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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、東京大学が実施した令和3年度グロー
バルサイエンスキャンパス「イノベーションを創出するグロー
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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東京大学グローバルサイエンスキャンパス
（UTokyoGSC）の概要
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UTokyoGSCの目的と全体像

本学の特徴を生かし、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

東京大学（UTokyoGSC）の目的
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2段階のSTEAM型プログラムを通して

 科学技術に卓越した意欲と能力を持った高校生を発掘し、

STEAM型の領域を横断した学際的な視点を養う
※STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematicsの頭文字をとったもの

 5つの能力の習得と向上を目指す

1〜2：第一段階：創造性を育む

1〜2 ＋ 3〜5 第二段階：創造性を形にする

育てたい人材像および育てたい能力・資質
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プログラムの流れ

4



年度/月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2021年度

第二段階

募集 第二段階

二期生
（2020年度募集）

三期生
（2021年度募集）

・
一
次
選
抜

・
成
果
発
表
会

・
中
間
選
考

第一段階

・
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究
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マ
ッ
チ
ン
グ

・
二
次
選
抜
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階

・
最
終
レ
ポ
ー
ト

・
学
会
発
表

2021年度 プログラム日程概要
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募集・一次選抜の方法と実績
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所属学校の先生, 
90 名

UTokyoGSCのチラシ・ポスター
58 名

友人・知人
22 名

インターネット検索
19名

東京大学ホームページ, 
13 名

JST理数大好きNEWS, 6 名

Qulii, 4 名 その他, 9 名 未回答, 1 名

 募集期間

2021年4月1日（木）～6月9日（水）

 広報手法

全国912校にパンフレットやポスターを郵送。そのほか、本学HPや教育情報サイト等にて紹介。

UTokyoGSCコンソーシアムに参画する13の教育委員会をとおして周知。

前年度比約1.8倍の219名より応募

応募者219名に対して
「応募情報を得たルート」に
ついてのアンケート結果2021年度ポスター

2021年度 受講生募集
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 選抜方法：書類選考

応募書類 ： 自己推薦文（A4用紙、1枚）・レポート（A4用紙、3枚以内）

レポート課題：興味のある科学技術分野における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。

 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」の2点

 選考委員：１名の受講生につき、3名の本学教員が評価

目標値50名を大きく上回る77名を選抜

2021年度 一次選抜

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
関東・遠方

219名 77名

女 47名 14名
秋田県1名
埼玉県3名
東京都7名
横浜市2名
福井県1名

関東 64名
茨城県3名、埼玉県6名、千葉県6名、
東京都37名、神奈川県12名

男 30名

遠方 13名
北海道4名、山形県1名、秋田県1名、
愛知県1名、福井県1名、兵庫県1名、
福岡県1名、佐賀県1名、沖縄県2名
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応募者数・受講生数ともに順調に増加
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性別、高校など多様な属性の受講生を受け入れ
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第一段階の実施内容
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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

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

研究に必要な
基礎知識の習得

第一段階 創造性を育む

基礎の学習

最先端の研究紹介とディスカッション
社会的課題や教科との関連を考える

研究の営みを知り
研究テーマを考える

STEAM型学習

STEAM型価値創造
ワークショップ

図示ツールで研究テーマを検討
ディスカッションで課題を抽出

研究テーマや
研究計画の具体化

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

情報を分析し
研究計画を完成させる

成果発表会
研究提案書の作成

基礎から研究計画の完成に至るプログラムを確立 12



2021年7月22日(木・祝)
ガイダンス
基礎の学習1: 統計

2021年7月23日(金・祝)
基礎の学習2: 微分・積分
基礎の学習3: 線形代数

2021年9月4日(土) STEAM（教科・科目横断）型学習1
①工学 ②社会科学 ③環境 ④デザイン ⑤情報科学

2021年9月18日(土) STEAM（教科・科目横断）型学習2
①工学 ②デザイン ③工学 ④化学 ⑤社会科学

2021年9月～10月
ワークショップ等の綿密な指導を行うため、
中間選考を実施（77名→40名）

2021年10月30日(土) STEAM型価値創造ワークショップ

2021年11月28日(日) 
成果発表会
（第一段階・第二段階合同）

2021年12月6日(月) 研究提案書 提出締め切り

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
全プログラムをオンラインで実施

2021年度 第一段階活動日程
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①5つのグループに分かれ、

