
君が未来を切り拓く！
〜宇大の科学人材育成プログラム〜

国立研究開発法人科学技術振興機構協定事業
グローバルサイエンスキャンパス 業務成果報告書（平成31年度）



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平成31年度
グローバルサイエンスキャンパス「君が未来を切り拓
く！～宇大の科学人材育成プログラム～」の成果を取
りまとめたものです。



大学院
レベル

高水準の
研究力と
国際性の
育成

英語コミュニ
ケーション

才能育成
プラン
15名程度

1月
≀
翌

3月

個別研究

傑出した科学技術人材
（研究者・起業家・教員・技術者 etc.）

大学・大学院進学

学部
レベル

教育水準

基盤的
能力の
育成

達成目標

選択科目
(33科目から選択)

内容・時間数

基盤プラン
40名程度

8月
≀

1月

共通科目
4科目20時間

１次選抜

２次選抜

7月
8月

1月 iP-U
跳躍コース incubation Program for 

innovative students at 
Utsunomiya University

「５つの基盤的能力」

 育成プログラム ①全体像・概要
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 「傑出した科学技術人材」とは、
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
起こす人材

幅広い科学技術人材を育成
研究者，起業家，技術者，教員、
クリエーター等

 次世代の科学技術は「あなたの中にある」
それを引き出すために、
• 「５つの基盤的能力」＋「デザイン能力」(問題発見・解決力)
• 「コーチング」＋共感的環境

(個への対応)

 育成プログラム ①全体像・概要
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（非認知的能力）

心理特性

研究力

「５つの基盤的能力」

（デザイン能力など）
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 募集・一次選抜の方法と実績

134名（県外6、中学生3）

154名（県外28、中学生1）
122名（県外23、中学生0）
131名（県外27、中学生0）

60名（県外6、中学生0）

効果的に周知・実施
県教委，県校長会（私学含む）
高校教育研究会理科部会
県内外の主要校にパンフ、 HP

 高校長ＯＢが高校訪問
 落選者にコメント，再応募歓迎
 チーム応募制度

科学系の部活動を支援

選抜にあたって重視する「5つの基盤的能力」

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
(約40名) ● ● ●

学校推薦 ● ● ●

インターン
シップ選抜
(若干名)

● ● ●

応募 選抜 非選抜

• SDGs
• PR動画



評価者 評価方法
才能育成プラン担当教員  面接︓ 研究の実行力
基盤プラン担当教員

評価・カリキュラム担当教員

 客観的評価︓
・成果物から「５つの基盤的能力」を評価
・連続講座でのプロセス評価（教員の所見）
 主観的評価︓
・アンケート，自己評価値

コーチ  所見︓ 目標管理，パーソナリティ

選抜者 男 女

16名（うち跳躍 7名）
12名（うち跳躍 8名）

15名（うち跳躍 13名）

15名（うち跳躍 10名）
22名（うち跳躍 7名）

 二次選抜の方法と実績
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才能育成プラン
 1:1会話クリニック
 NZ共同研究（H27～）
 インドネシア共同研究（H28～）
 フィンランド共同研究（H27）

才能育成プランでの達成課題：
自分の研究に必要なことを英語で受け入れ者等に依頼し，
タスクを達成すること。

√意思＋意欲＋行動力＋英語力

基盤プラン
 英語コミュニケーションに慣れる
ネイティブ講師陣によるものづくり授業や，
1:1会話クリニック

 コミュニケーション・スキルを磨く
（アクティブ・ラーニング，コミュニケーション演習）

 国際性付与の考え方・内容・達成目標
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経済同友会

 全学体制
学長理事統括
９部局32教員ほか

 コンソーシアム
県教委，校長会，理科部会
宇都宮美術館，県立博物館，
企業とも連携

 校長ＯＢコーディネーターが
連絡役に

 OB/OG、SSH/GSC経験者が
アドバイス

 企画の実施体制（学内体制、コンソーシアム）

これまでの体制，高校
とのシナジーを発展さ
せる。
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研究指導教員

