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グローバルサイエンスキャンパス
令和3年度 業務成果報告書

持続可能な発展を導く科学技術
人材育成コンソーシアムGSC広島

～世界を舞台とした教育プログラムと地域の産学官連携による人材育成～

国立大学法人広島大学
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1.本企画の教育プログラムと育てたい人材像・能力
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分野融合・横断型
教育

分野融合科学
セミナー

科学リテラシー
情報リテラシー
研究者倫理

多様な研究発表
機会の創出

国際学会

海外研修

産学連携
高大接続

企業等との共同研究

高校教諭参加型プログラム

各ステージで３つのポリシーを設定
（AP, CP, DP）

数学

物理

情報

地学

生物農業化学

ジャンプ

ステップ

ホップ

ジャンプ

各ステージのディプロマ・ポリシー（DP）

ステップ

ホップ
・科学の学び方と，研究者として備えるべきルールを理解できる
・課題研究について関心・態度・意欲をもって計画できる

・複数の分野にまたがる学際的な領域に対する関心を基盤に，社会課題を意識した研究計画を立案できる
・研究過程について適切にまとめ，英語ポスターとして発表できる
・発表に際して分野にとらわれることなく，常に活発な学問的関心を抱き，議論できる

・グローバル社会が抱える課題や将来の課題に，能力を最大限発揮してチャレンジし続ける
・研究分野に関する高い研究能力と専門技術を有する
・関連する分野の理解力と，それらを融合・連携させる応用力，実践力及び新たな課題発見能力を有する
・多様な価値観を持つ他者への情報発信力，英語によるコミュニケーション能力を基盤に研究内容の議論
ができる



2.受講生の募集
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（１）募集のための具体的な取組

・中国地方５県及び広島市教育委員会，高松市教育委員会と連携して，
関係高等学校等へ広報
・ホームページを通じて広く周知
・実施担当者やコーディネーターがＳＳＨ採択校の発表会等に参加して
「出る杭」をスカウト

（２）募集期間と方法
・募集期間は４月から５月
・本企画は高等学校等との連携を重要視しているため，必ず高等学校を通した
応募としている
・令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，募集期間中多くの
高等学校等が休講であったため，例外的にオンラインによる個人応募とした
・令和3年度は高等学校を通した応募とオンラインによる個人応募を併せて実施

申込状況を所属の高等学校へ報告して，企画の主旨や概要を
説明し，連携を維持

Follow！



2.受講生の募集
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（3）応募者数

・募集者の目標値を達成（H31=300人，R2=330人，R3=340人）
・令和2年，3年度には中国地方5県すべてから応募あり
・徐々に広島県外からの受講生が増加

PickUp！

・平成３１年度：３０７人 広島県内：２７５人，広島県外：３２人
・令和２年度 ：３３５人 広島県内：２３０人，広島県外：１０５人
・令和3年度 ：６４６人 広島県内：４６１人，広島県外：１８５人

平成31年度 令和２年度 令和３年度



3.ホップステージ
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（１）ホップステージの３つのポリシーとプログラム概要

・科学の学び方と，研究者として備えるべきルールを理解できる生徒
・課題研究について関心・態度・意欲をもって計画できる生徒

ディプロマ・ポリシー（DP）

科学リテラシー講座（２回）
主体的・対話的な講義を通じ科学の学び方を学ぶ
研究者倫理講座（２回）
過去の事例を通じ研究者として備えるべきルールを学ぶ
科学講演会（２回）
分野を横断した学際的な講演会を通じ，自身が希望する
分野以外の分野への関心を高める

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

科学好きで将来科学を通じて持続可能な社会の構築に貢献したい生徒

アドミッション・ポリシー（AP）

数
学

物
理

情
報

生
物

農
業

化
学

ジャンプ

ステップ

ホップ 地
学
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• 新型コロナウイルス感染症の影響により動画配信（ライブ配信・オンデマンド視聴）で
実施

