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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
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バル科学技術人材の育成プログラム」の成果を取りまとめ
たものです。
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育成プログラムについて
(1) 全体像

多様な分野において世界トップレベルの研究を牽引

本学の特徴

本学の特長を生かしグローバルな視点に立って

これからの社会をデザインできる

革新的な科学技術人材として

「新しい知の創造」および「社会的価値の創造」を

実現できる創造性を持つ科学技術人材の育成

本企画の目的
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(2) 概要図

育成プログラムについて

4
STEAM：Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematicsの頭文字をとったもの。



(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

第一段階 創造性を育む

知識を有機的につなげ、深い学びへと発展できる能力を育成

研究提案書の作成

基礎の学習
分析に必要な統計基礎
研究に必要な数学基礎

統計
微分・積分
線形代数

STEAM（教科・科目横断）型学習

最先端の研究についての学習
 研究の最前線
 社会的課題

バイオ
化学

物理

機械
情報

環境
エネルギー

社会インフラ
研究に必要な基礎知識の習得

研究について考える

知識の俯瞰
情報分析

STEAM価値創造ワークショップ

成果発表会
プレゼンテーションによるコミュニケーション能力の向上
意見交換による研究計画の見直し

個人ワーク、グループディスカッションによる学習
 研究テーマの検討
 研究の目的及び課題の抽出
 研究プロセスの具体化
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(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

第一段階活動内容

二次選抜

第二段階 創造性を形にする
研究活動（2020年11月頃に最終発表会を予定）

補強段階

2019年9月28日(土) ガイダンス、基礎の学習1: 統計

2019年10月12日(土)
台風で中止→10月26日に実施

基礎の学習2: 微分・積分
基礎の学習3: 線形代数

2019年10月26日(土) 
基礎の学習2: 微分・積分
基礎の学習3: 線形代数
STEAM（教科・科目横断）型学習1
①環境・エネルギー・社会インフラ ②バイオ・化学 ③機械・情報 ④物理

2019年11月02日(土) STEAM（教科・科目横断）型学習2
①環境・エネルギー・社会インフラ ②バイオ・化学 ③機械・情報 ④物理

2019年11月23日(土) STEAM型価値創造ワークショップ

2019年12月07日(土) 第一段階成果発表会

2019年12月23日(月) 研究提案書 提出締め切り
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(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

第一段階講座の満足度・難易度の5段階評価

自己評価項目 5 4 3 2 1

プログラムに
対する感想

楽しさについて 講義を受けて、とて
も楽しかった。

講義を受けて、ま
あ楽しかった。

講義を受けて、楽し
かった。

講義を受けて、あ
まり楽しくなかった。

講義を受けて、楽し
くなかった

難易度について 内容はとても簡単
だった。

内容はまあ簡単
だった。

内容は簡単でも難
しくもなかった。

内容は難しかった。 内容はとても難し
かった。

グラフ１ 講義の楽しさについて 各講座の評価の割合 グラフ２ 講義の難易度について 各講座の評価の割合

講義の内容はやや難しいが、満足度が高い結果であったため、今年度の第一段階の講義の
難易度設定は適切であったと考えられる。
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(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

東大のSTEAM型教育について１
・学際的な視点を獲得することを目指している
・STEAMのAはアート（芸術）に加え、リベラルアーツという社会課題解決に着目した視点から科目横断、
文理融合を実践している

実施日 講義タイトル 数学 物理 化学 生物 地学 技術 政治
経済

現代
社会

1 9月28日（土） 統計学 〇 〇

2 10月26日（土） 微分積分 〇 〇

3 10月26日（土） 線形代数 〇 〇 〇 〇 〇

4 10月26日（土） サステナブル建築 〇 〇 〇 〇

5 10月26日（土） 健康社会実現のための
毛細血管研究

〇 〇

6 10月26日（土） 人間を超える高速ロボット 〇 〇 〇 〇

7 10月26日（土） ナノテクで熱をあやつる 〇 〇

8 10月26日（土） 気候変化と建築とエネルギー 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 10月26日（土） 分子のかたち・ならび・あつまり～結晶
多形の化学～