「コーチング」＋「共感的環境」

コーチ 事務局

受講生

 元・県立高校長コーディネーター
高校，教委，保護者との橋渡し

 事務局もコーチング研修を受講

 思考と感情の整理
 客観視による気づきや
決断のサポート

 熱意
 深追いしない

（受験との兼ね合い）

• 研究指導を進めていく上で功を奏した指導法・指導体制
• 教育プログラム開発における特筆すべき好事例

どちらとも

言えない
11%

どちらかと言うと

あてはまる
26%

とても

あてはまる
63%

コーチは常に励まし，

承認してくれた

どちらとも

言えない

2%

どちらかと言うと

あてはまる

30%

とても

あてはまる
68%

スタッフは話を

よく聴いてくれた

●教育プログラム開発における効果的な取組事例
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☆戦略１： 成長の「角度」を上げる
1. 思考（ビジョン・進路）と感情（不安）の整理
2. 客観視による「気づき」や「決断」のサポート

☆戦略２：成長の「場」をつくる
1. 個の多様性を広げる
2. 集団のマインドセットを醸成する
3. ビジョンと出会う場をつくる

☆方法論
1. 最初の講義「セルフコーチング入門」

考え方をインストールし、啓発、計画させる
2. 個別指導

成長報告書、マンスリーレポート、1 on 1 コーチング
3. グループ指導

グループコーチング、授業でのグループワーク、振り返り

セルフコーチング入門

グループコーチング

●教育プログラム開発における効果的な取組事例

コーチング： 対話によって相手の目標
達成を図る技術。

91 on 1 コーチング
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「５つの基盤的能力」を軸に、毎月の「成長報告書」で振り返りを促す。
成長の様子が見えやすく、どこをどう伸ばすかを考えて指導（コーチング）ができる。

能力 具体的内容

共創的コミュニ
ケーション力

英語で自分の研究への協力を依頼で
きるようになる．

執着力 目標達成に対して強い意欲と執着心
をもっている．

コツコツ力
目標や時間を管理でき，気分に左右
されない．少しずつ継続的に実行で
きる．

未来創造力 多くの人々を幸せにするビジョンを
創り出すことができる．

発想力 多面的な視点を元に，本質的なアイ
ディアを考え出すことができる．

「５つの基盤的能力」

R1よりオンラインで指導中

●教育プログラム開発における効果的な取組事例



ケース-1 ･･･Ａくん（ GRIT 4.2）

１年目 ２年目

iP-U
入学

跳躍
コース

数学
指導
開始数オリ

挫折

物理銅賞

３年目

数学オリンピック
H27 予選敗退
H28 本選出場 Aランク賞
物理チャレンジ
H28 第二チャレンジ出場 優良賞
H29 銅賞

第一チャレンジ実験優秀賞

Raspberry Pi3

「数学オリンピック予選など，他校生との交流をへて，数物系
だけでなく化学など自然科学全体に対する興味も開拓されてい
るようです」（指導教員）

iP-U
修了

月2回講読
物理数学

甲子園（県）
物理優勝

「最初の半年は，才能が空回りしているように見えた」
（コーチ）

「１年生の３月に数学オリンピックで出会った他校の生
徒に刺激を受けた。自分自身の甘さに気づき、そこから
スイッチが入った感じだった」（コーチ） 「決めたことに対して猛烈に取り組む姿勢が圧倒的になって

いった。リーダーシップ力もかなり伸びたように思う。自分自
身の力の出し方を会得したようだ」（コーチ）

「数オリでの挫折は自分の中ではかなり大きいものであ
り，立ち直るのに時間がかかった（正確にはまだ立ち直
れていない）」（本人）

「iP-Uの活動で得た深い思考力や考え方が，受験勉強に活きて
いると感じた場面が多々あった。やはり学問はつながっている
ものだなと感じた」（本人）
「偏差値という観点から見ると自分はそこそこ上位に位置でき
ているが，ひとたび大学の学問に触れると，自分はまだまだだ
なと初心に帰ることができるように思う。今後も受験にとらわ
れず，背伸びをすることが重要だなと感じた」（本人）

「自分の立ち位置，
目標が明確化した」(本人)グループ

コーチング

「大学の物理数学になって，今まで曖昧だった分野がき
ちんとよどみなく定義されていったため，どんどんモヤ
モヤが解決されていったように感じた」（本人）

甲子園全国13位

数物・工学系
に強い興味
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●教育プログラム開発における効果的な取組事例