• 「GSC広島について」，「科学リテラシー講座」，「研究者倫理講座」のオンデマンド配信
（6月上旬から下旬）

• 「科学講演会」はYouTubeライブ配信にて実施。
その後配信動画を6月上旬から下旬にかけて限定公開を行うことで当日参加できな
かった生徒もセミナー内容を視聴ができるようにした

• これらを視聴した後にそれぞれのセミナーに対してレポートを作成

3.ホップステージ

ホップステージは寄付金を活用し，自主財源により実施PickUp！

（2）講座の具体的な内容



4.一次選抜
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一次選抜の時期と方法
• 選抜時期：７月
• ホップステージで育てたい能力・資質（DP）を下表の観点及び基準をもとに評価
４つのレポート等を各５点２０点満点で評価

• 評価：実施担当者，コーディネーターが担当

i) 科学リテラシー講座レポート
ii) 研究者倫理講座レポート
iii) 科学講演会レポート
iv) 課題研究計画要旨

評価の観点 評価基準 評価方法

知識・理解
希望する分野以外の分野への強い関心

科学リテラシー講座レポート
研究者倫理講座レポート

科学の学び方と研究者として備えるべきルールの理解 課題研究計画要旨

関心・意欲・
態度

課題研究について関心・態度・意欲のある計画 科学講演会レポート

高校で学習している範囲を超えた内容にも挑戦する意欲 課題研究計画要旨

課題研究を進めるにあたって必要なスキル取得に向けた意欲 課題研究計画要旨

平成３１年度 令和２年度 令和3年度

選抜者数 ５４人 ６１人 ６３人



5.ステップステージ
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・科学の学び方と，研究者として備えるべきルールを理解できる生徒
・課題研究について関心・態度・意欲をもって計画できる生徒
・希望する分野以外の分野に対して強い関心を持つ生徒
・高校で学習している範囲を超えた内容にも挑戦する生徒
・英語活用や実験・情報科学等，課題研究を進めるにあたって必要なスキルの取得に前向きな生徒

地学情報 生物 物理 数学農業 化学

【共通プログラム】
分野合同科学セミナー

・英語ポスター発表指導，英語サロン
情報リテラシー

【大学課題選択型】
選択課題別特別
プログラム

【自主課題提案型】
分野別科学
プログラム

・複数の分野にまたがる学際的な領域に対する関心を基盤に，社会課題を意識した研究計画を立案できる生徒
・研究過程について適切にまとめ，英語ポスターとして発表できる生徒
・発表に際して分野にとらわれることなく，常に活発な学問的関心を抱き，議論できる生徒

■ 共通プログラム
・科学の基礎知識，社会課題，基礎的な科学
英語表現，
・ポスター発表方法を身に付ける
■ コースプログラム
課題に関する基礎知識・専門知識・技能を
身に付ける

数
学

物
理

情
報

生
物

農
業

化
学

ジャンプ

ステップ

ホップ 地
学

（１）ステップステージの３つのポリシーとプログラム概要
ディプロマ・ポリシー（DP）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

アドミッション・ポリシー（AP）



5.ステップステージ
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（２）講座の具体的な内容
1）分野合同科学セミナー
• 連携機関による企業セミナー
コベルコ建機株式会社，株式会社サタケ，
株式会社ディスコ，マイクロンメモリジャパン

• 広島大学内の研究施設によるセミナー
総合博物館，放射光科学研究センター

• 英語サロン，英語ポスター発表指導，情報リテラシー
• ７月から１１月にかけて実施

地域企業と連携し，「地域の
産学官連携による人材育成」
を実施

PickUp！



5.ステップステージ
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２）分野別科学プログラム（自主課題提案型）
・受講生が自身で行いたい課題研究の関連分野を受講するプログラム
広島大学や連携大学による教員が専門的なセミナーを開講

３）選択課題別プログラム（大学課題選択型）
・漠然とした研究課題しかもっていない受講生に課題テーマを示し，強い関心と
主体性を育むことを目的としたプログラム。受講生は以下のテーマに関連する
セミナーを受講