〇

10 10月26日（土） 交通の科学と社会的意義 〇 〇 〇

11 10月26日（土） ソフトマターの科学：統計物理の視点 〇 〇

第一段階で実施した19の講義について、高校の新学習指導要領における教科・科目との対応を上記の表にまとめた
（関連する科目に〇をつけた）。一つの講義は様々な科目の知識と関連し、19の講義のうち13個の講義は「政治経済」
「現代社会」に関連していた。
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(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

実施日 講義タイトル 数学 物理 化学 生物 地学 技術 政治
経済

現代
社会

12 11月2日（土） 水と気候変動 〇 〇 〇

13 11月2日（土） 分子科学 〇 〇 〇 〇 〇

14 11月2日（土） 自動運転におけるセンシングとディジタ
ル地図との周辺技術

〇 〇 〇

15 11月2日（土） ホログラフィック メモリー 〇 〇 〇 〇

16 11月2日（土） 災害対策の基本とこれからの災害対策 〇 〇 〇 〇

17 11月2日（土） 神経と脳を使って理解する 〇

18 11月2日（土） 海中ロボット 〇 〇 〇 〇

19 11月2日（土） 光の究極的制御を目指して 〇 〇 〇

東大のSTEAM型教育について２

・学際的な視点を獲得することを目指している
・STEAMのAはアート（芸術）に加え、リベラルアーツという社会課題解決に着目した視点から科目横断、
文理融合を実践している

第一段階で実施した19の講義について、高校の新学習指導要領における教科・科目との対応を上記の表にまとめた
（関連する科目に〇をつけた）。一つの講義は様々な科目の知識と関連し、19の講義のうち13個の講義は「政治経済」
「現代社会」に関連していた。
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(3) 具体的な実施内容および水準

10

第二段階 創造性を形にする

STEAM型研究を通して問題を解決し、次の課題を見出す能力を育成

研究室

研究者 大学院生（TA）

高校生

高校教諭

研究発表・興隆期

研究者（大学・企業）を含めたディスカッション
最終発表
中間発表
サイトビジット

研究入門

研究に必要な基本的なスキル
研究の手引き
研究倫理
英語プレゼンテーション

個別指導

多様な研究分野にて必要なスキルの習得
 レビュー論文や基本文献の読解
 研究に関する安全指導
 実験・シミュレーション・フィールドワーク
 ポートフォリオの作成
 研究レポートの作成

外部発表

英文論文・プレゼンテーションの能力の習得
学会発表（国内・海外）
論文発表（国内・英文Journal)

幅広い学内連携

グローバルな国際連携
3大学 （RCA,、UCL，MIT）

連携大学

企業との連携

育成プログラムについて
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(3) 具体的な実施内容および水準

育成プログラムについて

第二段階活動内容

2020年3月21日（土）

⇒オンラインで実施
第二段階ガイダンス、研究の手引き、研究倫理など

2020年4月1日（水） 各研究室にて、研究活動を開始

2020年6月20日（土）

⇒7月に延期

論文執筆のための基礎講座
研究活動の進捗について交流
⇒研究活動の進捗についての交流は
学校の状況に合わせて延期する予定。
論文執筆の基礎講座は対面式で行う予定なので、コロナが落ち着いてから検討する予定。

2020年8月12日（水） 中間発表会

2020年11月14～15日
（土・日）

全国受講生研究発表会（選抜者発表・聴講自由）

2020年11月28日（土） 成果発表会（第一段階・第二段階合同）

2020年12月 最終レポートの提出（第二段階終了）

※2021年1月～3月 研究成果によって外部発表の機会あり
（学会発表、論文発表、科学オリンピック、科学コンテスト等）
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 選抜方法：書類選考・所属校の教諭からの推薦を参考にする

応募書類 ： 願書（A4用紙、1枚）・自己推薦文（A4用紙、1枚）・レポート（A4用紙、1枚程度）
レポート課題：興味のある科学技術分野について、疑問点やその解決方法について

