科准教授 松原 隆彦 

講義９「水素はなぜ体によいのか」 

講演者 医学系研究科教授 大野 欽司 

<平成 29年度> 

講義１「素粒子論入門〜小林・益川を超える理論を目指して〜」 
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講演者 理学研究科准教授 戸部 和弘 

講義２「文化遺産は誰のものか―パルテノン・マーブルから考える―」 

講演者 文学部教授 周藤 芳幸 

講義３「ヒトの遺伝的関係から人類の歴史を紐解く」 

講演者 医学系研究科准教授 山本 敏充 

講義４「消化管機能の謎：食べた物の消化・吸収と排泄」 

講演者 生命農学研究科教授 松田 幹 

講義５「Earthquakes and tsunamis in Japan」 
講演者 環境学研究科教授 サイモン・ウォリス 

講義６「脳をつくる細胞のふるまいを見つめる なぜ『脳の生い立ち』を研究するのか？」 

講演者 医学系研究科教授 宮田 卓樹 

講義７「"メカニカルな結合"でつくる分子集合体の化学」 

講演者 理学研究科准教授 山田 泰之 

講義８「光で原子を制御する ～量子の世界をデザイン～」 

講演者 工学研究科准教授 川口 由紀 

講義９「太陽電池のデザインとプロセス」 

講演者 工学研究科教授 宇佐美 徳隆 

<平成 30年度> 

講義１「Is Pessimism Shortening Your Life? Genetics Perspective」 

講演者 理学研究科特任准教授 マリア・ヴァシレヴァ 

講義２「ボードコンピュータの魅力：遊びからＡＩ，ＩｏＴへ」 

講演者 工学研究科教授 古橋 武 

講義３「素粒子研究から広がる世界～宇宙線によるピラミッド調査からインフラ点検まで～」 

講演者 高等研究院特任助教 森島 邦博 

講義４「研究とイノベーションについて考えてみよう」 

講演者 未来材料・システム研究所教授 天野 浩 

講義５「TANSO：Old but New」 

講演者 工学研究科教授 尾上 順 

講義６「ウイルスを知り、ウイルスから学ぶ。ウイルスを制し、ウイルスを使う。」 

講演者 医学系研究科教授 木村 宏 

講義７「Earthquakes and Tsunamis of Japan」 

講演者 東京大学教授（元名大環境学研究科）サイモン・ウォリス 

講義８「損傷神経の再生と変性のバイオロジー-壊れた神経の再生をめざして-」 

講演者 医学系研究科教授 木山 博資 

講義９「右か左か：生命と立体化学」 

講演者 生命農学研究科教授 吉村 徹 

<平成 31年度> 

講義１「有機化学が創りだす次世代機能性分子」 

講演者 トランスフォーマティブ生命分子研究所特任准教授 村上 慧 

講義２「計算力学って？」 
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講演者 工学研究科准教授 高橋 徹 

講義３「研究が環境をつくる」 

講演者 環境学研究科教授 荒木 慶一 

講義４「なぜ寿命は存在するのか？：鉄と酸素の生物学的意義」 

講演者 医学系研究科教授 豊國 伸哉 

講義５「Earthquakes and Tsunamis of Japan」 

講演者 東京大学教授（元名大環境学研究科）サイモン・ウォリス 

講義６「アインシュタインの奏でる重力波のメロディー」 

講演者 理学研究科教授 川村 静児 

講義７「熱帯雨林の多様な生き物」 

講演者 生命農学研究科准教授 中川 弥智子 

講義８「Is Pessimism Shortening Your Life? Genetics Perspective」 

講演者 理学研究科特任准教授 マリア・ヴァシレヴァ 

講義９「薬が効くヒトと効かないヒト：遺伝子多型と副作用」 

講演者 医学系研究科教授 横井 毅 
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② 平成 31年度第３ステージ国内研修スケジュール 
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③ 平成 30年度海外研修スケジュール 
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④ 平成 30年度フォローアップ研修スケジュール 
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5. 二次選抜生の研究活動 

