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本報告書は、国立研究開発法人科学技術振興機構との実施協定に基

づき、宇都宮大学が実施した令和元年度、令和 2 年度グローバルサ

イエンスキャンパス「ｉＰ－Ｕ」の成果を取りまとめたものです。 
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Ⅰ．企画の概要 

 本企画は、山中伸弥氏（京都大教授）とスティーヴ・ジョブス氏（アップル社創業者）

をモデルとして、グローバルなパラダイムシフト（あるいはイノベーション）を起こす

傑出した研究者、起業家、エンジニア、教員、クリエーターを育成することを最終目標

としている。iPS 細胞や iPhone の登場以前と以後では、世界（パラダイム）が不連続に

異なっている。将来このようなパラダイムシフト（あるいはイノベーション）を起こす

人材を育成することが、今日の我が国の課題である。したがって、研究者だけでなく、

教育者、起業家、技術者、クリエーターなどを含めた幅広い科学技術人材の育成が本企

画の目標であり、特徴である。なお、「iPS 細胞」や「iPhone」の名を模し、本学が実施

する本事業名を「 iP-U (incubation Program for innovative students at Utsunomiya 

University)」と名付けた。 

 これまでの GSC 企画の実績を踏まえ、本企画では県内外から非認知的５能力（GRIT

など）や文章説明力などに優れた高校生等（40 名/年）を受け入れる。コーチングによ

る「個」に応じた支援や、「熟達化研究」などの学習科学の研究知見などを応用して、デ

ザイン力、セルフコーチング力、グローバル共創力を向上させ、自らビジョンを発想し、

実行していく人材を育てる（下図）。 

デザイン力：PBL や個別研

究、プレゼンテーション法の

教育を通して、問題解決法

（PDCA サイクル）を理解

し、説明、実行できるように

なることを目指す。 

セルフコーチング力：コーチ

ングによって 3能力の基盤で

ある「非認知的 5 能力」を意

識させ、思考と感情の支援を

行うことにより、自らの意

識・情意を自らコントロールし、目標管理できるようになることを目指す。 

グローバル共創力：意欲や自主性を、グローバルな共創に結びつけるコミュニケーショ

ン力の獲得を目指す。 

達成目標は、期間終了までに、国際会議発表 4 件、外国語論文掲載 3 件などを達成する。 
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Ⅱ．受講生の募集と一次選抜・二次選抜 

（１）受講生募集の方針と選抜基準 

 iP-U の募集要項では、求める受講生像を以下のように謳っている。 

・科学者やエンジニア、起業家やクリエーター、理数系教員等になりたいという強い意

欲がある。 

・論理的な思考力や、理工系の専門技術、専門知識、英語コミュニケーション力などを

身につけたいという強い意欲がある。 

・他校の生徒や大学生、大学教員などと協力して学修できる。 

 非認知的５能力を評価する（発想力、執着力、コツコツ力、未来創造力、共創的コミ

ュニケーション力）。自己推薦書、面接内容をスコア化する（A (4 点)：十分。B (3 点)：

概ね良い。C (2 点)：不十分である）。平均スコア 3.0 以上の応募者が一次選抜の候補者

となり、その中から上位者を選抜。 

（２）募集・一次選抜の具体的な取組・方法 

 令和元年度の応募者数は少なかった。募集時期が 6 月以降となったことで高等学校等

における生徒の部活動や特別活動への所属が完了していたことやパンフレットを全１年

生に配布しなかったことが大きく影響したのではないかと考えた。令和 2 年度は、4 月

中にパンフレットを県内の全校一年生に配布するとともに、受講生の多い公立高校（数

校）に対しては合格発表時に専用リーフレット（図１）を作成、広報を行うことにした。

しかし、コロナ禍により実施できず、県教育委員会や校長会、新設された自然科学部会

や従来の理科部会の担当教諭等へのこまめな情報提供を行う一方、駅構内への案内掲出

（JR 宇都宮駅・小山駅、東武宇都宮駅等）、公共図書館へのパンフレット設置など、様々

な方策を講じた。また、HP については募集に関する Q&A を更新するなどわかりやすく

することに心がけた。パンフレットの県内全校への配布は臨時休校解除後となった。 

 図１ 専用リーフレット 
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前企画では、科学部等の部活動の一環として応募する高校推薦１回（7 月）と個人で

応募する自己推薦を 2 回（7 月、9 月）としていた。本企画から、応募方式を高校推薦・

自己推薦・インターンシップ選抜の 3 通りに設定した。高校推薦は高校教諭と意思疎通

ができている場合は機能するがそうでない場合は機能しないことから、令和２年度から

は自己推薦とインターンシップ選抜の２通りとした。自己推薦では、Web 経由で提出さ

れた自己推薦書および、60 秒のビデオレターを提出してもらいその両方を使って選抜を

行った。面接ほど時間をかけることなく本人の様子がわかるという点でビデオレターは

優れていると判断している。インターンシップ選抜は試行錯誤中であるが、初年度に出

前授業を行った高校の生徒は自己推薦で選抜されており、インターンシップ選抜の受け

入れはなかった。本年度はコロナ禍の影響で出前授業やインターンシップ選抜利用講座

の実施は困難なことから、オンラインでの実験講座を実施し、2 名の生徒を選抜した。 

 

（３）応募者および一次選抜・二次選抜の受講生数の 2 年間の実績         

2 年間の実績は、表１のとおりである。 

表１ 応募者および一次選抜・二次選抜の受講生数の実績業務経過報告書 

 

（４）選抜結果と選抜した受講生の能力・資質特性 

○受講生の能力・資質特性 

 次の 3 つの段階でそれぞれ評価・調査を行い、プログラムの推進・改善に行かしてい

る。 

当該年度 募集・選抜 (中学) 高 1 高 2 高 3 男 女 計 

 

令和元年度 

応募者 0 47 13 0 34 26 60 

一次選抜 0 28 12 0 21 19 40 

二次選抜   0 14 2 0 8 8 16 

 

令和 2 年度 

応募者 2 52 37 1 46 46 92 

一次選抜 2 31 16 0 23 26 49 

二次選抜 0 11 2 0 6 7 13 

 