自分の考えをまとめてください。

募集・一次選抜の方法と実績
 選抜の観点

「科学技術に卓越した意欲・能力」・「自ら考え探求する潜在的能力」

 選抜の基準

観点 選抜基準

科学技術に
卓越した
意欲・能力

科学技術に関する文献調査や、積極的に講座・ワークショップに参加するなど情報収集を行い、
自ら学習し、得られた知識から、論理的かつ独創的に思考することができている。
科学技術に関する文献調査や、講座・ワークショップに参加するなど情報収集を行い、
自ら学習し、得られた知識については理解しているが、それ以上の思考には及んでいない。
科学技術に関する文献調査や、講座・ワークショップに参加するなど、情報収集を行っており、得られた知識についてはおおむね理解している。

情報収集を行っているが、理解が不十分である。

科学技術への興味はあるが、自ら学習したり情報収集するなどの行動までには至っていない。

自ら考え
探求する
潜在的能力

課題をしっかりと把握し、先行研究などを踏まえて仮説を立て、それらの真偽を論証するためのデータを集め、
論理的かつ創造性のある解決方法まで思考が及んでいる。
課題を把握しており、自らの知識や経験をもとに仮説を立て、先行研究との比較検討がなされている。

課題を把握し、仮説を立て、高校生が持っている知識で合理的に解釈することができている。

課題の把握は不十分だが、自分の問題意識に関連のある事象や分野について調べることができている。

課題の把握ができておらず、情報収集も不十分である

 選抜体制：本企画関係の研究者により評価し、選抜

なお、以下のプログラムを受講した場合は、その内容と関連させて書くことも可とします。
東京大学 生産技術研究所 次世代育成オフィス主催プログラム（研究室見学、出張授業、ワークショップ、
キャンパス公開等）、東京大学ジュニアドクター育成塾

ジュニアドクター育成塾等受講生で、優秀な場合には、二次選抜を早め、第二段階への早期参加も検討
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募集・一次選抜の方法と実績

40名の受講生に対して「応募情報を得たルート」についてのアンケート調査による結果

ホームページによる広報 チラシ・ポスターによる広報
UTokyoGSCコン

ソーシアムを通し
た広報

募集期間

2019
年度

UTokyoGSCのホームページを作成し、
募集情報を掲載した。
https://gsc.iis.u-tokyo.ac.jp/

・全国895校にUTokyoGSCのチラシとポスターを郵送した。
・本学のオープンキャンパスや鉄道ワークショップ、サマーサイエンス
キャンプといった高校生向けイベント、SSH生徒研究発表会や鉄道模
型コンテスト等の学外イベントでもチラシを配布した。

連携教育委員会
を通して広報活
動を行った。

2019年6月29日
（土）～8月15日
（木）

2020
年度

UTokyoGSCのホームページを更新
した。2019年度受講生の活動様子

の写真、講義内容の詳細、 年間ス
ケジュール、プログラムの紹介ビデ
オを追加した。

・全国912校にUTokyoGSCチラシ・ポスターを郵送した。
・チラシ：A4からA3サイズ二つ折へ変更
第一段階、第二段階、補強段階の活動内容をより詳しく掲載した。
受講生が活動している様子の写真や、参加しようと思ったきっかけ、
第一段階に参加した感想をチラシに掲載した。

連携教育委員会
を通して広報活
動を行った。

2020年4月1日（水）
～6月30日（火）
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募集・一次選抜の方法と実績

応募者数 合格者数 男女の割合

UTokyoGSC
コンソーシアムからの合

格者(11名) 関東・遠方

岩手県1名
秋田県1名
埼玉県2名
東京都1名
神奈川県1名
横浜市2名
福井県3名

関東 26名
茨城県2名、埼玉県2名、
東京都18名、神奈川県4名、

遠方 14名
北海道1名、岩手県1名、宮城県1名、
秋田県1名、福井県3名、愛知県1名、
三重県1名、広島県1名、徳島県1名、
愛媛県1名、福岡県1名、宮崎県1名、