伸ばしたい能力 基盤プラン 才能育成プラン
目標水準（修了時） 目標水準（修了時）

英
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
力

国際的
巻き込み力

英語で協力を依頼でき
るようになる

∙プレゼンテーション等に英語表現が多く含まれ，
その技量も高い。

∙コミュニケーションの基礎技術を身に付けている。
∙自分の考えを伝えようとする強い意欲がある（英
語・日本語）。

∙ iP-Uスタッフに対するはたらきかけがある。

∙英語で協力依頼できるようになる（自分の研究
に必要なことを、海外派遣時等に英語で受け入
れ者等に依頼し、タスクを達成できる）

∙自分の考えを伝えようとする強い意欲がある
（英語・日本語）。

セ
ル
フ
コ
ー
チ
ン
グ
力

執着力
目標達成に対して強い
意欲と執着心をもって
いる。

∙成長報告書を毎月遅れずに提出している。
∙ GRITの得点が向上している。
∙完成度の高い成果発表に強い意欲と執着心をもつ
ようになる。

∙発表の完成度が高い。
∙研究に取り組む時間が長い。
∙より高い目標を達成するために、自発的に試行
錯誤を重ねている。

∙ GRITの得点が向上している。

コツコツ力
目標や時間を管理でき，
気分に左右されない。
少しずつ継続的に実行
できる。

∙成長報告書を毎月遅れずに提出している。
∙何事にも目標をもち，時間を決めて取り組んでい
る。

∙振り返りを行う時間を毎週つくり，常に改善を
行っている。

∙コーチや事務局とのコミュニケーションがスムー
ズである。

∙研究に関わる時間を確保できている。
∙指導教員やコーチとの対話を活用できている。
∙目標や時間を管理でき、気分などに左右されず
に、少しずつ物事を進めることができる。

∙実験ノートに必要事項を記入している。

未来創造力
多くの人々を幸せにす
るビジョンを創り出す
ことができる。

∙色々な人（科学者，起業家，その他）のビジョン
を意識している。

∙「こうしたいな」，「こうなったらいいな」を
持っている。

∙自分の強みについて考えている。
∙自分の夢の，社会の中での位置づけを考えている。

∙ビジョンを創り出すことができる。
∙自分の強みを伸ばす方法を考えている。
∙自分の研究の，社会の中での位置づけを考えて
いる。

∙倫理を踏まえて、研究のゴールは何なのかを考
えている。

研
究デザ

イ
ン
力

発想力
多面的な視点を元に，
本質的なアイディアを
考え出すことができる。

∙賛成と反対の両方の視点を考えることができる。
∙他者の話を聴くことができる。「あの人だったら
どう思うだろう」と考えることができる。

∙様々な視点を分析し，論理的に統合しようとして
いる。

∙実験結果を元に考察し，新たな実験計画を立て
ることができる。

∙様々な視点から問題を捉えている。
∙前提条件や自分の思い込みを疑うことができる。
∙様々な視点を分析し，論理的に統合しようとし
ている。

（H30年度版）

●育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況（~H30）
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①受講生の評価手法、②評価の実施状況・実施体制、③評価基準の開発状況
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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（~H30）

自己評価テスト結果（国際的巻き込み力を除く）。H28～30の３年間の平均値。基盤プラン開始期（８～10月）と修了時
（３月）を比較。才能育成（N=33）、その他（N=105）。各25点満点。t 検定。 13

④受講生の能力の傾向、⑤受講生の能力の変容・伸長状況



1. 二次選抜される受講生は，非認知的５能力のうち執着力
（GRIT）と未来創造力（ビジョン）の客観的評価が高い。

2. 一次選抜時点の文章説明力や語彙力が高い受講生は，第一
段階修了時のビジョン（ビジョンの成長）の客観的評価が
高い。

3. コーチングは受講生の成長に寄与している。
4. 「５つの基盤的能力」のバランスが異なる３タイプがある。
5. 経験した基礎的な課題から，次の課題を自ら意図的に発想

し，実行しようとする点に改善が必要である。

 研究に適しているとして二次選抜された受講生は，「５つの
基盤的能力」の優れた受講生であることが示唆された。

 「５つの基盤的能力」が，二次選抜の基準としての利用価値
を持つことを示唆している。

 コーチングを擁するiP-Uのカリキュラムは， 「５つの基盤的
能力」を伸長させる上で有効である。

 改善のために，デザイン能力をさらに向上させるプログラム
を導入する。
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H2
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能
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H3
0才

能
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ビジョンとデザインの客観
評価と，GRITの和

●育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況（~H30）
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デザインの「型」
（デザイン・プロセス）

15

問い・ニーズ
思い・願い・
ビジョン

仮説
Idea
戦略

計画
(Plan)

実行
(Do)

評価
(Check)

改善
(Action)

