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Ⅰ． 企画の概要 

 

（１）教育プログラム開発の背景 
これからの Society 5.0 世界をリードしていくには、研究成果をハードとしてとらえるのではなくソ

フトとして活用できる人材が必要とされている。日本では、ソフト（知的財産権に代表されるソフト）に

価値があるところまでは理解されるようになってきたが、やはりサービスはただであるとの意識が根底

に残り、世界の流れを情報や規則というソフトが生み出していることを十分認識できていない。この意

識改革は、モノそのものの性能にこだわったモノづくりの改革が叫ばれてから何十年もたっているにも

かかわらず思ったようには改善されていない。これは GAFA（Google, Apple, Facebook, Amazon）がソ

フトの力で社会を再構築しようとする視点を持っているのに対し、日本では製品の改良といった世界で

勝負してきた違いによることを要因としているが、この結果、ソフト面での多様化を目指しているとい

う勘違いのもとに起こるモノづくりや製品のガラパゴス化が様々な場面で起こっている現状がある。 

この状況を打破するためには、新たな意識改革、創出が必要である。この根幹をなすものが未来の価値

を生み出すデザイン思考である。GAFA のような世界の流れを生み出す人材を養成するには、社会の在

り方そのものをデザインするという観点から、研究者養成が進められる必要がある。プログラム担当者

らは、これからは未来の世界を俯瞰する力を持って研究を推進し、社会を創造する人材が求められると

考えており、単に「研究ができて論文が出せる」だけではこれからの世界をリードする研究者養成として

の資質は十分といえないと考えた。 

この観点から考えると Society 5.0 では新たな課題を解決するための基盤としてデータサイエンス

分野の素養が求められる。なぜなら Society 5.0 において我々は情報をいつでもどこでも自由に取り出

せる状況になるが、この中から常に有益な情報を選定し、分析し、新たな世界を科学・技術面から提案・

実現していく力が必要となるからである。そして情報空間の有機的結合により新たな価値を創造して

いく力がリーダー人材に求められるようになってきている。 

このような予測の付かない未来を自らの力で切り開くことのできる次世代の課題解決型科学技術人

材を養成するためには、これまでの早期教育の取組に新たな要素を加えて取組を深化させる必要があ

ると考えた。そしてこのような研究者養成においてはデザイン思考、データサイエンス能力、ディベー

ト力など発信力が必須であると考えた。 

したがって新規に Advancing the Society 5.0 by Coordination of ENGINE Talent Promoting (ASCENT)プ

ログラムを開発することにした。この新規教育プログラム中で、データサイエンスの素養を持ち、エビ

デンスに基づき世界をデザインし、この成果を世界に発信できる人材養成が可能となる教育課程の開

発を計画した。 

この教育の基盤として千葉大学が東京高等工藝學校開校以来、約 100 年にわたり時代に相応したデ

ザイン教育研究を実施してきた教育の伝統がある。千葉大学はこの人材養成教育の中で単に製品をデザ

インするのではなく、ランドスケープデザイン教育などの社会デザイン教育を通して、社会そのものを

デザインする人材を多く輩出してきた。 

このプログラム開発のもう一つの基盤となるのは千葉大学の高大連携および高大接続教育の研究開

発の長い歴史である。千葉大学は、20 年以上にわたり飛び入学、高校生が科学技術分野の研究発表を

行う課題研究コンクール「高校生理科研究発表会」、科学的思考力を競う「数理科学コンクール」の開
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催、さらに科学技術分野に係る大学レベルの教育を行うとともに、特に優秀な学生に対して国際研究発