合   計 

応募者 2 99 50 1 80 72 152 

一次選抜 2 59 28 0 44 45 89 

二次選抜 0 25 4 0 14 15 29 
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【一次選抜】 

 前企画（平成 27 年度採択）の実施時から一次選抜課題の内容を変更し、非認知的 5 能

力のより高い生徒を選抜するための課題（自身の非認知的能力を自己評価する記述課題、

興味のある研究テーマについての科学的・論理的な文章構成力を見る記述課題、自己ア

ピール動画）を課し、選抜した。その結果、令和元年度及び令和 2 年度の一次選抜を通

過した受講生は従前に比べ、第 1 段階開始時における質問紙調査で、非認知的 5 能力が

高いレベルにあることがわかった。 

【二次選抜】 

 二次選抜では第一段階を通して取り組んだ「デザイン力」の到達度を基準として選抜

を行った。このデザイン力は、第一段階初めの「セルフコーチング入門」（必修）で概要

を解説するとともに、連続講座「デザイン力実践」（選択）では、計 4 回の授業を通して

講義・演習を展開した。二次選抜では、この授業の受講状況と合わせて、最終課題の研

究計画書の内容やそのプレゼンテーションの到達度を基準に第二段階に進む受講生を選

抜し、令和元年度は 16 名・令和 2 年度は 15 名の受講生を選抜している。 

【修了時】 

 第一段階、第二段階ともに、修了時には本企画で育成を目指す「デザイン力」「セルフ

コーチング力」「グローバル共創力」の 3 つの観点から各段階を修了するにふさわしいレ

ベルに到達しているかどうかを評価した。その結果をポートフォリオにまとめ受講生に

通知している。 

○受講生の意識・意欲 

 第一段階修了時に、科学への意欲・理解、問題解決的な活動への意欲・理解などを問

う質問紙調査を実施した。その結果、例えば「異なる意見を持った人と議論する」「考え

たり調べたりしたことをもとに、次の課題に取り組む」といったことにすべての受講生

が肯定的に評価するなど、iP-U の受講を通して科学や問題解決的な活動への意識、意欲

を高めていることがわかった。 

○受講生の特性をプログラムの推進や改善にどのように活かしたか 

 一次選抜の結果から把握した受講生の 5 能力を始めとした能力や特性は、授業でのグ

ルーピングや個別の働きかけ等に活かすことで、授業の目標達成ための情報の一つとし

た。また第一段階の中での取組状況や二次選抜の結果は、第二段階でのデザイン力特論

やマンスリーレポート等、受講生の取組全体をサポートする情報源として活用した。 

 

Ⅲ．育成プログラム 

（１）プログラムの全体像 

 図 2 に iP-U の取組概要を示した。教育プログラムは第 1 段階「基盤プラン」と第 2
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段階「才能育成プラン」の 2 段階に分けている。基盤プランは、必修科目と選択科目か

ら構成され、才能育成プランでは個別の研究活動と「デザイン力特論」、そして英語ネ

イティブ教員による英語コミュニケーション指導「Advanced EC-Lab.」からなる。 

基盤プラン修了時点の目標水準は、学校生活を含む生活全般を通して、自らの意識や

情意がどのような状況にあるかを自分で振り返りつつ、問題解決のために非認知的 5 能

力が関連していることを理解しながら、与えられた基礎的な研究プログラムに対して意

識的に取り組み、その成果やプロセスを妥当に整理することができることを想定した。

ここで経験した基礎的な研究課題から、次の課題を自ら意図的に発想し、実行しようと

できるか否かが才能育成プラン選抜のための 1 つの基準となる。そこで基盤プランで

は、非認知的 5 能力の意識化を促しながら、デザイン力、セルフコーチング力、グロー

バル共創力の育成に重点を置いた。特にこの段階では、デザイン力の伸長を中心的に支

援する。また、インターネットを介した学習支援システム（C-Learning）を用いて、

受講生の学びの状況を事務局が一元化して受講生の支援に活かしている。 

 

 

図２ iP-Uの取組概要 

等 
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（２）第一段階での育成状況 

 基盤プランの修了要件は、必修科目 4 科目、選択科目 A から 1 科目以上、選択科目 B

（EC-Lab）を 4 コマ以上受講することである。前企画同様、応募方式や受講生の在籍校

での活動を考慮し、必修科目は 2 回開講している。なお、デザイン力の一層の向上を目

的とする「デザイン力実践」は選択科目であるが、第二段階への選抜を希望する者には、

初年度は 4 回すべての受講を勧めるとともに、2 回以上の出席を必須とした。令和 2 年

度はオンライン化に伴いオンデマンドでの受講も可能となったため、4 回すべての受講

を必須とした。デザイン力実践では、「着想」、「計画」、「実験」、「考察」という PDCA サ

イクルを回して、まとめて発表するという研究の全体像を見通す研究デザイン力を養う。

「非認知的 5 能力」の修得は毎月の成長報告書に赤ペンを入れて返す定期的な書面コー

チングによって継続的に支援している。 

 令和元年度に開講された科目はすべて対面、令和 2 年度はすべてオンラインでの実施

となった。選択科目Ａに関する開講科目の比較は（４）講座の具体的な内容の頁に示し

た通りである。また、選択科目 B（概要図の EC-Lab）は、1 回 30 分のネイティブ教員

によるマンツーマンの英会話レッスン（4 回以上の受講が必須）である。 

 令和 2 年度の 1 講座当たりの平均参加人数は 19.8 人で初年度の 2.0 倍となった。 

 