教員が自身の研究について講義

②同じ講義を聞いた受講生が

「研究の良さ」をまとめる

受講生

研究者

③異なる講義を受けた受講生が

それぞれの「研究の良さ」を交換

④初めのグループに戻り、

あらためて「研究の良さ」を議論

2021年度第一段階活動事例 ～STEAM型学習～

 東京大学CoREFが開発した知識構成型ジグソー法を応用 14



2021年度STEAM型学習 講義の様子

 多様な最先端研究から、自身の研究に役立つ視点を手に入れる

核融合研究に関する講義（9/18）

イノベーションと地理的特性に関する講義（9/4）インクルーシブデザインに関する講義（9/4）

分子地球化学に関する講義（9/18）
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2021年度第一段階活動事例 ～STEAM型価値創造ワークショップ～

※デザインブレインマッピング（DBM）：複数部署が関わる設計プロセス等での思考過程を
図解して表現することにより、思考過程を「見える化」し、共有・理解することができるツール。

それぞれの個人ワークを比較し、研究をより良くする工夫を議論

 研究計画の具体化

産業技術総合研究所が開発した「デザインブレインマッピング」の手法・ツールを用いて、
個人ワーク・グループワークを通して、研究計画の見える化・具体化を実施した。

デザイナーを招き、グラフィックで議論を記録

 他者との議論を通して、自身の研究計画を練り上げた
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オンラインボードのMiroを活用
（STEAM型価値創造ワークショップ）

より多くの方が参加できるオンライン発表会
（成果発表会）

コロナ禍でも全プログラムを柔軟に実施できる環境を整備

 オンラインツールの活用

Zoom： ブレイクアウトルームでのディスカッション、チャットでの質疑応答

オンラインボード： MiroやGoogleスライドを用いた可視化

専用評価システム： 専用システムからの宿題提出とフィードバック

受講生交流： Slackに受講生が自由に書き込めるチャンネルを設置

第一段階 オンライン実施の工夫
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二次選抜の方法と実績
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 選抜方法：書類選考/面接選考、および補強段階

審査書類 ： 研究提案書（A4用紙、5枚以内）、第一段階の成績表

研究提案書：第一段階をとおして得た視点をふまえた、第二段階の研究計画

 選抜の観点：書類選考→「知識俯瞰能力」・「情報分析能力」の2点
面接選考→「目的・意義」「方法・取組」「発表」「モチベーション」の4点

 選考委員：書類選考・面接選考ともに、1名の受講生につき、3名の本学教員が評価

 中間選考および二次選抜書類選考/面接選考に落選した者の中で、希望者は補強段階を受講。

面接選考と補強段階の合格者合わせて21名が第二段階へ

面接選考
合格者

補強段階
合格者

二次選抜
合格者

男女の割合
コンソーシアムからの

合格者
関東・遠方

（在籍校所在地）

18名 3名 21名

女 11名 4名
秋田県1名
東京都1名
横浜市1名
埼玉県1名

関東17名
茨城県1名、埼玉県1名、千葉県3名、
東京都10名、神奈川県2名

男 10名
遠方4名
北海道2名、秋田県1名、山形県1名

2021年度 二次選抜
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アクティブラーニング型学習

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
 アクティブラーニング
 協調型学習

テーマ
・人工衛星「ひまわり」は、どうして毎日24時間日本の天気を

観測しつづけられるのだろう

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

第二段階へ
（3名）

意欲のある受講生40名程度

横断的に理解する能力を育成

第一段階の中間選考/二次選抜で落選した受講生から3名を選抜

2021年度 補強段階 創造性を強化する
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第二段階の実施内容
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STEAM型研究活動を通して問題を解決し、次の課題を見出す能力を育成

研究に必要な
スキルを習得

研究の手引き
研究倫理
プレゼンテーション

研究に必要な
基礎知識の習得

第二段階 創造性を形にする

研究入門

受講生の研究提案書に基づき
学内8部局の20研究室で受け入れ

研究をマネジメントし
課題を解決する

研究活動

中間発表会
成果発表会

ディスカッションで
研究を検証する

研究発表

研究計画から学会発表に至る研究指導を確立

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

社会との
繋がりを知る
連携企業の
サイトビジット

JST全国発表会
学会発表
論文発表
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2021年3月6日（土）
第二段階ガイダンス
「研究の手引き」の講義
「研究倫理」の講義