表の機会を与えることにより、将来グローバルに活躍しうる次世代の傑出した科学技術人材養成を推

進してきた実績がある。また、学校教員に対しての教育支援も長年にわたって取り組み、児童生徒、教

員の両方に働きかけることで初等教育から高等教育につながる教育の高度化を推進している。 

さらに千葉大学は、2020 年より大学教育力強化のために ENGINE プログラムを開始した。これによ

り全員留学とスマートラーニングによるグローバル力育成強化、データサイエンス教育を強化し、デー

タサイエンス活用能力育成カリキュラムを開発しており、文理融合での新たな教育に取り組んでいる。 

これらの科学教育基盤の上に、高校生に対してデータサイエンス教育、デザイン教育、ディベート教

育を行うことにより、未来世界を作り出す発想力を持った課題解決型科学技術人材養成プログラムを

開発した。 

 

（２）ASCENT プログラムの概要 

ASCENT プログラムは、2 段階選抜 2 段階養成とした（図 1）。これは千葉大学が平成 20 年度に開始

した未来の科学者養成講座において実施してきた方式であるとともに、グローバルサイエンスキャンパ

スの規定に従ったものである。第 1 段階目の募集・選抜は、千葉県を中心に広く日本全国から応募者を募

り、40 名を選抜し、先端科学基盤コースで研究者としての基礎の養成を行うものである。さらにこの中

から、養成の第 2 段階として自らの興味関心に基づき研究計画を立案したものを選抜し、大学教員の支

援の下、研究を行うものである。これら受講生は、成果を国内外の学会や発表会で積極的に発表すること

を通して、グローバル研究者としての資質を伸長することができるものとなっている。 
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【育成を目指す人材】 

本プログラムが目指すグローバル理系人材の基礎となる能力は、「常に自ら学びとり、成長していく力」

であり、これは Society 5.0 の中で新たな価値を創出する研究者の姿である。 

1) ASCENT プログラムで育てたい人材像と能力・資質 
育てたい人材像は、価値の多様化した現代において合意点（正解の無い答え）を生み出していく力を持

ち、Society 5.0 を創出する未来リーディング人材であり、予測不可能な未来を切り拓くことのできるグ

ローバルに活躍しうる次世代の傑出した課題解決型科学技術人材である。 
このためにこの取り組みで育成する能力は、未来価値創出力、未来デザイン思考、データサイエンス素

養であり、この能力の構成因子としては、①主体性、②好奇心に基づく情報収集力、③多角的分析力、④

コネクション力、⑤科学的思考および論理思考、⑥価値デザイン力、⑦俯瞰力、がある。これらが本

ASCENT プログラムの「出る杭人財」の選抜・養成のキーポイントであり、構築する教育プログラムの

根幹をなすものである。 

この未来価値創出力の構成因子である７つの育てたい能力や資質について具体的に説明する。 

①主体性：もっとも基本的な資質であり、最初からこのプログラム受講者はこれを備えるとともにプロ

グラムの中で強化し、レジリエンスを備えた研究者とする。 

②好奇心に基づく情報収集力：PISA においても情報収集しての分析能力の低下が指摘されているが、こ

の問題の解決には言語能力の向上が大きな課題である。また、短絡的な思考ではなく多角的な情報収

集力が必要である。 

③多角的分析力：高校生は近視眼的にネット情報を受け入れる傾向にある。Society 5.0 では情報リテラ

シーをきちんと持つことが必須である。例えば「地球温暖化→二酸化炭素濃度上昇→クリーンエネル

ギー」の様に単純化され、デフォルメされた構図にも疑問の目をもって科学的かつ論理的態度で臨む

ことが求められる。 

④コネクション力：人的ネットワーク構築力である。SNS を使ったバーチャルなネットワークの構築は

当然であるが、研究者同士さらには一般社会におけるヒューマニックなネットワーク構築能力は、時

代を変革する能力として重要である。 

⑤科学的思考および論理思考：現在の日本における学校教育及び大学教養教育の中からは、科学教養の

学びがなくなっており、初等中等段階からの教育力の面から低下している。このため科学哲学により、

科学というものの在り方を正確に認知するとともに、論理学の素養について演習を通して身に付ける。 

⑥価値デザイン力：GAFA のように新たな価値を社会の中で生み出す力が求められている。価値デザイ

ン力は社会のシーズをもとに新たな仕組みを構築し、価値をあたえ、ニーズとして養成する力である。 

⑦俯瞰力：世界像を理解し、研究を位置づける力のことである。デザイン思考と結びつくものであり、社

会環境の価値デザイン教育と PBL を組み合わせることで養成する。 

 
２）ASCENT プログラムで育てたい能力・資質の目標水準 
このプログラムは、研究者としての基盤を形成し、その能力の萌芽を目指すものである。このため下記

の能力を養成することを目標としている。 
 
１）研究を企画立案できる能力 
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 研究活動に基づき世界の流れを生み出す人材を養成するには、単に「研究ができて論文が出せる」