（３）二次選抜の実施と第二段階での育成状況  

➀二次選抜の具体的な取組、方法 

 二次選抜は、「デザイン力」「セルフコーチング力」「グローバル共創力」の３つの観点

に基づいて、それぞれの基準を設けて選抜を実施している。 

 「デザイン力」については、「デザイン力実践」の授業における取組状況や

達成度がその主な評価対象となる。「セルフコーチング力」については、毎月

提出を課している「成長報告書」の提出状況などを評価対象としている。「グ

ローバル共創力」は、必修科目の「グローバルコミュニケーション」の 英語を

利用したコミュニケーション力やコミュニケーション スキル、また、「研究倫

理ワークショップ」で の取組状況や授業後の 課題レポート を評価対 象と した。 

 選抜は、実施担当者の教員3名と成長報告書担当サブコーディネータの4名で行っ

た。「デザイン力実践」の4回目が終了した後に基準点に達した受講生を二次選抜通過と

した。（１月）。一方それ以前に、一定要件を満たした受講生については二次選抜を行わ

ずに「跳躍コース」として第二段階の研究をすぐに開始した。 

➁第二段階での育成状況 

 第二段階の才能育成プランの受講生は各自の興味関心に合わせた個別研究で、それぞ
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れの研究ビジョンに基づいた課題に取り組んでいる。受講生は研究室に配属され、担当

大学教員やティーチングアシスタント（TA）の指導を受けながら長期にわたり実験・実

習や研究活動を行っている。また、個別研究に加えて以下の 3 つを課している。活動履

歴（C-Learning)、マンスリーレポート（C-Learning）、「デザイン力特論」である。 

 C-Learning の活動履歴は大学外での研究活動も含めて個々の受講生の研究活動状況

を事務局が把握するためのもので、受講生がその都度活動を書き込む形式である。 

 マンスリーレポートでは、基盤で学んだ５能力とセルフコーチング力をもとに、自分

のビジョンを達成する為のスキル獲得を目的とした。 

 デザイン力特論は今期から始めた取り組みで、令和元年度は、５回実施した。第 1 回

についてはこれまでの取り組みからグループコーチングの手法が有効であることから、

才能育成プランの受講生全員が集まって研究の進捗状況を振り返るとともに、他分野（他

受講生）の研究の進め方・考え方をディスカッションする場を設け、プレゼンテーショ

ンの技術的な指導を行った。第 2 回から第 5 回までを「才能育成ゼミ」として実施、第

4 回では同じく GSC を実施している東京農工大学との交流ゼミを行うなど、極力受講生

の視野の拡充をめざした。 

令和 2 年度は、前年度の経験を踏まえ「研究活動の支援」「問題解決能力向上の支援」

「感情面の支援と触発」の 3 つを柱として 4 回実施した。また、コロナ禍を考慮して

その内容は Slack ゼミや Zoom ゼミなどによるオンラインでの実施を中心に計画した。 

▪️「研究活動の支援」（Slack ゼミ）（第 1 回） 

 才能育成コースでの研究は、大学教員について個人で活動することになるので、iP-

U や仲間との関わりの機会がほとんどなくなる。そこで、Slack ゼミでは、研究の悩

み、課題、成果などを仲間と共有することで、モチベーションの維持と触発を促すこと

を目的とした。 

▪️「問題解決能力向上の支援」（マンスリーレポート、Zoom ゼミ）（第 2・4 回） 

 マンスリーレポートは、基盤プラン時に毎月提出していた「成長報告書」に替わるも

ので、受講生に毎月提出させている。成長報告書と比較して足場をはずした内容となっ

ている。また、その成長報告書は赤ペンによるコメントを返していたが、マンスリーレ

ポートの場合は、書面および Zoom ゼミにより、コメントを返すとともに受講生間で内

容などを共有する機会をあたえている。特に、Zoom ゼミではメタ認知と外化スキルの

向上に焦点を絞って行っている。 

▪️「感情面の支援と触発」（グループコーチング）（第 3 回） 

 グループコーチングは、共創コーチングのコーチである稲垣氏に講義を作っていただ

き、負の感情を取り除き安心を与え、それと同時に仲間同士の触発の場となることを目

的とした。 
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➂第二段階での研究活動 

初年度及び本年度における才能育成プラン受講生に関する研究テーマは表 2 のとおりで

ある。 

 

表 2 令和 2 年度才能育成プラン在籍者の研究テーマ  

通番 研究テーマ      

１ 自律分散系に基づく生物模倣のロボットの制作研究 

２ 自律移動ロボットのためのセンシング技術に関する研究 

３ 

４ 
SDGs 時代における社会形成基盤としての土壌の役割に関する研究 

５ 形態的に類似したミミズ類の遺伝子解析に関する研究 

６

７ 

X-ray micro-CT および CP 法を用いた放散虫 Glomeropyle 属放散虫の内部構造と

３次元形態に関する研究  

８ ミジンコの密度応答の解析 

９ ミヤコタナゴの遺伝的解析 

10 

11 

東南アジアにおけるウイルス病被害の現状把握と新規植物ウイルス病の探索

に関する研究 

11 
東南アジアにおけるウイルス病被害の現状把握と新規植物ウイルス病の探索

に関する研究 

12 

13 
物理チャレンジ 

14 
閉鎖系水耕システムの持続的利用を妨げる物質およびその放出メカニズムの

解明 

15 メダカの色素変異の原因を探るに関する研究 

16 プログラミングを用いたデータ分析 

17 

18 
新規ブチメダカ系統の原因遺伝子解明 

19 淡水産二枚貝の保全に向けた珪藻類の研究 

20 新奇な壁面緑化法開発のためのコケ植物の生理学解析 

21 
SDGs 時代に対応した野外フィールドでの体験型土壌教育パッケージの開発

と実践 

22 淡水産二枚貝の保全に向けた珪藻類の研究 

23 foxing の除去方法の開発 

24 

25 
身の回りやインドネシアで観察されるウイルス病の解析 

26 NGS を駆使した環境水中の珪藻群の解析 

27 クサグモ類の生態に関する研究 
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（４）講座の具体的な内容（各講座要素の活動の具体的事例）  