（提示した課題テーマ）
オオサンショウウオの呼吸について
オヒキコウモリにおける飛行能力
歯からみる食性推定 etc…
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4）異分野融合シンポジウム
• ステップステージの最終段階のセミナー（２日間で開催）
• 初日：国内及び海外の著人な研究者による講演とアクティブラーニングを実施
• 2日目：受講生が課題研究計画をポスターで発表し，ステップステージセミナー担当
者が評価。また，課題研究計画のポスターは英語で作成することを推奨

5.ステップステージ

5）グローバルマインドの早期育成
• 国際交流に意欲のある受講生を募り，海外研修を実施
• 台湾国立蘭陽女子高級中学校と研究交流
• 受講生自身の研究テーマ・計画の発表とディスカッション
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（3）令和３年度における新型コロナウイルス感染症への対応
• 新型コロナウイルス感染症の影響により，9月におけるステップステージのプログ
ラムはオンラインで実施

• 10月以降では，感染症対策を実施の上で対面でのプログラムを再開
• Microsoft Teamsを利用して，対面とライブ配信を同時に行うことで，大学へ来校
できない生徒に対応

• 令和2年度と同様にチャット機能の活用やティーチング・アシスタントによるフォ
ローにより，双方向によるセミナーを実施し，オンラインでも可能な限り教育の質
を保証

5.ステップステージ
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二次選抜の時期と方法
• 選抜時期：１１月
• ステップステージで育てたい能力・資質（DP）を下表の観点及び基準をもとに，
受講生の実験ノートや課題研究計画発表を評価し，面談を経て選抜

• 評価：実施担当者，ステップステージセミナー担当教員が実施

評価の観点 評価基準 評価方法

知識・理解
異なる考え方や主張に対する理解 ・11月開催の異分野融合シンポ

ジウムで課題研究計画のポス
ター発表（２０点満点）

・受講生が作成する研究ノートの
内容と振り返り記録（２０点満点）

・指導予定教員，実施担当者，
コーディネーターとの面接

専門的内容の理解

関心・意欲・
態度

研究計画の主体的立案及び提案

先行研究に対する理解と課題の設定

思考・判断・
表現

科学的考察を意識した仮説の設定

意見を述べることができ相手の意見も聞ける能力

技能 英語によるポスターの発表

平成３１年度 令和２年度 令和3年度

選抜者数 １６人 １６人 １６人

6.二次選抜



7.ジャンプステージ
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持続可能な発展を導く科学技術人材
・グローバル社会が抱える課題や将来の課題に，能力を最大限発揮してチャレンジし続ける生徒
・研究分野に関する高い研究能力と専門技術を有する生徒
・関連する分野の理解力と，それらを融合・連携させる応用力，実践力及び新たな課題発見能力を有する生徒
・多様な価値観を持つ他者への情報発信力，英語によるコミュニケーション能力を基盤に研究内容の議論が
できる生徒

■ ステップステージDPに加え，以下の意欲を持つ生徒
・課題研究活動を通じ，科学学術により持続可能な社会を実現しようとする意欲
・複数の分野にまたがる学際的な領域に対する教養を基盤に，各分野の高度な知識と研究力を身に付ける意欲
・多様性に関する深い理解と英語によるコミュニケーション能力を身に付ける意欲
・多様性を育む国際社会の構築に貢献する意欲

各 種 オ リ ン
ピ ッ ク

国 際 学 会
発 表

国 内 外 で 論
文 発 表

■ 研究活動（各チームによりそれぞれ設定）
・能力を最大限発揮し挑戦し続ける意欲を身に付ける
・研究分野に関する高い研究能力，専門技術及び関連する分野の理解力と，
それらを融合・連携させる応用力，実践力及び新たな課題発見力を身に付ける
■ 研究発表
・多様な価値観を持つ他者への情報発信力，英語によるコミュニケーション能
力を基盤に研究内容について議論できる能力を身に付ける