52
名

40
名

女 20名

男 20名

・1名の受講生につき、3名の教員が評価

・3名の教員の採点の合計で、受講生の順位を決定

【書類選考】
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20ページの企画実施体制で確認できる。



二次選抜の方法と実績
 選抜観点：書類審査では「知識俯瞰能力」、「情報分析能力」

面接審査では「熱意、粘り強さ、伝達力、知識、科学的思考」
 選抜基準

 選抜方法：書類選考および面接選考
審査書類：研究申請書（A4用紙、1枚程度）、第一段階の成績表
研究申請書：第一段階を基に興味のある分野について課題を見付け、

その具体的解決方法についてまとめたもの
成績表：第一段階のミニットペーパー、プレゼンテーションより事務局が作成

ジュニアドクター育成塾受講生等で、優秀と認められた場合には、早期の二次審査・への参加も検討

意欲はあるが第二段階に進むことが難しいと判断された受講生15名〜20名→補強段階

 選抜体制：本企画関係の研究者・配属候補研究室の研究者により評価、選抜

観点 選抜基準

知識俯瞰能力

課題を解決するために必要な知識・技能・調査手法などを、自分で把握するとともに、
それが書かれている書籍・論文などを自ら入手し、他者に説明できるほど理解していた
課題を解決するために必要な知識・技能・調査手法などを自分で把握し、書籍や論文などから学び、
活用できた
課題を解決するために必要な知識・技能・調査手法などを教員・TAなどからのアドバイスによって把握し、
必要な書籍・論文などを入手できた
課題を解決するために必要な知識・技能・調査手法などを教員・TAなどからのアドバイスによって把握できた

自分の問題意識に関連する知識・技能・調査手法の不足が把握できた

情報分析能力

研究に必要なデータを体系的に得て、論理的な分析ができているとともに、データを整理・考察し、
創造性のある提案ができている
論理的な分析ができており、先行研究との比較検討がなされ次の課題発見ができている
高校生が持っている知識で合理的に解釈することができている
情報を集めるにとどまり、論理的な分析が不十分である
情報が収集できず、論理的な分析に至っていない
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二次選抜の方法と実績

第二段階
参加者

学年の
割合

（2020年4月時点の
学年）

男女の
割合

UTokyoGSC
コンソーシアム

からの応募

（5名）

関東（10名）
遠方（5名）

（在籍校所在地）

私立・公立・国立
（SSH内数)

15名 2年 7名

3年 8名

女9名 岩手県1名
秋田県1名
埼玉県1名
神奈川県1名
横浜市1名

関東 10名
埼玉県１名
東京都6名
神奈川県2名
茨城県1名

私立 5名
（SSH: 0名）

公立 7名
（SSH: 5名）

国立 3名
（SSH: 3名）男6名

遠方 5名
岩手県1名
秋田県1名
愛知県1名
広島県1名
宮崎県1名

【書類選考＆面接選考】
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アクティブ・ラーニング型学習

最先端の研究がテーマ
 アクティブ・ラーニング
 協調型学習

実践的で「答えの見えない問い」の探究に取り組む
ワークショップ「実践学講座」の教材等を活用

第一段階
創造性を育む

第二段階
創造性を形にする

高大接続研究
開発センター

生産研との実施

二
次
選
抜

知識俯瞰能力・情報分析能力を補強し、創造性を強化する

第二段階へ
（1名）

意欲のある受講生18名

横断的に理解する能力を育成

補強段階 創造性を強化する
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国際性付与の考え方・内容・達成目標
【第一段階】
多様な国籍の講師やTAが、受講生とディスカッションを行い、交流することで国際性を高めた。
【第二段階】

研究活動を行うにあたり、海外からの教員が受け入れ研究室になっていることもある。
本学に在籍する多国籍の大学院学生や若手研究者たちが指導者として参加しており、研究活
動を通して、国際交流体験を積んでいる。
【今後の予定】
・ 2020年3月に予定していた英語プレゼンテーション研修は、2020年度に実施する予定である。
・Royal College of Art（RCA)の学生や研究員に第二段階の中間発表会や最終発表会に
参加してもらい、受講生に対してコメントやディスカッション等をできるような機会を
検討していく。

外国籍の講師より統計学の講義 外国籍のTAより英語で
線形代数の問題の説明
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定量的な達成目標に対する実績