〈必修科目〉傑出した科学技術人材の育成に必要な「非認知的 5 能力」の獲得のため、

必修科目を 4 講座（「セルフコーチング入門」「イノベーティブデザイン入門」「グローバ

ルコミュニケーション」「研究倫理ワークショップ」）設定した。「研究倫理ワークショッ

プ」以外の 3 講座については、それぞれ 2 回開講し、受講生たちが受けやすいような工

夫を行っている。令和 2 年度はオンラインで実施した。 

〈選択科目 A〉前企画では個々の興味を刺激する専門的な講座群であったが、本企画で

は問題を発見し解決する能力を“デザイン力”と命名しその獲得と向上を目指すために新

たに「デザイン力実践講座Ⅰ～Ⅳ」を開設し、第 2 段階へ進むことを希望する受講生に

は 4 回中 2 回以上の受講を必須としたが、オンラインとなった本年度はその重要性を意

識づける意図からリアルタイムで 2 回以上かつ参加できなかった回についても録画視聴

することを必須とした。また、「デザイン力実践」同様、同一テーマを継続的に履修する

連続講座がいくつかあるが、どの回に参加しても（連続して受講しなくても）理解でき

るよう配慮をしている。以下に令和元年度及び令和 2 年度の講座名や参加状況について

示す。 

 

選択科目 Aの受講人数年度比較  

関連分野 令和元年度 開設科目 参加 

人数 

令和 2年度 開設科目名 参加 

人数 

総合  デザイン力実践Ⅰ〜Ⅳ 

（全４回） 

82 デザイン力実践Ⅰ〜Ⅳ 

（全４回） 

151 

 

総合 プレゼン力養成講座 

（全 5回） 

95 プレゼン力養成講座 

（全 4回） 

151 

 

総合 幸運をつかむコツ 

（科学的発見のケーススタディ） 

10 幸運をつかむコツ 

（科学的発見のケーススタディ） 

18 

物理 マイコンによる電子回路 10   

物理 粒子・反粒子と物質の起源 11 中止  

物理・数学・

情報 

  コンピューターで探る物質の

起源（追加） 

７ 

物理・数学・

シミュレーション 

  EUV光のスペクトル解析 

〜擬似モーズリーの法則〜 

14 

物理・化学 放射線を見てみよう 5 中止  

物理・化学 放射線を測定しよう 4 中止  

物理・光工学 

メディア情報 

３Ｄディスプレイ実験 13 空中ディスプレイの製作 17 

物理・化学 

生物 

レーザー光の発生と画像解析 3 レーザーと医療 12 

28 ミジンコにおける環境に依存した性決定機構を撹乱する物質の探索 

29 “根”の可塑性が発揮される条件の数値モデル化 
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物理・化学 

生物・数学 

  CT，MRI，がん治療量子線などの

大型医療機器のしくみ（追加） 

9 

 

物理・地学 天文学研究の最先端 7 天文学研究の最先端 26 

物理 

地学 

系外惑星が拓く惑星形成論と

地球外生命 

11 惑星系の形成と進化の最先端 

 

11 

物理・環境 環境工学実験体験教室 7 中止  

化学 化学結合論入門 11 中止  

化学 環境分析入門 6 中止  

化学 一日体験化学教室 11 中止  

化学・医薬 光るクラゲの光るワケ 8 光るクラゲの光るワケ 21 

生物 メダカの DNA鑑定 16 中止  

生物学 

バイオインフォ

マティクス 

ミジンコの生態〜その驚くべ

き環境適応能力〜 

14 ミジンコの生態〜その驚くべ

き環境適応能力〜 

21 

生物 

 

花の形を制御する遺伝子につ

いて 

6 花の形を制御する遺伝子につ

いて 

20 

遺伝子工学・分子

生物学・昆虫学 

植物ウイルスとワクチン開発 15 植物ウイルスとワクチン開発 27 

 

医 学 ・ 生

活・食品  
食と健康の科学 4 食と健康の科学 12 

バイオイメージ

ング・顕微鏡 

光学顕微鏡で覗く生物のミク

ロワールド 

6 バイオイメージングの世界 13 

海洋生物 

海洋地質学 

微化石 

地質学 

地球科学：微化石から進化を

探る -放散虫化石の多様性

とその形態変化（全６回） 

29 海洋プランクトンから進化を

探る（全 4回） 

22 

地学 

生物 

国立科学博物館つくば研究施

設見学訪問 

11 中止  

工学・芸術  ガラス細工体験講座 8 中止  
工学・芸術  ナノの世界をのぞいてみよう 3 中止  

自動車工学

工学倫理 

熱流体数値解析入門と学生フ

ォーミュラ車両紹介 

4 学生フォーミュラから学ぶ自

動車工学 

2 

情報学・工学・

心理物理学 

感性工学入門 10 感性工学入門 14 

理科教育・物

理・生物・地学 

宇都宮大学 UUS で小学生に理科実験を

教えてみよう！（全 3回） 

14 中止  

医学 10 代からのアンチエイジン

グ・美肌科学 

15 10代からのアンチエイジング・

美肌科学 

29 

動物・畜

産・食 

生殖化学実験教育～卵子と精

子の様々な出会い～ 

4 中止  

生物・動物・畜

産・再生医学 

一日獣医師体験講座 6 中止  
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総合・農業・

環境・生活・

理科教育 

持続可能な開発目標（SDGs）を

考える 

15 SDGs 時代における社会形成基

盤としての土壌の役割を研究・

発信しよう（全 5回） 

80 

起業 起業家ＲＰＧ ～会社をつく

ろう～ 

7 起業家ＲＰＧ ～会社をつ

くろう～ 
16 

第 1段 階

受講者・

講 座 総

数他 

・受講者 39名 

・開講科目３４（のべ４８講座） 

・１講座平均 10.0人 

 

481 

・受講者 48名 

・開講科目２２（のべ３５講座） 

・１講座平均19.8人 

 

693 

 