ではなく、社会の在り方そのものをデザインするという観点が必要であると考えており、当該視点か

ら研究を企画立案できる能力を持った人材を養成する。 

２）データサイエンスを活用できる（分析能力、プログラミング能力）能力 

 Society 5.0 の時代を迎え、社会の新たな課題を解決するための基盤としてデータサイエンスを活

用できることは必要であり、分析やプログラミングを中心に、自ら収集したデータを分析でき、自ら

の研究にも応用できる人材を養成する。 

３）論理的に発表し、受け答えができる能力 

 論理的に発表し、受け答えするには、科学技術分野に係る高度な基礎力を身に付けるとともに、レ

ポートや論文作成の手順、いわゆる研究の作法を身に付け、自立的に研究できる能力を持った人材を

養成する。 

４）研究者と対等に討議できる能力 

 国内外の科学技術分野における研究者と対等に討議するには、科学技術分野に係る高度な基礎力を

身に付けるとともに、個々のテーマに沿った研究を行い、オリジナルのアイデアをもとに議論する能

力を持った人材を養成する。 

５）研究者と英語で討議できる能力 

 海外の研究者と英語で討議するためには、英語によるプレゼンテーション能力と学術英語を理解し、

レポートや論文を執筆できる能力を持った人材を養成する。 
 
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 

このような人材を養成するには、①主体性、②好奇心に基づく情報収集力、③多角的分析力という能

力・資質を持った生徒を集めることが大切である。このため様々な広報・募集活動を行った。 
１）2020 年度広報・募集活動【資料１】募集要項及び募集用チラシ 

千葉県内の募集活動に関しては、千葉県教育委員会及び千葉市教育委員会を通して、県内全ての高

校にパンフレットと募集要項の配布を行うことができた。重点的に連携をしている千葉県内の高校 16

校については直接訪問し、パンフレット等の配布を行うとともに、連携教員への働き掛けを行うなど

細やかな募集活動を行った。また、私立高校に関しても訪問するとともに連携教員や高大連携支援室

の担当教員から働き掛けを実施した。さらに関東圏の有力校にも高大連携支援室担当教員を通じて説

明を行い、パンフレット等を送付した。 
ウェブサイトによる広報活動は、独自のホームページを作成するとともに、連携する学内組織のウ

ェブサイト上にもリンクする形をとり、より多くの高校生および高校関係者、保護者などの目に留ま

るよう工夫した。さらに新たな試みとして、一般的また高校生にも利用者が多い Facebook や Twitter
などの SNS に広告を掲示し、より幅広い層に向けての周知を行った。 

２）2021 年度広報・募集活動【資料２】パンフレット、ポスター 
2021 年度は上記取り組みに加え、広報力強化のために重点連携校の 1 年生の全教室に二次元コード

付きポスターを掲示した。また、オンライン説明会を 2 回開催、オンライン Q&A を 3 回、オンデマ

ンド動画公開を 2020 年度の取り組みに追加して行った。（https://gsc.e.chiba-u.jp/entry/） 
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３）募集の課題 
第 1 期は募集人数ぎりぎりの人数であった。この点に関しては、①コロナ禍による業務締結のため