目 標（実績）
受講生が創出する成果 初年度 2年度 3年度 4年度 累計

研究発表総数 0 12 18 20 50件
国際学会等での外国語による研究
発表件数

0 2 3 5 10件

上記に含まれない研究発表件数 0(7) 10 15 15 40件
論文発表総数 0 12 18 20 50件

外国語論文発表件数 0 2 3 5 10件
上記に含まれない論文発表件数 0 10 15 15 40件

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） 0 3 3 4 10件
高校生科学技術チャレンジ（ISEF予選） 0 3 3 4 10件
科学オリンピック（物理・化学・生物等） 0(3) 10 15 15 40人
アジアサイエンスキャンプ 0 1 1 1 3人

科学の甲子園 都道府県代表選考会
参加人数 （４年間の累計人数）

0(2) 2 4 4 10人
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企画の実施体制（学内体制、コンソーシアム）
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企画の実施体制（学内体制、コンソーシアム）

日程 会議 出席者 成果

2019年7月18日
（木）

第1回
UTokyoGSC

協議会
キックオフ

会議

9 教育委員会 （9名）
岩手県、埼玉県、さいたま市、神奈川県、横浜市、福井県、
和歌山県、秋田県、鹿児島県

周知依頼と協力への賛同

8 企業 （11名）
日本精工株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、
日本航空株式会社、JX金属株式会社、
東京地下鉄株式会社、株式会社関水金属（KATO）、
日産自動車株式会社、日本キャタピラー合同会社

積極的な協力の意向

2020年1月21日
（火）

第1回
UTokyoGSC

協議会

10 教育委員会 （11名）
岩手県、埼玉県、さいたま市、千葉市、東京都、神奈川県、横浜
市、滋賀県、和歌山県、鹿児島県

2020年度受講生の募集の周知などについて、
積極的な協力

5 企業 （6名）
日本アイ・ビー・エム株式会社、JX金属株式会社、
東京地下鉄株式会社、株式会社関水金属（KATO）、
日産自動車株式会社

第二段階サイトビジット実施について、
具体的に企画することとなった

日程 会議 出席者 成果

2020年2月27日
（木）

第1回
UTokyoGSC
運営委員会

8 部局 委員 9名
社会連携推進本部
大学院農学生命科学研究科・農学部
大学院総合文化研究科・教養学部
大学院新領域創成科学研究科
先端科学技術研究センター
高大接続研究開発センター
生産技術研究所
モビリティ・イノベーション連携研究機構

全学展開に向けて体制を構築した

・第二段階における研究室配属の依頼を行った

・2020年度以降、運営委員会の各部局から第一段階
のSTEAM型学習での講師担当の依頼を行った
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育成プログラム開発における効果的な取組事例

第二段階に進んだ受講生について、
第一段階プログラム参加前のレポートと、参加後の研究提案書の比較

第一段階プログラムを通して、
受講生の「知識俯瞰能力」「情報分析能力」が伸びている事例

レポート課題 研究提案書 比較分析

認知症のある親戚から「記憶」に関心
を持つきっかけを得た。

記憶と睡眠との関係性について調べたい。 レポート課題で関心のあるテーマ、問いを
深めて、記憶と睡眠との関係性に着目で
きた。

脳、記憶に関連する一般的な知識を書
籍・インターネットで調べた。

記憶と睡眠との関係性についての先行研究例（6つ）を
調査した。

一般書籍・インターネットの情報だけでな
く、各大学で行っている最新の研究成果
を調査できた。

「どうして記憶が失われるか」について
調べたい。

より具体的な疑問について

睡眠を、レム睡眠とノンレム睡眠に分け、それぞれの
睡眠が記憶の固定化と消去に関わっているか、また
いつどのようにかかわっているのかを調べたい。

先行研究を理解した上で、自分なりの疑
問（課題）を見つけることができた。

（研究方法についての記述なし） 研究方法について

・マウスに複数のタスク（記憶種が異なるもの）を
学習させ、睡眠時の脳波を計測記録する

・複数のタスクを学習させたマウスの睡眠を、レム
睡眠のみ阻害し、覚醒後に記憶テストを行う

・複数のタスクを学習させたマウスの睡眠を、
ノンレム睡眠のみ阻害し、覚醒後に記憶テストを行う

疑問（課題）をクリアするために、研究方
法も考えられるようになった。
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育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況
(1) 受講生の評価手法