初年度は 34 科目（延べ 48 講座）を開講したが、その実施形態は、グループディスカッ

ションを含むアクティブ・ラーニングや実験・実習であった。１講座当たりの時間は 2

時間から 6 時間であり、受講生には 1 つ以上の講座を受講させることとした。 

令和 2 年度は、コロナ禍のためオンライン実施が可能な 22 科目（延べ 35 講座）の開講

となった。 

〈選択科目 B〉英語コミュニケーション能力の向上を目的とし、ネイティブ講師と少人

数制のコミュニケーション演習を実施している。１講座 30 分の予約制であり、4 コマ以

上を受講することが基盤プラン修了の要件である。 

初年度は、講師 3 名で一日当たり 10 コマ、7 日を計画し基盤プラン生が述べ 191 コマ

を利用した。本年度は、受講者が増えたため最終日には講師を 1 名増やして延べ 207 コ

マを実施した。 

（５）国際性付与の方針 

 iP-U での国際性付与の目標は、受講生が自分の研究に必要なことを「英語で協力依頼

できるようになる」ことである。このことがグローバルな環境で、自分のビジョンを意

欲的に実現していく「傑出した科学技術人材」に不可欠だからである。一方で、理系の

学習・研究への高い意欲と能力を有していながら、外国語に苦手意識をもつ高校生は少

なくないことは前企画からもあきらかであるので、本企画においては、以下の３点を国

際性付与の具体策として実施している。 

➀第 1 段階における必修講座「グローバルコミュニケーション」の開設 

 この講座は、3 名の英語をネイティブとする外国人教員の指導で実施する。受講生は

５名前後のグループ分かれ、与えられたテーマと材料群に従って、英語で話し合いなが

ら“ものづくり”を行う。講座の最終段階では、作成した“もの”の性能を英語で説明する

とともに性能を競い合う。受講生は楽しく英語を使いながらコミュニケーションスキル

を身に着けていく。 

➁第 1 段階における英語コミュニケーション指導（「EC-Lab.」の開設） 

 前項で示した選択科目 B であるが、選択とは日時を選択できるということであり、既
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述のように 1 回 30 分のマンツーマン指導で行われ 4 コマ以上の受講が必須である。 

➂第 2 段階における英語コミュニケーション指導（「Advanced EC-Lab.」）の開設 

 英語ネイティブ教員に研究の話を英語で説明する講座である。ネイティブ教員は受講

生の研究分野に近いわけではないので、この場は、研究の話を少し分野の違う人に英語

で説明する訓練となり、英語コミュニケーション力の醸成につながると考える。 

地質学分野や植物ウイルス学分野に参加している受講生は、それぞれニュージーランド

（2・3 月）及びインドネシア（8 月）での試料採取の機会がある。試料採取だけでなく、

現地の研究者との研究交流の場も設けることで、共創を目的とした英語コミュニケーシ

ョンの実践の場となる。また、本年度はコロナ禍により受講生が参加する国際学会等は

オンライン化され、受講生はオンラインでの発表や質疑を英語で行うことがもとめられ

るなど、その事前準備の一環としても「Advanced EC-Lab.」は役立っている。 

 

（６）海外渡航での研究活動とその成果 

 令和元年度の海外での取組の一つは、本学の植物病理・昆虫機能分野の教員(夏秋、煉

谷、園田)が展開している、インドネシアのボゴール農科大学・ガジャマダ大学との間で、

現地の植物ウイルスを解析し、ウイルスワクチン利用の展開を図る共同研究である。熱

帯地域ではウイルス系統の新系統発見は比較的容易であるので、試料採集に受講生が同

行し、帰国後その試料を自ら解析することで、受講生が筆頭著者となった発表や論文執

筆を目指した。また、地質分野の教員（相田）は、ニュージーランド地質・核科学研究

所やニュージーランドの大学との共同研究のため、毎年ニュージーランドで試料採集を

行っている。地質分野で個別研究を行う受講生は、ニュージーランドの層状チャート試

料を採集し、その中の微化石を解析した。いずれも令和２年度は渡航できなかった。 

一方で、国際学会はオンラインで開催されたので、受講生には積極的な参加を促し、

土壌教育分野の国際会議他で計 3 件の国際学会に参加し、研究成果を発表した。 

 

Ⅳ．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 

 本企画では高い非認知的 5 能力を持つ受講生を対象に、デザイン力・セルフコーチン

グ力・グローバル共創力の 3 つの能力を育成することを目指し、カリキュラムを構成し

ている。これら 3 つの能力について、第一段階、第二段階においてそれぞれ以下の方法

で評価を行っている。 

【第一段階】 

（a）デザイン力  

 「デザイン力実践」の授業で行った課題に基づいて評価した。最終課題の研究計画書
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を対象に課題設定・方法等の研究デザインの成果について、観点別にレベル分けし、得

点化した。 

（b）セルフコーチング力  

 受講生から LMS（C-Learning）に毎月提出される「成長報告書」の記述内容を評価の

対象とした。非認知的 5 能力の理解及びそれを基にした自己調整についてどれくらい記

述できているかをそれぞれ評定し、得点化した。 

（c）グローバル共創力  

 「グローバルコミュニケーション」の受講状況及び「研究倫理ワークショップ」の授

業で行ったプレゼンテーションを対象に評価した。 

【第二段階】  

 「デザイン力特論」及び C-Learning 上の書面コーチング（マンスリーレポート）を対

象に、デザイン力、セルフコーチング力、グローバル共創力の総合的な分析・評価を行

った。計 5 回のデザイン力特論では、Slack ゼミや Zoom ゼミ、他機関（東京農工大学）

との交流ゼミ等を通して、受講生どうしでの研究の進捗状況の共有、及びそれに基づい

た今後の研究の目標設定等を促進する活動を行っている。評価としては、それらの活動

への取組状況と合わせて、C-Learning に提出されたマンスリーレポートの記述内容を分

析した。 

（２）評価の実施結果と課題 

【第一段階】 

（a）デザイン力  

 「デザイン力実践」の最終課題の研究計画書を対象に課題設定・方法等の研究デザイ

ンの成果を評価したところ、7 割以上の受講生が概ね満足の到達度であった。また、受

講開始時から第一段階修了時までの間でのデザイン力の伸長を分析した（平成 31 年度

受講生）。比較対象は、一次選抜の課題の 1 つ「SDGs の目標から一つを選び、そのテー

マに関する関心事項を説明する課題」の記

述内容である。基準を揃え、ビジョン・問

いの設定、仮説の設定、調査方法等の観点

から得点化（4 点満点）して比較した。そ

の結果、デザイン力実践課題の平均得点

（3.50）が、一次選抜課題（2.83）よりも

有意に高いことが示された。この結果か

ら、デザイン力実践を通してデザイン力が

向上した可能性が示唆された（右図）。 

（b）セルフコーチング力  

 受講生から C-Learning に毎月提出される「成長報告書」について、提出状況や記述内

容を評価した（平成 31 年度受講生）。基盤プラン開始時はレベル a（80%以上）の受講

2.83

3.5

0

1

2

3

4

プレ（ 1次選抜課題） ポスト （ デザイン⼒実践課題）

H3 1基盤プラン︓デザイン⼒の伸⻑(点)