の調整に時間がかかり、開始できたのは高校生が学校にいなくなった夏休み開始後であったこと、②

1 段階の先端科学基盤の講座に非常に力を入れたため、課外活動として過重になったことから、強い

モチベーションを持つ生徒でなければ応募する気にならなかったこと、③千葉県内の公立 SSH 高校

は並行して「先進科学加速化プログラム」を実施しているためこれらの学校に所属する学校からの参

加が極めて厳しいことが考えられた。この点は募集案内説明時、既に担当高校教員に意見され「うち

の生徒には高度すぎる」、「活動が多すぎて参加しにくい」という反応が多かった。また、外部評価委

員からも同様な指摘を受けた。 
第 2 期では上記の指摘を考慮し、入門編と選択講座との組み合わせにより負担軽減と興味関心を深

められるカリキュラムとした。第 2 期は募集に工夫を凝らし応募者が 60 名（エントリー者は 90 名）

となったが、やはり目標数には達していない。一つの課題として、今回は飛び選抜生のための応募用

スライドテンプレートを付けたが、これをすべての応募者が作成しなければならないと勘違いされた

と思われる。このため、しり込みしてしまい、応募が減ったとの指摘が内部の話し合いでなされた。

次回は、飛び選抜に関して、別入り口にするなどの工夫をしたい。 
 

(２)応募者の一次選抜の観点と方法 
１）選抜の観点 

選抜の観点としては、①主体性、②好奇心に基づく情報収集力、③多角的分析力を設定した。採点の

ポイントは、A）科学に興味がある、B)自分を表現しようとしている、C)将来を想像する力がある、

D)発想が豊かで自分の意見がある、E)ある程度の柔軟性も持ち合わせている、F)読解力、理解力が高

い、の 6点である。 
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２）選抜方法【資料３】応募時提出書類_高大連携様式 
受講希望者には以下の応募資料の提出を求めた。 

①学校推薦書（千葉県）または自己推薦書（他都道府県）、②活動実績報告書(科学活動、読書)、③自

己推薦書(＋動画)、課題レポートである。②の活動実績報告書は、これまでの科学活動の実績と、科学

に関しての読書の履歴を知るための資料として用いた。③の課題レポートは、プログラム実施担当教員

で用意した課題に関して、どのようにしたら結果の得られる研究になるかについて書面と動画で提案

するものであり、能力を見る重要な資料である。選抜方法は、これらの書類・動画をもとに評価シート

を用い採点を行い、次世代才能支援室教員で合議し決定した（表１）。 
また、募集は高大連携選抜とサイエンスチャレンジ選抜の２つの入口を設けるが、それぞれの定員

枠は設けず、上述の選抜方法に基づき、両選抜を通じて、受け入れ人物像に沿った人材を選抜した。 
３）選抜体制 

次世代才能支援室教員、ASCENT Program 実施担当教員による合同審査体制にて選抜を実施した。 
４）選抜 
４－１）2020 年度一次選抜【資料４-１】選抜結果一覧 ASCENT-1st selection scores2020 

1 回目の審査を 8月 26日に行った。40名枠に対し 30 名しか充足しなかったため、再募集を行い、2

回目の審査を 9月 23 日に実施した。この結果、高大連携選抜 29名、サイエンスチャレンジ 10名（計

39 名）となった。 
４－２）2021 年度一次選抜【資料４-２】選抜結果一覧 ASCENT-1st selection scores2021 

1 回目の審査を 7月 2日に行った。60 名の応募者があり 1回目の審査で高大連携選抜 27名、サイエ

ンスチャレンジ 15名（計 42名）を選出した。このうち 1名が辞退したため 41名となった。 
５）応募者および一次選抜・二次選抜の実績【資料５】受講生の出身都道府県及び在籍校の詳細 

 