まとめ
結論
編集

（物語化）

可視化
発表、生産
実施、表現

どのような分野の研究
も企画も，共通のプロ
セスで進行する。この
「型」にあてはめるこ
とによって，任意の新
しい研究開発や企画，
政策立案が可能になる。

実験
試作 PDCAサイ

クル

執着力や文章力の高い高校生に対して問題解決法の構造化を促すことにより，自ら
ビジョンを発想し，実行していく人材の育成を目指す。

「デザイン能力」(問題発見・解決力)の育成

 経験した基礎的な課題から，次の課題を自ら意図的に発想し，実行し
ようとできるかどうかが，第３段階でのパフォーマンスの鍵。

 GRITや文章力の高い受講生は，自身の未来や課題を考察する方法の
構造化に優れており，それがコーチの伴走支援によって強化される。

４年間の
データから

●育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況（R1）



●育てたい人材像に照応した評価手法の開発状況（R1）
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①受講生の評価手法、②評価の実施状況・実施体制、③評価基準の開発状況

育てたい

能力や資質

何が出来ることを

指しているのか
第一段階の目標水準 第二段階の目標水準

デザイン力

研究に対する国際的な視野

に基づいた目標を自ら設定

し，それを達成するための

プロセスを自分でデザインし，

実行できる。

・与えられた基礎的な研究プロ

グラム（PBL等）に対して意識的

に取り組む。

・基礎的な研究の成果やプロセ

スを妥当に整理することができ

る。

・研究に対する目標を自ら設定

し，それを達成するためのプロ

セスを自分でデザインし，遂行

できる力を修得している。

・自分の研究テーマでPDCAを
自律的に回せる。

セルフ

コーチング力

非認知的5能力（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）を意識しながら問題解

決にあたり，次の課題に向

かって自己調整ができる。

・問題解決達成には非認知的5
能力が関連していることを理解

できる。

・自らの意識や情意がどのよう

な状況にあるかをリフレクション

できる。

・非認知的5能力のうち自分に

はどの力が足りないかを意識し

ながら問題解決ができる。

・随時リフレクションを行って，

次の課題に向かって自己調整

ができる。

グローバル

共創力

英語を使ったコミュニケー

ション力を身につけ，英語を

使って他者を巻き込んだ問

題解決ができる。

・積極的に英語を使ってコミュ

ニケーションをしている。

・自分の研究課題について英

語を使ってコミュニケーションが

できる。

・国際学会で一般の研究者と質

疑応答が円滑にできる。
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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（R1）
④受講生の能力の傾向、⑤受講生の能力の変容・伸長状況

●第一段階の評価（解析途中経過）
（a）デザイン力
「デザイン力実践」の授業で行った「デザインプロセスの理解」及び「デザインプロセスの計画」の2つの観点から

評価を実施した。「デザインプロセスの理解」では、先行研究の論文からデザインプロセスを読み取る力を全4回の授
業の前半と後半で評価した。各回で観点別に評定を行ったところ，前半ではレベルa（80%以上）の受講生が全体の
50%程度であったのに対し，後半では約80%の受講生がレベルaに到達していた。「デザインプロセスの計画」の評価
では，第二段階（才能育成プラン）での取り組みたい研究についての計画を授業の最後に提出したものを対象に評価し
た。その結果，レベルa（80%以上）の受講生が25%程度，レベルb（60%以上）の受講生が全体50%であり，その
受講生が第二段階選抜の候補者となった。
（b）セルフコーチング力
受講生からC-Learning上に毎月提出された「成長報告書」の記述内容の分析を行って評価した。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分析した。基盤プラン開始時はレベルa（80%以上）
の受講生が全体の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。
（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。授業は複数の研究倫理課題につ

いてグループ単位で取り組むアクティブ・ラーニング型の授業であり，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。そのプレゼンを対象に評価を行ったところ，レベルb
（80%以上）の受講生は全体の7割程度となった。

●第二段階の評価（解析途中経過）
「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，グローバル共創力を総合的に評価した。計5回のデザイン力特論では各自の研究の目標・現状・課題の
共有やディスカッションを行っており，その成果レポートをSlack上で提出しメンバー間での共有を行っている。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。



• Ｔさん（本学工学部２年、才能育成プラン修了）：現在も同じ研究室で研究を継続中。
成果をまとめて学会発表の計画。今後も研究を続け、大学院進学する予定。iP-Uで学
んだことの中ではコーチングをよく覚えている。現在も3ヶ月スパンでセルフコーチ
ングを継続できている。