第一段階

【評価根拠】
 受講生が毎回作成する ポートフォリオ
 中間レポート・修了レポート
 中間発表会・最終発表会でのプレゼンテーション
 指導者のプログレスノート

【評価根拠】
 受講生が毎回作成する ミニットペーパー
 発表会でのプレゼンテーション
 ディスカッションや参加の様子（モニタリング）
 研究提案書

育成する能力

①知識俯瞰能力

③課題解決能力 ④研究検証能力

⑤研究マネージメント能力

②情報分析能力

・知識を有機的につなげ、深い学びへ
と発展できる能力が育成できたか

・創造性を育むことができたか

第二段階

育成する能力

①知識俯瞰能力 ②情報分析能力

創造性を形にするための能力を
育むことができたか

(2) 評価の実施状況・実施体制

・ルーブリックによる自己評価・他者評価
・受講生のポートフォリオ
・指導者のプログレスノート

指導担当者と
事務局で共有

・発掘度の検証
・育成状況の把握
・評価方法の検証

（来年度実施予定）
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育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況
(3) 評価基準の開発状況

第一段階 ルーブリック評価項目（5段階自己評価）

自己評価項目 5 4 3 2 1

知識俯瞰

能力

項
目

１

今回の内容について、課題を解決
するために必要な知識・技能・調
査手法などについて、ほぼ全て把
握することができた。

今回の内容について、
課題を解決するため
に必要な知識・技能・
調査手法などについ
て、8割程度把握する

ことができた。

今回の内容について、
課題を解決するため
に必要な知識・技能・
調査手法などについ
て、半分程度把握す
ることができた。

今回の内容について、
課題を解決するため
に必要な知識・技能・
調査手法などについ
て、2割程度把握する

ことができた。

今回の内容につい
て、課題を解決する
ために必要な知識・
技能・調査手法など
について、把握する
ことができなかった。

項
目
２

今回の内容について、他者に説明
できるほど理解できた。

今回の内容について、
他者に説明はできな
いが、自分の中では
理解できた。

今回の内容について、
ほぼ理解できた。

今回の内容について、
あまり理解できなかっ
た。

今回の内容につい
て、全く理解できな
かった。

情報分析

能力

項
目
３

自分自身の疑問について明確に
し、積極的に質問することで、疑問
を解消することができた。

自分自身の疑問につ
いて明確にし、積極
的に質問したが、疑
問を解消することはで
きなかった。

自分自身の疑問につ
いて明確にすることは
できたが、人に質問
することができなかっ
た。

自分自身の疑問は
あったが、明確にす
ることができなかった。

自分自身の疑問は、
特に浮かばなかった。

項
目
４

今回の資料やデータから情報を見
つけ、自ら論理的な分析や考察を
して課題を発見することができ、そ
の解決方法も思いついた。

今回の資料やデータ
から情報を見つけ、
自ら論理的な分析や
考察をして課題を発
見することができたが、
その解決方法は思い
つかなかった。

今回の資料やデータ
から情報を見つけ、
自ら考察することがで
きたが、課題を発見
することはできなかっ
た。

今回の資料やデータ
から情報を見つけた
が、考察することはで
きなかった。

今回の資料やデー
タから情報を見つけ
られなかった。

主体性・

コミュニケー
ション

項
目
５

講師や他の参加者と自ら積極的
に話しかけ、議論の輪の中で発言
することができた。

講師や他の参加者に
話しかけられ、議論の
輪の中で発言するこ
とができた。

講師や他の参加者に
話しかけられ、議論の
輪の中にいたが、特
に発言はしなかった。

講師や他の参加者の
議論の輪に入らな
かった。

欠席だったため議論
できなかった。
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育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(3) 評価基準の開発状況

第二段階 研究活動のルーブリック評価項目
ポートフォリオ・プログレスノートは、活動毎に専用評価システムに蓄積していき、

指導者および事務局にて共有し、日々育成状況を確認

自己評価項目 5 4 3 2 1

知識俯瞰

能力

課題を解決するために必要な
知識・技能・調査手法などを、自
分で把握するとともに、それが
書かれている書籍・論文などを
自ら入手し、他者に説明できる
ほど理解できた