当該年度 高1 高2 高3 男 女 計

31 9 0 19 21 40

1回目 26 3 0 15 14 29

2回目 5 5 0 4 6 10

飛び選抜 0 1 0 0 1 1

早期選抜 2 3 0 1 4 5

基礎講座選抜 0 0 0 0 0 0

46 14 0 37 23 60

32 9 0 19 22 41

飛び選抜 0 0 0 0 0 0

早期選抜（2期生） 2 3 0 2 3 5

基礎講座選抜（1期生） 0 9 1 5 5 10

77 23 0 56 44 100

63 17 0 38 42 80

4 16 1 8 13 21

募集・選抜

一次選抜

応募者

合計

二次選抜

応募者

一次選抜

二次選抜

応募者

一次選抜

二次選抜

令和2年度

令和3年度

表 2-1 応募者および一次選抜・二次選抜の受講生数の実績 
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Ⅲ. 育成プログラム 
（１） プログラムの全体像（図 1、２） 

ASCENT プログラムは、Society 5.0 において世界を作り出す研究人材養成を目指している。 
まずコーディネーターとして外国人研究者を配置している。これにより常に受講生が英語で研究指導

を受けられる体制としている。 
そして 1 段階目の先端科学基盤コースでは、基礎となるデータサイエンス教育、デザイン教育、デ

ィベート・リーダーシップ教育講座を開講している。さらに研究者の基本としての科学哲学、研究倫

理、科学英語の講座を配している。 

同時に上記コーディネーターによる英語でのリサーチプロポーザル（研究提案・計画）作成支援も、

期間中オンラインで実施している。二次選抜は研究提案に基づき、研究計画の具体性、新規性、有意

義性、この立案に至る学びを審査している。 

選抜者による課題研究活動は、研究室マッチングを行い、専門教員による指導、研究実施、成果の

まとめを指導している。この期間中は、Progress Report（研究ゼミ）を月 1 回オンラインで開催し、

選抜生が一堂に会して研究テーマと進捗状況について情報交換をする場となっている。 

彼らの出した成果の発表を指導教員とコーディネーターが指導し、受講生が目指す様々な形での研

究発表を支援するものである。 

 

募集・選抜 令和2年度 令和3年度

応募者 19 40

一次選抜生 18 28

二次選抜生 8 15

表 2-2 受講生の在籍校数 
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（２）第一段階「先端科学基盤コース」での受講生の育成 
（２－１）2020 年度先端科学基盤コース 
  一次選抜者を対象とする基礎力を養成する講座である。コロナ禍の影響もありほとんどの講座はオ

ンラインで実施したが、感染状況を踏まえながら各講座の要所では対面講座も実施した。また、科学実

験体験講座については、講座の性質上対面授業を実施した。実施の際には感染予防対策を十分に計り安

全に実施した。このコースは、9 月 6 日より開始し 2月 7 日まで行った（表 3）。 

種別 実施日 講座名 担当講師 受講方法 形式
9月6日 科学哲学 野村 純 オンライン 双方向 9:40-10:40 60

9月6日 研究倫理学
Jose Said 
Gutierrez 
Ortega

オンライン 双方向 10:50-11:20 30

9月13日 論理・分析学1 オンライン 視聴 - 90
9月20日 論理・分析学2 オンライン 視聴 - 70
9月27日 論理・分析学3 オンライン 視聴 - 90
10月4日 論理・分析学4 オンライン 視聴 - 50
10月11日 論理・分析学5 オンライン 視聴 - 110
10月18日 プログラミング1 オンライン 双方向 11:00-12:00 60
10月25日 プログラミング2 オンライン 双方向 11:00-12:00 60
11月1日 プログラミング3 オンライン 双方向 11:00-12:00 60
11月8日 プログラミング4 オンライン 双方向 11:00-12:00 60
11月15日 プログラミング5 オンライン 双方向 11:00-12:00 60
11月22日 プログラミング6 対面 11:00-12:00 60
11月29日 プログラミング7 オンライン 双方向 11:00-12:00 60

1月中 ポスター制作1（全体） オンライン 双方向 60
1月中 ポスター制作2（グループA） オンライン 双方向 60
1月中 ポスター制作3（グループB） オンライン 双方向 60
1月中 ポスター制作4（全体） オンライン 双方向 60