No. 
応募

年度 

学

年 
研究テーマ 

指導教員所属研究

室 

1 H28 

２ 
アミロースのらせん空孔内における PPV の合成とその安定性につ

いて 

Synthesis of Poly para-phenylene vinylene in a Helical Cavity of 

Amylose and Investigation of Its Stability 

八島研究室 

（工） 

２ 

2 H28 

２ 低毒性量子ドット増感太陽電池の作製と変換効率の向上 

Fabrication and Improvement in Conversion Efficiency 

of Low-Toxic Quantum Dot-Sensitized Solar Cells 

鳥本研究室 

（工） 
２ 

3 H28 
２ 

磁気温熱療法用発熱体への応用に向けた磁性ナノ粒子の合

成 

Synthesis of magnetic nanoparticles for hyperthermia 

未来材料・システム

研究所 

２ 

4 H28 

２ 

サブミリ秒の時間域におけるウマアポミオグロビン中間体

の形成過程 

Formation Mechanisms of Charge-Induced Folding 

Intermediates of Horse Apomyoglobin 

細胞情報生物物理

研究室（理） 

２ 

5 H28 
２ 

宇宙マイクロ波背景放射の揺らぎの抽出と解析 

Extracting and mapping anisotropies 

in the cosmic microwave background 

銀河進化学研究室

（理） 

２ 

6 H28 
２ 光速の測定とエーテルの観測 

Measurement of light speed and observation of ether 

素粒子物性研究室

（理） 
２ 

7 H28 
２ 蛍光変異ＧＦＰの作成 

Designing Fluorescent Variant GFP 

阿部研究室 

（理） ２ 

8 H28 
２ 

軟骨無形成症モデルマウスに対する薬剤治療効果の検討 

The effects of meclozine for mouse model of 

achondroplasia 

神経遺伝情報学

（医） 
２ 

9 H28 
２ 

ＣＣＡ処理木材に含まれるＣｒ、Ｃｕ、Ａｓの発ガンリスク 

Carcinogenic Risk of Chromium, Copper and Arsenic in CCA-

treated Wood 

環境労働衛生学

（医） 
２ 

10 H28 
２ 

グリセロールの有効利用を目指したアセタール化反応 

Acetalization Reaction of Glycerol toward Synthesis of 

Bio-based Plastics 

高分子生物材料化

学（農） 

２ 

11 H28 ２ 

サクサンにおける核多角体病ウイルスの感染性の調査 

Toward using insect viruses as pesticides:Why can the 

nucleopolyhedrovirus kill an only target insect? 

資源昆虫学 

（農） 

12 H29 ２ 金ナノ粒子の粒径制御と触媒への応用 
未来材料・システ
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２ 
Particle size control of the Gold nanoparticles and 