N=39
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生が全体の 2 割程度であったところ、基盤プラン修了時は 7 割以上の受講生がレベル a

に到達できていた。  

 また、第二段階選抜者とそれ以外の受講生

のセルフコーチング力の伸長の比較を行っ

た。受講開始時（9 月）と選抜終了後（12 月）

の成長報告書の記述内容を 5 能力の理解、

及びそれを基にした自己調整の観点から分

析して得点化した（3 点満点）。平均得点を

比較したところ、選抜者群の 12 月時の平均

得点（2.50）は 9 月時（1.75）より有意に高

く、一方で、非選抜者群は有意な変化は見ら

れなかった（右図）。このことから、才能育

成選抜群は非選抜群に比べ、5 能力をより理解し、自己調整も意識できていたことが示

唆された。 

（c）グローバル共創力  

 「研究倫理ワークショップ」の授業で行ったプレゼンテーションを対象に評価した（平

成 31 年度受講生）。授業の最後に提示されたデザイナーベビーの課題について英語でポ

スタープレゼンテーションを行ったところ、レベル b（80%以上）の受講生は全体の 7 割

程度となった。  

【第二段階】  

 Slack ゼミのレポートの記述内容を分析したところ、約 8 割の受講生がレベル a（80%

以上）の達成度である。またマンスリーレポートの記述内容では、基盤的 5 能力を意識

した目標管理や自己調整がどれくらいできているかを評価した。その結果、約 8 割がレ

ベル a（80%以上）の達成度であった。 

 評価に関わる今後の課題としては、上記の方法で評価結果を蓄積していくこと、また

その結果に基づいてカリキュラムや個々の授業の在り方、またその評価方法の改善にあ

たっていくことである。 

 

 

Ⅴ．受講生の成果の創出 ― 「数値目標」の達成状況 

（１）定量的な達成目標の実績 

各数値目標とその達成状況は、表3のとおりである。 

表3 受講生が創出した成果 

受講生が創出した成果 目標/ 令和元年度 令和 2 年度 2 年間の 
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実績 延べ件数 

1) 国際学会等での外国語による研

究発表件数  

目標 1 1 2 

実績 0 3 ※１ 3 

2) 1)に含まれない研究発表件数 目標 1 2 3 

実績 2 ※２ 6 ※３ 8 

3) 外国語論文発表の件数  目標 1 0 1 

実績 1 ※４ 3 ※５ 4 

4) 3)上記に含まれない論文発表件数 目標 0 1 1 

実績 0 0 0 

5) 日本学生科学賞（ISEF 予選） 目標 1 1 2 

実績 0 2 2 

6) 高校生科学技術チャレンジ

（ISEF 予選） 

目標 0 1 1 

実績 0 0 0 

7) 科学オリンピック 

（物理・化学等） 

目標 30 40 70 

実績 42 54 96 

8) 科学の甲子園 都道府県代表選

考会 参加人数 

目標 10 10 20 

実績 10 4 14 

9) その他コンテスト等 

起業家コンテスト（とちぎアントレ

プレナーコンテスト） 

令和元年度（第 7 回とちぎアントレプレナーコンテスト） 

7 人参加 1 次通過 4 人、ファイナリスト 1 人 

令和 2 年度（第 8 回とちぎアントレプレナーコンテスト）  

10 人参加 1 次通過 7 人、ファイナリスト 2 人 

※１：➀学会名：EGU General Assembly ：2020（5/4）オンラインセッション(チャット） 

タイトル名：How much do Japanese university students know about soil?  A survey 

of university students who received science education in Japanese schools

（doi:10.5194/egusphere-egu2020-4029） 

➁学会名：EGU General Assembly ：2020（5/4）オンラインセッション(チャット） 

タイトル名：Highlighting the importance of topsoil in human life through a soil 

education program（doi:10.5194/egusphere-egu2020-4030） 

➂学会名：2020 IEEE 9th Global Conference on Consumer Electronics ：2020（10/13

～16） オンライン発表 10/15 

タイトル名：Bio-inspired salamander robot leg design for uneven terrains 

※２：➀学会名：第９回高校生バイオサミット in 鶴岡：2019（7/29～31） 発表 7/29   ＜

審査員特別賞受賞＞ 
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タイトル名：「絶滅危惧種トウキョウサンショウウオの遺伝的多様性～胚発生途中で

の死亡要因の解明とミトコンドリア DNA を対象にした遺伝子多様性解析～」 

➁学会名：日本古生物学会１６９例会：2020（2/7～9） 発表 2/8(ポスター発表) 

タイトル名：ニュージーランド南島 KakaPoint に分布する WillsherGroup から産出

する中期三畳紀放散虫化石 

※３：➀学会名：日本土壌肥料学会 2020 年度岡山大会 「高校生による研究発表会」：2020

（9/ 8） オンライン  

タイトル名：日本の理科教育を受けてきた大学生への土についての知識・関心度調査 

➁学会名：日本土壌肥料学会 2020 年度岡山大会 「高校生による研究発表会」：2020

（9/ 8） オンライン  

タイトル名：人間生活に必要不可欠な表土の重要性を伝える教育プログラムの評価 

➂学会名：第 58 回日本生物物理学会年会：2020（9/16～9/18） オンライン ポス

ターセッション（confit 使用） 

タイトル名：The complete mitochondrial genome sequences of Japanese earthworms 

Metaphire hilgendorfi and Amynthas yunoshimensis (Clitellata: Megascolecidae) 