（１）ジャンプステージの３つのポリシーとプログラム概要 数
学

物
理

情
報

生
物

農
業

化
学

ジャンプ

ステップ

ホップ 地
学

指導教員

受講生

フォロワー

学生
メンター

高校
教員

課題研究チーム

実施担当者やコーディネーターが担当
研究の進捗管理や助言を行う

Follow！

ディプロマ・ポリシー（DP）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

アドミッション・ポリシー（AP）
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（２）第六期ジャンプステージ生（令和２年度生）：16人
• 令和２年１２月から令和3年9月まで活動
• 昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により，海外での発表機会が減少。
可能な限りオンラインでの発表の機会を提供

１) ASMS校連携事業＠オンライン：5人が参加
ASMS（Australian Science and Mathematics School），オンラインによるポスターによる研究
発表を実施し，各国の高校生との交流を実施。

２）アジアテストシンポジウム２０２１学会発表＠オンライン：7人が参加
世界各国のエンジニアや研究者との議論を通した研究交流をオンラインで実施。

7.ジャンプステージ
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7.ジャンプステージ

３）The 5th KVIS Invitational Science Fair@オンライン：2人が参加
Kamnoetvidya Science Academyが開催するScience Fairにて研究発表を実施
タイの高校を中心に世界各国の高校生による研究発表と，ディスカッションを通した研究交流を実施

４）日本語教育と日本学研究国際シンポジウム＠オンライン：1人が参加
言語を研究する研究者らと研究発表における質疑応答を通した交流を実施

GSC広島の国際性付与の方針
↓

国内外を問わず，繰り返し発表
することで，研究内容と発表スキ

ルをブラッシュアップ！

PickUp！
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8.受講生に対する評価手法の開発と実施

（１）ステップステージ

「科学的思考力に関する調査」

・科学的事象に関する第三者の推論（演繹・帰納・類推）について論理的な誤りを検討しこれらの誤
りを指摘，説明できるか否かを調査。中学生・高校生・大学生との比較を行った

・広島大学教育学部教員による監修のもと実施

受講生の科学的思考力の正答率は実施前後で大きく変化することは無く，
高校生の平均と理系大学生の平均との間に位置

・ステージにおける伸長度の評価指標として，ステージ開始時と修了時に2つの調査を実施
「科学的思考力 -第三者の推論に対する批判的思考・評価-」

「理科における認知欲求」

「理科における認知欲求」

受講生が科学に対して強い関心を抱き，意欲的に本事業へ参加しており，
ステージの活動を通してもその傾向が低下しないことが示唆された

・5件法における項目14問の回答を用いて受講生の認知欲求（ 観察・実験を通した一連の問題
解決に自ら取り組み，それを楽しむ内発的な傾向」）を評価し，小中学生との比較検討

・小中学生の平均スコアと比較するとGSC受講生は平均スコアを大きく上回った



8.受講生に対する評価手法の開発と実施
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（２）ジャンプステージ