2021年4月1日（木） 各研究室にて、研究活動を開始

2021年6月19日（土）
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

2021年8月7日（土） 中間発表会

2021年8月24日（火）
キャタピラージャパン合同会社サイトビジット
（イギリス工場オンラインツアー）

2021年11月21日（日） 全国受講生研究発表会（代表者発表・聴講自由）

2021年11月28日（日） 成果発表会（第一段階・第二段階合同）

2022年1月28日（金）2年生
2022年3月11日（金）3年生

最終レポートの提出（第二段階終了）

オンラインでのガイダンス

対面での成果発表会

オンラインでのサイトビジット

対面！

各講義はオンラインで実施、成果発表会は対面で開催

2021年度 第二段階活動日程
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部局 研究室 研究テーマ

工学系研究科

都市衛生工学研究室 F特異大腸菌ファージGIIIの可能性 〜糞便汚染を測る新たな指標になりうるのか？〜

松尾豊研究室 Dynamic Questioning:  強化学習を用いた生徒の学習意欲維持と学習の効率化を両立する出題アルゴリズム

峯松信明研究室 個人特有の体内音への新たなアプローチ

理学系研究科 細胞生理化学研究室 ミツバチの記憶・学習能力の発達に関わるコミュニケーションの探索

農学生命科学研究科

放射線動物科学研究室 新規EPA代謝産物が肥満細胞の脱顆粒に与える影響

水産化学研究室 プラナリアの再生におけるがん抑制メカニズムの解析

森林化学研究室 白色腐朽菌による生分解性プラスチック製品の分解

生物制御化学研究室 キャベツのモンシロチョウに対する抵抗性と摂食者がキャベツに与える影響についての考察

環境保全工学研究室 チャイロコメノゴミムシダマシのプラスチック分解能力に関する考察

総合文化研究科 晝間敬研究室 窒素固定生物を利用した バイオ窒素ビーズ肥料の作成

情報理工学系研究科

数理情報第2研究室
（定兼・平井研究室）

データ圧縮の可能性

坂井・入江研究室 デジタルメディアが文章の空間認識に与える影響

生産技術研究所
菅野裕介研究室 視線変更モデルの個人適用のための目領域画像合成手法

瀬崎薫研究室 外出自粛時における装着型ウエアラブルデバイスを使った会話量測定

物性研究所 松田康弘研究室 磁気分離を用いた 紙とインクの分離について

先端科学技術研究セン
ター

中邑・近藤研究室 計算能力と視覚認知の関連性及び学習指導への応用

中村尚研究室 関東地方と周辺における豪雨時の風向の地域性・地形性の解析

・受講生1名に対して、教員・スタッフや大学院生（TA）という指導体制 ・対面での活動が難しい場合、遠方の学生には、ZoomやSlackを使って指導

2021年度第二段階 研究テーマ一覧
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オンラインで
打ち合わせしながら、
可能な範囲で定期的に
研究室にて実験等を実施

外出自粛時における装着型
ウエアラブルデバイスを使った会話量測定

オンラインで
打ち合わせしながら、
研究に必要な備品を
本学から自宅へ郵送し、
自宅で研究を実施

オンラインで
打ち合わせしながら、
高校の実験設備を使用し、
高校で研究を実施

ミツバチの記憶・学習能力の発達に関わる
コミュニケーションの探索

磁気分離を用いた
紙とインクの分離について

白色腐朽菌による
生分解性プラスチック製品の分解

オンラインで
打ち合わせしながら、
集中的に研究室にて
実験等を実施

農学生命科学研究科
森林化学研究室

物性研究所
松田康弘研究室

遠方

近郊

近郊

生産技術研究所
瀬崎研究室

理学系研究科
細胞生理学研究室

 本学の幅広い研究環境を生かして、多様な研究を実施
 コロナ禍ではあるが状況に応じた方法で研究

近郊

2021年度第二段階 個別の活動事例
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2021年度第二段階活動事例 ～サイトビジット～

 国際性付与、科学技術と社会とのつながりを知る機会
・UTokyoGSCコンソーシアム参画企業であるキャタピラージャパン合同会社にご協力を
いただき、イギリスにある工場のオンラインツアー（英語）を行い、国際性付与の機会とした。