学会名：日本生物学会第 170 例会(20121.2/5～2/7)：2021（2/7） オンライン 

タイトル名：ニュージーランド南島 Bull Creek から産出する南半球高緯度海域を特

徴づける中期三畳紀放散虫化石 

➄学会名：日本動物学会関東支部第 73 回大会：2021（3/20） オンライン 

タイトル名：野生系統から見つかった新規アルビノメダカの原因遺伝子同定に向けて 

➅学会名：高校生理科研究発表会（千葉大学主催）：2020（12/21～12･/28） オン

ライン 

タイトル名：栃木県にて採取された大型陸生貧毛類の未記載種–A new species of 

earthworms collected in Tochigi Prefecture– 

※４：➀掲載誌： AIP Advances 9(11) 115315 2019 年 11 月 （doi:10.1063/1.5127943） 

タイトル名：Optimized highly charged ion production for strong soft x-ray sources 

obeying a quasi-Moseley’s law 

※５：➀掲載誌：Microbiology Resource Announcements：2020/6/18 

タイトル名：Complete Genome Sequence of Pepper yellow leaf curl Indonesia virus 

from Tomato in Bali, Indonesia 

➁掲載誌：2020 IEEE 9th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)：

2020/12/21 

タイトル名：Bio-inspired salamander robot leg design for uneven terrains 

➁掲載誌：Mitochondrial DNA Part B Resources：2021/3/18 

タイトル名：The complete mitochondrial genome sequences of Japanese earthworms 

Metaphire hilgendorfi and Amynthas yunoshimensis (Clitellata: Megascolecidae) 
 

（２）具体的な受賞例 

 なし 
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Ⅵ．得られた成果の把握と普及・展開 

 

（１）企画で得られた成果の把握、効果検証の方針、進捗状況 

 現役生の調査：３つの能力の伸長度合いを、客観的評価と自己評価の両面から測定す

る。毎年調査を行い、カリキュラムの改善に利用する。（目的、方法はこれまでと同様。

測定内容のみ変更） 

（２）修了生の追跡調査による効果検証 

 修了生への追跡調査：学内での体制では事務局が担当し、対象者は受講生全員。調査

項目は進学先の大学、学部学科等の専攻、専攻分野（実施テーマと同じ分野か）、社会人

になった際の就職先等を含める。（目的、方法、内容とも、前企画と同様） 

 修了生への交流支援として LINE で修了生をネットワーク化し、事務局より定期的に

メール等で現況調査や講演会の案内をはじめ、フォローアップも含めた情報提供を行っ

ている。また、交流会を企画し修了生間の人脈づくりや受講生との関係づくりなどを目

指している。元年度には才能育成プラン受講生の学会発表時に、偶然にも修了した学生

の発表もあり、情報交換に花が咲いた事例もあった。本年 3 月に行った追跡調査からは、

iP-U での取り組みが大学院での研究テーマにつながったという例や、コーチングﾞが卒

業後にとても役立ったなどの回答もあった。 

 令和元年度の交流会（令和 2 年 3 月）はコロナ禍により中止としたが、令和 2 年 9 月

に、前企画を含めこれまでの修了生と受講生によるオンライン交流会を開催した。オン

ラインのため、アメリカ留学中の修了生も参加することができた。このような活動等の

効果を定量的に検証することは容易ではないが、追跡調査等を工夫して検証していきた

い。 

 

（３）得られた成果の地域や社会への普及・展開 

・非認知的５能力の意識化や、デザイン能力の増進、課題研究や探究活動、部活動など

地域全体の科学教育のレベルアップに貢献する。 

・既に工学部改組（2019 年度実施）に伴うカリキュラム改訂や初年時教育の方法に前企

画の経験（セルフコーチングや GRIT、デザイン力の育成）を利用してきた。これまで

同様に、本企画の結果も教育改善に利用して、大学の取組として「次代のイノベーショ

ンを担う人材育成」を強化していく予定である。また、高校での研究活動や探究活動へ

の支援を通じた高大連携活動にも活かしていく。 

・育成方法の研究成果については、これまでも学会発表や論文発表を行ってきたところ

であるが、引き続き学会発表や論文発表を通して国内外の研究者・教育実践者と情報交
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換し、研究成果の普及、より効果的な育成方法への改善、汎用的な STEM 教育プログラ

ムの開発につなげていく。 

・引き続き、本プログラムの進行状況や効果などをホームページを通じて積極的に発信

していく。オンラインを活用して、より広範囲に普及展開できるよう改善していく。 

Ⅶ．グローバルサイエンスキャンパスの実施体制    

（１）実施体制図 

 

（２）実施体制 

 本学では、中期目標・中期計画に明記し（グローバルサイエンスキャンパス事業（「君

が未来を切り拓く～宇大の科学人材育成プログラム～」）を着実に実施し、地元高校生に

質の高いサイエンス教育並びにグローバル教育を提供する。）、実施主担当者として理事

（学務・情報担当）があたり、本学の全 5 学部（工学、農学、共同教育学、地域デザイ

ン科学、国際学部）、全センター（バイオサイエンス、オプティクス、雑草と里山の科学

教育研究センターなど）が関わり、大学全体として iP-U を展開している。各学部等との

連携も良好で、主に工学部、共同教育学部、農学部及びバイオサイエンス教育研究セン

ターの多くの教員が各種講座及び才能育成プラン受講生の研究指導を担当しており、初
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年度は 3８科目（必修４科目、選択Ａ3４科目）を開設することができた。令和 2 年度も

3８科目以上の開設を計画したが、コロナ下にあってオンラインを柱に必修４科目（4 講

座）、選択 22 科目（35 講座）を実施した。また、共同教育学部教員との連携により、本

プログラムの個々の受講生の能力伸長への反映度を解析し、それらの結果をカリキュラ

ムデザインや評価基準の一層の検証・改善に活かしている。 

 プログラムの担当教員等人数 

 