課題を解決するために
必要な知識・技能・調
査手法などを自分で把
握し、書籍や論文など
から学び、活用できた

課題を解決するため
に必要な知識・技能・
調査手法などを教員・
TAなどからのアドバイ

スによって把握し、必
要な書籍・論文などを
入手できた

課題を解決するた
めに必要な知識・
技能・調査手法な
どを教員・TAなどか

らのアドバイスに
よって把握できた

自分の問題意識に
関連する知識・技
能・調査手法の不足
が把握できた

情報分析

能力

研究に必要な情報を体系的に
得て、論理的な分析ができてお
り、先行研究との比較検討がな
され、創造性のある提案ができ
た

研究に必要な情報を
得て、論理的な分析が
できており、先行研究
との比較検討ができた

情報を集め、自分が
持っている知識で合
理的に解釈すること
ができた

情報を集めるにと
どまり、論理的な分
析が不十分だった

情報が収集できず、
論理的な分析に至
らなかった。

25



育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(3) 評価基準の開発状況

第二段階 研究活動のルーブリック評価項目

自己評価項目 5 4 3 2 1

課題解決
能力

課題をしっかりと把握し、先行
研究などを踏まえて、仮説を複
数立て、それらの真偽を論証す
るためのデータを集め、論理的
かつ創造性のある解決方法ま
で思考が及んだ

課題を把握しており、
自らの知識や経験をも
とに複数の仮説を立て、
それらの真偽を論証す
るためのデータを集め
ることができた

課題を把握し、仮説を
立て、その仮説の正
しさを結論付けられそ
うなデータを集めるこ
とができた

課題の把握は不十
分だが、仮説を立
て、その仮説の正
しさを結論づけられ
そうな実験や調査
の計画が立てられ
た

自分の問題意識に
関連のある事象や
分野について調べ
ることができた

研究検証

能力

得られた結果から仮説について
論理的な考察ができ、次の課
題発見ができたとともに、創造
性のある発展的な次の提案が
できた

得られた結果から仮説
について論理的な考察
ができ、次の課題発見
ができた

得られた結果から、論
理的な考察ができた

結 果 は 得られた
が、論理的な考察
が不十分であった

結果を得るにとどま
り、論理的な考察が
できなかった

研究

マネージメント
能力

自ら論理的に研究計画を立て
ることができ、計画を進捗に沿
いつつ適宜修正し、設定された
締切までに遂行できた

教員・TAのアドバイス

のもと、自ら論理的に
研究計画を立てること
ができ、設定された締
切までに遂行できた

教員・TAのアドバイス

のもの、自ら研究計
画をたてることができ
たが、設定された締
切までに遂行できな
かった

教員・TAの立てた

計画のもと、設定さ
れた締切までに遂
行できた

教員・TAの立てた計

画のもと、設定され
た締切までに遂行で
きなかった
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育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(4) 第一段階受講生の能力の変容・伸長状況

グラフ3 項目1 知識俯瞰能力について 各講座の自己評価点数の割合

第一段階ルーブリック評価の結果はグラフ３～７にまとめている。
STEAM型学習では、最先端研究について紹介しているため、受講生にとって理解度のばらつきがあったが、
受講生は自分の「知識俯瞰能力」「知識分析能力」について伸びていると自己評価している。
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グラフ4 項目2 知識俯瞰能力について 各講座の自己評価点数の割合

育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(4) 第一段階受講生の能力の変容・伸長状況
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グラフ5 項目3 情報分析能力について 各講座の自己評価点数の割合

育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(4) 第一段階受講生の能力の変容・伸長状況
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グラフ6 項目4 情報分析能力について 各講座の自己評価点数の割合

育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(4) 第一段階受講生の能力の変容・伸長状況
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グラフ7 項目5 主体性・コミュニケーション能力について 各講座の自己評価点数の割合

育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況

(4) 第一段階受講生の能力の変容・伸長状況
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得られた成果と普及・展開

開発した教育手法・成果：
可能な限りOER(Open Education Resource)化

 教材は電子化しウェブサイト上で公開

【実績】UTokyoGSCの教材はONG STEAM STREAM にて公開！

http://ong.iis.u-tokyo.ac.jp/ong-steam-stream/
 試行記録、評価データ記録、教育手法を定めた文書類
 資質の発掘度合、育成度合など質的評価の結果