• K君（T大学工学部２年、才能育成プラン修了）：物理チャレンジ2017銅賞、第１
チャレンジ実験優秀賞。iP-Uで大学数学を学び、数学オリンピックにも挑戦した。
「コーチングはとてもためになった。そのおかげで成長できたなと思うことは多々
あった」。現在は工学部の物理系学科への配属を希望。

• Ｓ君（アメリカに進学、才能育成プラン修了）：投稿論文や起業コンテスト参加など
に挑戦してきた。早くから海外の大学に進学することを目標として、研究の傍ら、
コーチングを受けながら一つ一つ課題を乗り越えてきた。心理・哲学系の学部に入学
予定。

• Ｓさん（Ｏ女子大学１年、基盤プラン修了）：文理融合型の教育系学部に進学。iP-U
で受けてきたアクティブラーニングで、理系の話題ばかりだけでなく、プレゼンや倫
理を含む様々な授業を経験してきたことが自分に合っていた。今後は教育科学分野を
目指したい。

幅広い科学技術人材へ
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●得られた成果と普及・展開



1. 稲垣友仁・大庭 亨，アカデミック・コーチング学会
第３回大会，北海学園大学，2018年9月24日.

2. 大庭 亨・出口明子・松田 勝・山田洋一，日本科学
教育学会研究会研究報告 2017，32(5)，101-104.

3. 大庭 亨，松田 勝，山田洋一，江川美知子，稲垣友仁，
工学教育 2017，63 (3), 27-32. 

4. 大庭 亨・出口明子・松田 勝，日本科学教育学会研
究会研究報告 2016，31(4)，103-106.

地域の理科教育への貢献

高校教員との懇談会
教育手法の研究

1. コーディネーターが高校訪問して情報交換
「幅を広げる機会が奏功」(高校教員談)

2. 部活支援，課題研究支援
3. 研修＝iP-Uの授業見学、全国大会に引率

大学カリキュラムへの応用
1. iP-U授業コンテンツを初年次教育に
2. デザイン力強化法を大学・iP-Uの両面から

工学部のカリキュラムの
コンセプト

●得られた成果と普及・展開
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 コンソーシアムの運営
高校・教育委員会との連携（実施中）
栃木県経済同友会との連携（実施中）
修了生の運営への助言・参加（実施中）
広報活動（実施中）
運営資金，継続規模などの検討（検討中）

 企画内容、対象の拡大や改善
カリキュラムの進化・深化，育成方法の研究（実施中）
web応募，e-ポートフォリオ導入（実施中）
育成法の学会発表や論文発表など（実施中）
大学改革との連動（実施中）
高大連携（探究活動の支援など）（実施中）

 修了生との関係維持・発展
追跡調査・・・実施中・今後も継続（実施中）
修了生がTAとして参加（実施中）
修了生の交流支援（交流会H28～）（実施中）

●企画実施期間終了後の継続に向けた取り組み
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大学のミッションに直結・全学体制・地域に定着・修了生の参加



 修了生の追跡調査による効果検証状況

0% 50% 100%

（1）iP-Uを受講して，自分の取り組

みはよい方向に変化した。

（2）iP-Uを受講して，自分は成長し

た。

（3）総合的にみて，iP-Uでの経験は

現在の自分の役に立っている。

（4）現在の高校生活／大学生活に満

足している

（5）iP-U受講後の高校生活／大学生

活を通して，自分は成長した

0% 50% 100%

（H27~29修了生対象アンケート（2018.3実施）対象98名）

うち才能育成31名全体98名

とてもそう思う とてもそう思う

どちらかと言うと
そう思う
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●企画実施における課題

22

執着力や文章力の高い高校生に対して
問題解決法の構造化を促すことにより，
自らビジョンを発想し，実行していく
人材の育成を目指す。

 経験した基礎的な課題から，次の課題を自ら意図的に発想
し，実行しようとできるかどうかが，第二段階でのパ
フォーマンスの鍵。

 GRITや文章力の高い受講生は，自身の未来や課題を考察
する方法の構造化に優れており，それがコーチの伴走支援
によって強化される。

前企画からの示唆

「デザイン力」(問題発見・解決力)の育成



高校でも大学でもないからこそできる新しい教育
高水準の科学教育支援，21世紀型能力の伸長
地域の教育風土への貢献

 順調に起動・充実化できた ・・・学内外のご理解・連携
 前企画の成果を元に発展を目指す
・・・多様な人材を育成、高校・大学とのシナジー、

方法論の確立、追跡調査
 先駆的社会実験としての意義 ・・・継続への足がかりへ

●まとめ・展望
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