「ルーブリック評価」

• 本事業における育てたい人材像と育成したい能力・資質を基にしたルーブリックにおけ
る評価の観点 と評価基準による４段階評価

• ステージの開始時，中間時，修了時の3段階に，受講生自身による自己評価と高等学校
の担当教諭による第三者評価を実施

• さらに中間時と修了時に，指導教員による評価を実施

評価の観点 評価基準 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４（到達目標） 自己評価

異分野理解
ある分野について内容を少しは
理解できた

異なる考え方や主張をある程度
は理解できた

異なる考え方や主張を理解でき
た

異なる考え方や主張を受容して
自らの理解を深化させた

専門分野の知識・理解
専門分野の知識を部分的に理
解できた

専門的内容を理解できた
専門的内容を正しく理解して議
論できた

専門的内容を正しく理解し、発
展的な予測が立てられた

研究倫理の理解
研究倫理の知識を部分的に理
解できた

研究倫理を理解できた
研究倫理を正しく理解して認識
できた

研究者の一人として研究倫理を
正しく理解し、常に認識できた

分析・考察・応用
自分に必要な分析・考察・応用
力を認識できた

自分に必要な分析・考察・応用
力をある程度習得した

自分に必要な分析・考察・応用
力を習得し、使えた

自分に必要な分析・考察・応用
力を十分に習得し、存分に使え
た

英語活用 課題を英語で表わせた 英語で発表できた
英語で発表でき、質問を理解で
きた

英語で発表でき、英語による議
論ができた

成果発表 成果を他者に説明できた 成果をポスター等で発表できた
成果を学会又は論文として発表
できた

成果を国際学会又は英語論文と
して発表できた

主体性と企画力 研究計画のイメージは描けた
研究計画を主体的に立案し提案
できた

研究計画にしたがって課題に取
り組めた

研究計画にしたがって成果を出
せた

課題設定
具体的な事象に着目して課題を
設定できた

先行研究を十分に理解して課題
を設定できた

先行研究と社会的背景を十分に
理解し、課題を設定できた

自分の研究活動において新たな
課題を設定できた

仮説設定 漠然とした仮説を設定できた
科学的考察を意識し仮説を設定
できた

科学的考察に基づく仮説を設定
できた

科学的根拠に基づく発展的な仮
説を設定できた

コミュニケーション能力 自分の意見を述べた
意見を述べて相手の意見も聞け
た

自分の意見をまとめて相手を尊
重し議論できた

自分と相手の意見の相違を理解
しつつ相手を尊重し議論できた

コメント

受講生名

（２）技能

（３）関心・意欲・態度

（４） 思考・判断・表現

　　　　受講生の水準　⇒　到達目標　（JUMP-Stage：レベル４を目標）

GSC広島ジャンプステージ：到達目標型ルーブリック

（１）知識・理解



8.受講生に対する評価手法の開発と実施
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自己評価及び第三者評価のいずれも，評価結果数値は開始時から修了時にかけて，
上昇または維持する結果となった

<評価基準における目標到達> <評価の観点における目標到達>

受講生による
自己評価

高等学校教諭による
第三者評価

指導教員による
第三者評価

受講生による
自己評価

高等学校教諭による
第三者評価

指導教員による
第三者評価

高い項目 課題設定 研究倫理の理解 専門分野の知識・理解
分析・考察・応用
主体性と企画力

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 知識・理解

低い項目 分析・考察・応用
英語活用

専門分野の知識・理解
英語活用

英語活用
成果発表

技能 技能 技能
思考・判断・表現

・国際学会等の参加人数の制限などによる発表機会の減少，オンラインを中心とした実施による，視
聴や参加が難しいものが多く，評価判断が困難であったため研究発表等に関連する項目が低くなった
と示唆される

・対面での指導の実施が困難なことも依然多く，「技能」項目内容についての自己評価を判断しにくくなっ
たことが示唆される

・広島大学アカウントを利用したオンライン研究活動・論文検索等の活用などにより，受講生自身の取り
組みが中心とされる項目の達成率は高くなったと示唆される

〇ルーブリック評価結果
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H31年度 R2年度 R3年度
3年間の延
べ件数

受賞等（令和３年度実績）

国際学会等での外
国語による研究発表
件数（件）

目標 6 6 6 18
実績 5 6 6 17

上記に含まれない研
究発表件数（件）

目標 12 12 13 37 ・日本鳥類学会2021 高校生ポスター優秀賞 1件
・KVIS Invitational Science Fair 2022 Best Social Inspiration受賞
2件
・第2回GSC4大学連携研究セミナー 優秀賞 2件
・第2回GSC4大学連携研究セミナー 受講生投票賞 2件
・第2回GSC4大学連携研究セミナー 特別賞 1件
・ジュニア農芸化学会2022 銅賞 1件