 募集、選抜状況
 プログラム実施状況
 評価システムに蓄積されたデータ
 指導教員へのヒアリング
 アンケート調査、聞き取り調査
 追跡調査

 意欲・能力を持った生徒の選抜方法
の検討（発掘度）

 創造性を形にする能力の把握と評
価（育成度）

 教育プログラムとしての
総合評価(達成度)

他大学、他機関、教育委員会および一般社会に提供・普及
国内外の学会や論文にて発表 32



第二段階：
 GSCに参加した高等学校およびSSHを中心に実施
 受講生の受け入れ可能な研究室を4年間で調査し、学内有志の研究室にて実施

予定
 UROP*と同様に学内での予算措置、および、担当する事務や人員の配置ができ

るよう働きかける

企画実施期間終了後の継続に向けた取組

第一段階：
GSCコンソーシアム参加企業や現在共同研究等を行っている連携企業、
全学から支援を受け実施予定

➀ 企画の継続性の確保
 UTokyoGSC運営委員会を通して、実施主体が中心となって開発した教育システムを全学的に展開

する体制を維持し、継続していく。
 コンソーシアム参加企業と協議するとともに、現在生産研にて開催している特別研究会に参加して

いる企業等の協力も得ることで、財源を確保できるよう働きかける。

補強段階：高大接続研究開発センター等の学内部局と連携し、実施予定

全学自由研究ゼミナールUROP（Undergraduate Research Opportunity Program）とは、
学部1,2年生が研究室にて研究活動を行うという授業。
学生1人につき部局長裁量経費として10万円が各研究室に支給
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企画実施期間終了後の継続に向けた取組

➁ コンソーシアムの維持・運営
 UTokyoGSC運営委員会によりGSCコンソーシアムおよびUTokyoGSC協議会を

維持し、運営
 同委員会の下、プログラム・マネージャー、担当教員、大学院学生（TA）、

関連事務職員等を配置できるように検討
 教育プログラムの企画、実施にあたっての学内部局との連絡、進捗管理、レビュー、達成度評

価、教育プログラムの改訂、過去の受講生の追跡調査などを予定

➂ 企画内容の拡大や改善
 STEAM型課題研究による「創造性」教育プログラムとして完成
 SSHの探究活動や「理数探究」向け教育プログラムとして必要な改善・改訂を加え拡大・普及
 評価項目・評価方法を広く発信し、普及

④ 追跡調査
 受講生の進学先（機関・学部学科等の専攻、分野）
 受講生のその後の進路（就職先）
 メールもしくは専用ウェブサイトにて調査
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その他

STEAM教育を取り入れる目的

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics)

Education

新しい知の創造

【これまでの社会】

知の探求
（理科・数学）

知の実践
（工学）

知の実装
（技術）

新しい知の創造
社会的価値への転換

Arts（芸術）の担っている要素： デザイン 創造性

【これからの社会 (Society 5.0 およびその後）】

創造性
（芸術）

知の探求
（理科・数学）

知の実践
（工学）

知の実装
（技術）

Sustainable Development Goals:
持続可能な開発目標

SDGs
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企画実施における今後の予定と課題

② 評価項目・評価方法の確立および展開
→プログラムの実施により、使いやすい専用評価システムを検討＆開発
→受講生・教育関係者・大学関係者には、プログラムで得たデータを提供予定

教育委員会・企業にデータ分析の成果を提供予定

➂ コロナ感染症の影響により、
第2段階での研究室のマッチングに時間がかかった
→来年度以降の受講生と研究室のマッチングの仕組みについては、

UTokyoGSC運営委員会等で再検討する予定
→受講生が自宅で実験できるように、実験に必要な機材や
オンラインで実施するために必要な貸出用の物品についても検討し、支給した
来年度以降も、新型コロナウイルスの状況を見ながら、
必要な支援は継続して行う予定

① 学内での協力連携の拡大について
1年度目：生産研を主体として実施する予定
→全学展開を前倒しして、

農学生命科学研究科においても第二段階の研究活動を実施
2年度目以降：全学展開予定
→運営委員会の８部局に展開
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