Application to the catalyst 

ム研究所小澤研究

室（工） 

13 H29 

２ 
「ミライ」のエネルギーを支える～水素透過膜の更なる可

能性を探って～ 

Temperature Dependence of Hydrogen Permeability 

through Pd-Cu Alloy Membrane 

村田・棚橋研究室

（工） 

２ 

14 H29 
２ 

素粒子を“視る”ハドロンの解析を通してクォークの研究へ 

Origin of Matter; Quarks: Through Studying Hadrons 

高エネルギー素粒

子物理学（理）  

２ 

15 H29 

２ 
ＢＳアンテナを使用した電波望遠鏡での太陽の表面温度の

計測 

Measurement of the temperature on the sun by handmade 

radio telescope 

天体物理学 

（理） 

２ 

16 H29 
２ 準結晶の電子物性 

The electric properties of the quasicrystals 

磁性物理学 

（理） 
２ 

17 H29 
２ 

高温下での光合成酸素発生系の損傷メカニズム 

Molecular Mechanism of the Heat Stress to Oxygen-

evolving System in Photosynthesis 

光生体エネルギー

（理） 

２ 

18 H29 

２ 

新たな測定方法で解析した精子の長さとミトコンドリアの

体積の相関 

The Correlation Between Sperm Length Measured with a 

New Method and the Volume of its Mitochondria 

形態統御学講座

（理） 

２ 

19 H29 
２ コフィリンによるＦ－アクチンの構造変化 

The Structural Change of F-actin by Cofilin 

超分子構造学講座

（理） 

２ 

20 H29 

２ 
大気硝酸をトレーサーとして利用した河川水中の硝酸の挙

動解析 

Quantifying nitrate dynamics in river using 

atmospheric nitrate as a tracer 

大気水圏科学講座

（環境） 

２ 

21 H29 

２ 昆虫－微生物共生系の多様性-クワガタムシが運ぶ酵母と樹液

の酵母の関係- 

Diversity of insect-microbe symbiosis -Relationships 

between yeast carried by stag beetles and yeast in tree 

sap － 

森林保護学研究室

（農） 

２ 

22 H29 

２ 
培養したヒト腸上皮細胞におけるタンパク質の取り込みと

細胞内動態 

Uptake and intracellular transport of food proteins by 

intestinal epithelial cells 

分子生体制御学研

究室（農） 

２ 
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23 H29 
２ 

肺がんにおけるＥＧＦＲ変異とＧｅｆｉｔｉｎｉｂの作用 

EGFR mutation status and effect of Gefitinib in lung 

cancer 

分子腫瘍学 

（医） 

２ 

24 H29 

２ 
リーラーマウスの小脳形成不全を治療できないか 細胞増殖を人工

的に刺激したい 

The Treatment on Cerebellar Hypoplasia of Reeler Mouse By 

Artificial Stimulated Cell Proliferation 

細胞生物学 

（医） 

２ 

25 H30 

２ 

プラズマと無限の可能性～がん治療を通して未来の医療を

考える～ 

Infinite Possibility of Plasma ~In medical care 

challenges and future cancer therapy~ 

未来社会創造機構

（工） 

２ 

26 H30 

２ 

ＰＥＣエッチング法を用いたＧａＮ低ダメージプロセスの

開発 

Development of a Low Damage GaN Process using Photo 

Enhanced Chemical Etching 

未来材料・システム

研究所 

天野研究室 

（工） ２ 

27 H30 
２ こんなところに放射線が!? 

Natural Radiation in an Unexpected Place 

宇宙物理学研究室

（理） 
２ 

28 H30 
２ 

大活躍ユビキチン！！！飢餓を乗り切るためのタンパク質分

解の新たな役割 

Ubiquitin system-dependent degradation of Rrn3 under 

情報機構学講座

（理） 

２ 

29 H30 
２ 

ボルバキア感染による精子の短縮～ショウジョウバエのメスが長い

精子を選ぶ理由～ 

Drosophila Sperm are Shortened by Wolbachia Infection 

形態統御学講座

（理） 

２ 

30 H30 

２ 
トリインフルエンザに感染しにくいニワトリに向けたインフルエンザウイル

ス受容体の調査 

The Investigation of Influenza Virus Receptors for Breeding of 

Influenza-Resistant Chicken 

動物形態学研究室

（農） 

２ 

31 H30 
２ 

天敵の匂いを嗅いだ動物の体温変化と脳の活動をみる 

Changes in body temperature and brain activity in 

response to enemy odor 

統合生理学 

（医） 

２ 

32 H30 

２ 

ＥＢウイルスタンパク質ＢＬＲＦ２はヒトの自然免疫系を

抑制するのか 

Survival Strategies of Epstein-Barr Virus for Escaping 

the Innate Immunity-Whether EBV BLRF2 protein 

regulates it or not? 

ウイルス学 

（医） 

２ 

33 H30 
２ 

ラズベリーパイで作る多言語対話機能付き体温測定システ

ム 

A Development of Health Care System for Foreign 

古橋研究室 

（工） 

２ 
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Visitors using “Raspberry Pi” 

34 H30 
２ 

室温で強磁性を示す半導体セラミックスの開発 

Development of semiconducting ceramics showing 

ferromagnetism at room temperature 

機能性物質物性研

究室（理） 

２ 

35 H30 

２ 
高速ＡＦＭによるタンパク質二次元結晶のダイナミクス解

析 

Studying nanoscale dynamics of two-dimensional protein 

crystal 

生体分子動態機能

研究室（理） 

２ 

36 H30 

２ 
血液検査によるがんの早期診断 

～2人に 1人が癌になる時代～ 

Early Diagnosis Of Cancer By Blood Test-Surviving the 

age of cancer 

腫瘍生物学 

（医） 

２ 

37 R01 
２ 

荷物運搬アルゴリズムの開発～次世代への可能性～ 

Development of cargo handling method with short range 

sensor 

鈴木研究室 

（工） 

２ 

38 R01 

２ 未来を支える鉄筋コンクリート～スパコンを用いた数値解

析～ 

The Effect of a Slit on Cracks of Reinforced Concrete 

–Numerical Analysis by Using Super Computer- 

中村・山本研究室

（工） 

２ 

39 R01 
２ 

震度に代わる地震動強さ指標の提案 

New scale for predicting structural damages by 

earthquakes to enhance existing scales 

建築系研究室（工） 

２ 

40 R01 
２ 光速度不変の検証 

Verification of principle of light speed invariance 

素粒子物性研究室

（理） 
２ 

41 R01 
２ 

柔らかい分子集合体－液晶の構造制御 

Soft materials composed of molecular assembly ‐Control 

of molecular structure in liquid crystals 

分子組織化学研究

室（理） 

２ 

42 R01 
２ 

量子化学計算によるケト体とエノール体の安定性の調査 

Quantum Chemical Study on Relative Stability of Keto 

and Enol Forms 

量子化学研究室

（理） 

２ 

43 R01 
２ 

ＧＰＳデータに基づく巨大地震のエネルギー収支 

Energy budget of big earthquakes based on GPS data 

地球惑星ダイナミ

クス講座（環境） 

２ 

44 R01 
２ 

ＧＩＳを用いた海上の森の植生遷移と地質の関係の解明 

Assessing relationship between rock types and plant 

succession by using GIS 

地球環境システム

学講座（環境） 

２ 

45 R01 ２ 木材組織と木材の強さの関係 
木材物理学研究室
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２ Relation between wood tissue and the strength of wood （農） 