・キャタピラージャパン合同会社の社員様と「30年後のサステナビリティ」について議論し、
科学技術と社会とのつながりを考える機会とした。

イギリスにある工場のオンラインツアー 英語で質問する受講生

 企業と連携し、社会とのつながりを考える機会を提供
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■2021年度（2020年度から研究し、2021年度に発表したものも含む）

・令和3年度全国受講生研究発表会
優秀賞（3名/全12名中）、受講生投票賞（1名）

・第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ
ソニー賞・優秀賞（1名）、敢闘賞（1名）、入選（1名）

・学会発表 10件⇒うち6件で受賞

・論文発表 4報 ⇒国際誌に次年度2報投稿見込み

情報処理学会第84回全国大会にて
オンライン発表。学生奨励賞を受賞。
（2022年3月5日）

2021年度の受賞・発表実績

大学生/大学院生と同じ学会でも発表し、受賞など高い評価を受けた

27



企画の実施体制
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運営委員会：学内13部局が参画
受講生の選考や講師・研究室の選定などで協力

コンソーシアム：8企業、14教育委員会が参画
2021年度より三重県教育委員会が新規参画
サイトビジットや受講生募集で協力

運営委員が成果発表会に参加

キャタピラー社の
オンラインサイトビジット

運営委員会・コンソーシアム
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日程 会議 出席者 内容

2021年
5月27日

（木）

2021年度
第1回

UTokyoGSC
運営委員会

12部局 委員 13名

学内関係者 9名

受講生の審査、第一段階の講義、第二段階の
研究指導における全学展開を継続

・一次選抜・二次選抜等の審査依頼を行った
 一次選抜・二次選抜および発表会にて

審査を担当

・STEAM型学習の講師担当の依頼を行った
 9部局の教員が講師を担当

2022年
2月17日

（木）

2021年度
第2回

UTokyoGSC
運営委員会

12部局 委員 13名

学内関係者 10名

2021年度の報告を行うとともに、第二段階の研
究室マッチング等の全学展開を継続

・二次選抜を終えた受講生の研究室マッチングについて
協力依頼を行った

 8部局の研究室に受講生の配属が決定

・一次選抜などの継続的な審査依頼を行った
 2022年度の審査について了承

2021年度UTokyoGSC運営委員会 開催概要
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日程 会議 出席者 内容

2022年
1月26日

（水）

2021年度
第1回

UTokyoGSC
協議会

7教育委員会 8名
（2021年度より三重県教育委員会
が新規参画）

6企業 7名

学内関係者 10名

2022年度受講生募集の周知やサイトビジット、
発表会の審査等の協力を継続

・各教育委員会に対して受講生募集の周知依頼を
行った

 2022年度の周知について了承

・2021年度のサイトビジットを受け入れたキャタピラー
ジャパン合同会社より事例報告

 成果発表会の審査も担当

・各企業に対してサイトビジットや発表会審査の依頼
を行った

 2022年度のサイトビジットについて検討

2021年度UTokyoGSC協議会 開催概要
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評価手法の開発状況
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受講生の成長を評価するシステムを確立

独自の評価基準 専用評価システムの開発

「5つの能力」「ルーブリック」の作成 受講生の評価データを蓄積

第一段階・第二段階で受講生・教員が記入

得られたテキストデータの分析中

受講生の成長を評価

選抜に活用し、才能ある受講生を発掘

評価基準の作成
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(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
 最終レポート
 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

※ルーブリック：習得度を示す評価基準を観点と尺度からなる表として示したもの。

育てたい人材像に対応した評価手法の開発状況
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得られた成果の普及・展開
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 教材はウェブサイト上で公開

UTokyoGSCの講義映像（計5本）をONG STEAM STREAM等 にて公開

https://ong.iis.u-tokyo.ac.jp/ong-steam-stream/

 教育委員会と連携し、探究学習への活用にむけた

パイロットスタディを検討

開発した教育手法・成果：

可能な限り OER(Open Education Resource)化

プログラムの成果を普及・展開
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企画実施期間終了後の継続に向けた取組
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教育プログラムの改善

専用評価システムやアンケートで蓄積した受講生や教員のデータを

もとに、プログラムや運営体制の改善をすすめる

実施体制の充実

運営委員会において、文系学部を含む学内の各部局と連携を進め、

全学体制を強化する

コンソーシアムに参画する企業/教育委員会との連携を強化し、

新規参画機関も検討する

学内予算措置や外部資金への積極的な応募を検討する

企画継続にむけた取り組み
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