実績 32 12 18 62

日本学生科学賞
（ISEF予選）（件）

目標 3 4 4 11 ・県大会入選 １人
・県知事賞受賞および中央予備審査出場 1人実績 3 7 12 22

高校生科学技術チャ
レンジ（ISEF予選）
（件）

目標 2 2 3 7
実績 0 8 1 9

科学オリンピック（物
理・化学・生物等）
（人）

目標 10 10 10 30
・国際地学オリンピック日本代表選手 銅賞 1人

実績 22 19 22 63

科学の甲子園（人）
目標 7 7 8 22

・県大会優勝および全国大会出場 1人
実績 4 15 7 26

（１）成果の創出状況

・指導教員が関連する学会にジャンプステージ受講生を参加させるよう促している
・学会だけでなく研究者との研究交流の場を創出できるよう勧めている

9.受講生の成果の創出－「数値目標の達成状況」
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H31年度 R2年度 R3年度
3年間の

延べ件数

外国語論文発表件数
（件）

目標 1 1 1 3

実績 0 0 1 1

外語国語論文以外の
論文発表件数（件）

目標 2 2 2 4

実績 0 0 2 2

・ジャンプステージのラボ活動の研究チーム４者（大学教員，受講生，ＴＡ，高校教員）
で論文作成という目標を共有する

・ジャンプステージ修了後も，活動を希望する受講生には研究チーム4者の承諾のもと
研究活動及び論文作成が行える仕組みを構築

・令和3年度では，過去2年間目標値に到達できていなかった論文発表数も目標数値を達成

（２）論文発表数について

9.受講生の成果の創出－「数値目標の達成状況」
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10.得られた成果の把握と普及・展開

（１）本企画におけるPDCAサイクル
・GSC広島コンソーシアム会議が中心となり，実施内容の検証や改善策を提案・
検討する運用としている

（２）修了生の追跡調査と効果検証
・平成２７年度以降のジャンプステージ修了生の進路先を高等学校を通じて
調査し，98人中87人の進路先を確認（２０２２年３月調査）
・LINEやSNS等を活用し，受講生との連絡体制を構築
・同窓会の開催により追跡調査のための体制を維持

（３）得られた成果の地域や社会への普及・展開
・平成３１年度，高校教諭に対してホップステージやステップステージへの
参観を呼びかけ，１１人の教諭が参加
・高校教諭と連携し，GSC受講生以外の生徒を対象としたジャンプステージ見学
会を開催
・ホップステージのオンラインセミナー動画をSSH校等に配布し，ホップステージ
に参加していない高校生から振返記録を提出させ，理解度や関心度を確認
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高校
（SSH校）

県立広島大学

広島市立大学

近畿大学工学部

マイクロン財団

㈱サタケ

地域
大学

教育委員会

広島大学（実施機関）

GSC広島

コンソーシアム

コベルコ建機(株)

(株)ディスコ
鳥取県教育委員会

島根県教育委員会

岡山県教育委員会

広島県教育委員会

広島市教育委員会

山口県教育委員会

高松市教育委員会

岡山大学

広島市安佐動物公園

GSC実施
経験機関

地域
企業等

実施責任者 学長

実施本部長
理事・副学長（教育担当）

高大接続・入学センター
（GSC広島実施本部）

・実施主担当者
・実施副担当者
・コーディネーター

事務

各学部

11.実施体制
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12.ジュニアドクター育成塾との連携

・GSC研究者セミナー
-ものづくり研究，研究者になるために-
ジュニアドクター育成塾のラボ活動にて，GSC広島実施主担当
がオンデマンド配信によるセミナーを実施。ジュニアドクター育
成塾受講生にGSC広島の目指すこと，取り組みを紹介

・GSC広島ステップステージ分野別セミナー
-里山のたからもの・オオサンショウウオを守ること-
ジュニアドクターファーストステージのラボ活動において，オオサンショウウオを対象とし
た研究をしている小学生のグループに対して，ステップステージ分野別セミナーを受講す
る機会を設けた。高校生を対象としたセミナーであるが，ジュニアドクターのラボ活動をさ
らに発展させる動機付けとなった。