46 R01 
２ 

植物の無機栄養欠乏時における情報伝達システム 

Plant long-distance signaling in response to nutrient  

deficiency 

植物情報分子研究

室（農） 

２ 

47 R01 
２ 

喫煙は命懸け!!～活性酸素によるＤＮＡ傷害～ 

DNA damage caused by reactive oxygen generated due to 

smoking 

生体反応病理学

（医） 

２ 

48 R01 

２ ＮアセチルグルコサミンでＮｏｔｃｈシグナルが活性化す

る？！ 

N-acetylglucosamine be able to activate the Notch 

Signaling 

分子細胞化学 

（医） 

２ 

 

6. 人材育成の成果、達成水準を示す具体的資料 

（１） 国際学会等での外国語による研究発表 

＜平成 29年度＞ 

学 会 名：International Symposium for Advanced Materials Research 2018 

タイトル：Temperature Dependence of Hydrogen Permeability through Pd-Cu Alloy Membrane 

＜平成 30年度＞ 

学 会 名：2019 IS Plasma 

タイトル：Morphological dynamics of dying cells incubated in plasma-activated medium 

タイトル：Cytotoxicity of plasma-activated glucose and amino acids 

※２件のポスター発表のいずれもが The Best Poster Presentation Awards を受賞した。 

（応募数約 300件中 6件が受賞） 

（２） 国内での学会における研究発表 

＜平成 31年度＞ 

学 会 名：第 42 回日本分子生物学会 

タイトル：The Link Between Mitochondrial Size and Cell Function in Drosophila Sperm 

（３） 外国語論文発表 

＜平成 30年度＞ 

Nano Letters  2019, 19, 8, 4845-4851 (Letter) Publication Date (Web):February 24, 

2019 

タイトル：Isolation of Single-Wired Transition-Metal Monochalcogenides by Carbon 

Nanotubes 

（４）高校生科学技術チャレンジ（ISEF 予選） 

＜平成 30年度＞ 

最終審査会進出、審査委員奨励賞受賞 
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タイトル：ＥＢウイルスの自然免疫系から逃れるための生存戦略－ウイルス発癌の新しい分子

機構の解明 
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7. 受講生の評価 

① 平成 31年度第１ステージ講義採点・評価基準 
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② 平成 31年度第２ステージ受講生ルーブリック評価票 

  

40



③ 平成 31年度第２ステージ指導教員ルーブリック評価票 
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④ 平成３１年度第２ステージ成果発表会採点・評価基準 
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⑤ 平成 31年度第２ステージ英会話能力審査会採点・評価基準 
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⑥ 平成 31年度第３ステージ受講生ポートフォリオ評価票（自己評価） 
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⑦ 平成 30年度第３ステージ受講生ポートフォリオ評価票調査結果 
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⑧ 平成 30年度第３ステージ受講生アンケート（海外研修） 
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⑨ 平成 30年度第３ステージ受講生アンケート（海外研修）調査結果 
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⑩ 平成 30年度第３ステージ受講生アンケート（年度末） 
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⑪ 平成 30年度第３ステージ保護者アンケート  
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⑫ 平成 30年度第３ステージ高等学校教員アンケート 

 

 

〇成果発表会におけるプレゼンテーションの採点・評価基準 
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⑬ 平成 30年度第３ステージアンケート調査結果 
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8. 実施体制図 

 

 

9. その他 

平成 31年度は、２月後半より新型コロナウイルス感染症予防対策のため、一切の活動を実施する

ことができなくなった。特に、本企画の最後の仕上げともいえる海外研修を中止せざるを得なかっ

たことは、残念でならない。受講生においては、厳しい選抜を勝ち抜いて第３ステージへ進み、約

半年間、フライブルク大学での研究発表会を目指して全力で取り組んだ成果を発表できなくなった

ことは、断腸の思いであった。 

過去３年間の活動を振り返ると、約１週間の海外研修では、異なる高等学校から参加した受講生

が異国の環境で寝食を共にする間に、数々の貴重な体験を分かち合い、驚くほど大きく成長を遂げ

た様子が顕著であった。 

最終年度にその活動を実施できずに本企画を終えることは、受講生にとって達成感を味わうこと

なく不本意なまま活動を終了することになり、誠に残念であった。 

そこで、新型コロナウイルス感染症が落ち着くと思われる９月上旬に、本学において研究発表会

を実施し、最後の仕上げをさせたいと考えている。 

 

以上 

環境学研究科 H29年度から参画 

（実施担当者、共同実施担当者） 

H29 年度まで。 

H30 年度から 

理学研究科教

授に実施主担

当者を交代。 
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