（選択科目 A はコロナ禍で中止した科目の担当者は除外した。） 

（３）コンソーシアムの構築 

 すでに「栃木県と国立大学法人宇都宮大学との包括連携協定」を締結しており、かつ、

栃木県私立中学高等学校連合会との間の連携協働関係も良好に保たれている。特に栃木

県教育委員会とは、平成 26 年度に立ち上げた「教職センター」への人事協力や「教職大

学院」の実現など、良好な連携関係で協働しており事業後もコンソーシアムを継続させ

る基盤が形成されている。また、産業界に関しては「国立大学法人宇都宮大学と社団法

人栃木県経済同友会との包括連携協定」を締結し、大学 COC 事業における連携など実

績を重ねており、本プログラムの支援体制も形成されている。 

 宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス運営会議を母体として、栃木県教育委員

会等の連携機関並びに本協議会に賛同する都道府県教育委員会等参加団体が参画するコ

ンソーシアムにおいては、東京都及び山形県等 5 教育委員会、東京工業大学等を加える

など一層の充実を図り、本事業の推進に努めている。また、研究デザイン力の授業では

宇都宮美術館に、セルフコーチングの導入では企業に講師派遣等で協力いただいている。 

 

Ⅷ．企画実施期間終了後の継続 

 継続を前提として計画を立案している。理解や支援を得られるよう、先駆的な社会実

験としての意義を今後も強調し、その成果を様々な分野に活用、貢献していく予定であ

る（たとえば運営資金の調達について、①主として地元の会社を対象に、研究資材を提

供していただくかわりに、事業協力者としてその会社の HP にリンクを張る（バナーを

掲載する）、②育成方法論を研究書や教科書として出版し、その対価を運営資金にあてる、

③一部の有料化、を検討している。②については既に出版社とコンタクトを取り始めて

いる。③については、有料化が可能なコンテンツとは何なのか、高校側の意見も聞きな

がら検討する予定である。また、高校の先生方の研修の場となるよう、先生方にとって

利用しやすい形はどんなものかを、引き続き調べていく予定である）。 

年度 必修科目 選択科目 A 選択科目 B 才能育成プラン 

令和元    6 人 29 人 7 名 14 名 

令和 2 ７人 2２人 ７名 16 名 
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∙ 取組の継続性を高めるための環境整備：コンソーシアムや学内から理解をいただく

ために、社会実験としての成果の広報を重視している。また、学内資金からの支援

により、教職員の支援や、担当者の雇用をしている。これらの活動は今後も継続す

る予定である。 

∙ オンラインの活用：本年度の完全オンライン化は本質的な経験となった。オンライ

ンによる授業や指導の充実をはかりつつ、オンラインならではのコスト低減と波及

展開の広範囲化を両立できるよう検討していく。 

∙ 民間資金を活用する等の資金計画：学内資金の援用のほか、クラウドファンディン

グや寄付金を募ることを検討している。 

∙ 大学の取組との接続：既に工学部改組（2019 年度実施）に前企画の知見を利用して

おり、これは社会実験の成果のひとつである。高大連携活動（高校の研究活動や探

究活動への支援）、入試改革への対応などにも、これまでの前企画の経験が活かされ

ている。本企画の結果も、これらの改革改善に利用していく予定である。また、人

材育成手法の研究を深め、学会発表や論文発表、その他多様な観点からの成果の創

出を目指していく予定である。 

 

Ⅸ．実施機関としての中間評価と今後の重点課題 

（１）大学としての中間評価 

本学中期目標・中期計画（第３期：平成28年度～令和3年度）におけるiP-Uの位置づけ

は下表のとおりである。（中期計画より抜粋）中期計画に対しては５つの重点戦略がア

クションプランとして設定されているが、iP-Uは重点戦略３「グローカルリーダーの

育成」の中で重要施策の一つに位置づけられている。なお、中期計画における指標は前

企画のものだが、運用上は本企画の目標に読み替える。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

➀-3 グローバルサイエンスキャンパス事業を中心とした高大連携をさらに強化

し、優秀な高校生を確保するための特別選抜制度を導入する。（以下省略） 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成す

るための措置 

（２）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

②-2 グローバルサイエンスキャンパス事業（「君が未来を切り拓く～宇大の科学

人材育成プログラム～」H 27-30）を着実に実施し、地元高校生に質の高いサイエ
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ンス教育並びにグローバル教育を提供する。【指標：基盤プラン60名、才能育成プ

ラン10名を育成】 

 

表に掲げた措置に関しては、特に高大連携において大きな成果がでていると考えてい

る。具体的には、iP-U の募集等とも呼応させつつ、県教育委員会事務局や県高等学校

教育研究会理科部会等と連携し多くの高校において講座等を開催し、各校の科学教育に

貢献できていると考えている。さらに、初年度においては本県高等学校文化連盟におい

て新たに自然科学部会が発足したので、その第 1 回の研究発表会を本学において実施す

ることとし、研究会の運営や研究発表の審査、内容の指導などに関わった。本年度にお

いても同様の連携を計画している。今後とも、県教育委員会や理科部会、そして多くの

高校生が参加する自然科学部会との連携を強化していきたいと考えている。 

指標については、初年度・本年度とも達成している。その数値等は本報告書Ⅱ．受講生

の募集と一次選抜・二次選抜の項目で既述しており参照されたい。 

 

（２）今後の重点課題 

・コロナ禍（ポストコロナ、ウィズコロナ）での事業推進と一層の展開。 

 本年度の結果を踏まえて、オンラインとこれまでの実施におけるメリット・デメリッ

トを整理し、オンライン化のメリットを活かす改善を進めたい。オンラインによる授業

や指導の充実を図りつつ、オンラインならではのコスト低減と波及展開の広範囲化を両

立できるよう検討していく。 

 

・デザイン能力の育成法開発、評価選抜法開発、第二段階の指導法開発を一層進め、確

立、普及を目指すこと。 

 基盤プランで新設した「デザイン力実践」、才能育成プランで新設した「デザイン力

特論」および英語コミュニケーション指導（「Advanced EC-Lab.」）については、2 か

年分の成果と状況を分析して改良を加えていきたい。 

 