・GSC４大学連携研究セミナー
ジュニアドクター育成塾受講生へ九州大学・愛媛大学・琉球大学と共同で行っているGSC受講
生研究発表会の開催案内および参加への募集を行うことで，ジュニアドクターにおけるラボ活
での必要な情報収集，実験，観察，調査等の大切さを知る機会を提供した。



25

13.実施機関としての評価と重点課題

〇各ステージで設定したDPを受講生に説明し，到達目標を共有する運用として
いる。また，ジャンプステージでは，研究内容の発表の場を多く提供することで，
研究内容のブラッシュアップを繰り返し，高い研究能力と専門技術を着実に育成

〇ステップステージでは「自主課題提案型」と「大学課題選択型」の２コースを
開設しており，受講生の能力・資質に柔軟に対応できるようプログラムを準備
大学課題選択型は，広島市安佐動物公園との連携をおこなっており，令和3年度
では，大学課題選抜型を希望した2人の受講生をジャンプステージに選抜

〇受講生評価については，新たな手法で伸長度の測定を行うとともに，高校教
諭や指導教員，受講生と様々な観点からの評価をもとに分析・検証を実施

〇地域の教育委員会，企業及び他大学と連携してＧＳＣ広島コンソーシアム
を形成。国立研究開発法人産業技術総合研究所や国際農林水産業研究セ
ンター等，新たな研究機関と連携してセミナーや研究指導を実施
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13.実施機関としての評価と重点課題

〇平成３１年度に設置した全学組織である高大接続・入学センターが中心となり
本企画を進めている。また，A-KPI®やB-KPI®に本企画の業務が適用される
よう制度化し，全学体制でGSCに取り組んでいる

〇令和２年度実施のオンライン動画を地域の高等学校等に提供し，発展的な
教育の普及・展開に努め，地域の教育活動に貢献

〇ジュニアドクター育成塾からGSCへの接続を見据え，ジュニアドクター育成塾
の受講生へGSCの魅力や取り組みを紹介するなど，高大接続・入学センターが
中心となって両企画の連携を図っている

〇応募者数の拡大及び遠隔地への安定的・効果的なプログラムの提供



〇これまでに確立した本事業の運営体制にて令和4年度の活動を実施し，

令和4年度及び本事業4年間累計での数値目標を達成する

〇最終年度となるため，事業の総決算として4年間の活動内容，研究活動成果等

の取りまとめ・検証を行うとともに，4年間の活動報告書の作成・発行を行う

〇成果の検証に当たっては，コンソーシアム会議において議論を実施予定

〇広島大学学内及びコンソーシアム会議で検討を行い，支援終了後も継続的に

プログラムを実施できる体制の構築を目指すことを計画する

27

15.次年度への重点課題および対応策
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（１）企画の運営資金
・企画終了後の事業継続を見据え，学内予算に加えて連携企業からの支援
（マイクロン財団，コベルコ建機 (株) から寄付金の受入実績あり）を活用
・企画実施期間終了後は自主財源や企業からの寄付金に加えて，受講生か
ら負担金を徴収することも検討

（２）本学における企画の位置付け
・企画の業務を本学独自の目標達成型重要業務指標A-KPI®，教員エフォート
指標B-KPI®に算入できるよう制度を変更し，本学における教員業績の一部
として位置付け

（３）企画継続のための方策
・高大接続・入学センターの所掌業務として位置付けており，全学体制のもと
継続して企画を運営
・本企画での受講生の活動をアドバンストプレイスメントへとつなげ，本学入学後
の単位認定について検討予定
（本学は平成31年度にアドバンストプレイスメント制度を導入済み）

14.企画実施期間終了後の継続について

毎年マイクロン財団からの寄付
を受け，プログラムに活用

PickUp！