12月19日 社会デザイン基礎学習1 秋田典子 オンライン 視聴 60
12月26日 社会デザイン基礎学習2 木下 剛 オンライン 視聴 60
1月10日 社会デザイン基礎学習3 霜田亮祐 オンライン 視聴 60
1月17日 社会デザイン基礎学習4 本條 毅 オンライン 視聴 60
1月24日 社会デザイン基礎学習5 百原 新 オンライン 視聴 150
1月31日 社会デザイン基礎学習6 岩崎 寛 オンライン 視聴 60

2月7日 社会デザイン基礎学習7 古谷勝則
齋藤雪彦 オンライン 双方向 60

10月18日 ディベート講座1 オンライン 双方向 9:50-10:50 60
10月25日 ディベート講座2 オンライン 双方向 9:50-10:50 60
11月1日 ディベート講座3 オンライン 双方向 9:50-10:50 60
11月8日 ディベート講座4 オンライン 双方向 9:50-10:50 60
11月15日 ディベート講座5 オンライン 双方向 9:50-10:50 60

ディベート講座6 対面 9:00-10:00 60
ディベート講座7 対面 10:00-11:00 60

各受講生による 英会話1 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話2 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話3 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話4 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話5 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話6 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話7 教員研修留学生 オンライン 双方向 15
各受講生による 英会話8 教員研修留学生 オンライン 双方向 15

グループ英会話1（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 教員研修留学生 オンライン 双方向 60
グループ英会話2（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 教員研修留学生 オンライン 双方向 60
グループ英会話3（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 教員研修留学生 オンライン 双方向 60
グループ英会話4（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 教員研修留学生 オンライン 双方向 60

2021.2.14 国際研究発表会 オンライン 双方向 11:00-15:30 270

時間（分）

グローバル

科学技術・
研究者の基
礎力養成

データサイ
エンス素養

の養成

グループ単位
で実施 グループによる

牛谷智一

松元亮治
松本洋介

Jose Said 
Gutierrez 
Ortega

未来デザイ
ン思考の養

成

大西好宜

11月22日

指導教員と
受講生の間

で決定

表３ 先端科学基盤コース（2020 年度講座一覧） 
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（２－１－１）共通講座 
共通講座は全選抜生が受講するものであり、基礎力を養成するものである。 
１）科学哲学・論理学基礎、研究倫理講座（各 1 回、オンライン双方向) 
①科学哲学・論理学基礎講座 
科学というものについてその成り立ちや特徴を学び、論理学においては演繹法、帰納法、アブダ 

クションという最も基本的な考え方について学んだ。 
②研究倫理講座 
研究を行う上で必要となる基本的に守るべき倫理(研究者倫理と生命倫理)について学んだ。 

２）データサイエンス講座 （7 回、オンライン、対面） 
プログラミング講座をオンラインと対面で 7 回実施した。オンラインは双方向型で行い受講生の理解

を図った。6 回目は対面で実施し、受講生の疑問に直接答える形とした。 
講座終了後に、応用演習としてチームでの課題に対する簡単なアプリケーションの開発に挑戦した。

受講生を 8 チームに分け、プログラミング講座担当講師や外部講師指導の下、アプリケーションの開発

を進め、進行状況についてアジア・アセアン教育研究センター年次集会の国際研究集会にて発表した。 
３）論理・分析学講座 （5 回、オンライン 視聴型) 

研究者として論理的な考え方を身につけるため，基礎講座として開講した。統計学の基本的な考え方

を知り、どのように使うか、その基礎を学んだ。論理的思考に基づいた分析を実践できるようにするた

め、人間の認知行動を測定することを題材とした実習を行い、体験的に習得できるように工夫した。 
４）ディベート講座 （7 回、オンライン、対面）  

ディベート、ディスカッションの基本を学んだ。これをもとに演習として一次選抜生が 3 人一組の

チームに分かれ、ディベート選手権を大学で実施しした。ディベート審判員を学外から 6 名招き、優

秀な成績を収めたチームを選出した。  
５）社会デザイン基礎学習 （7 回・オンライン 視聴型、双方向） 

これからのリーダーには、全体像を俯瞰しつつ世界をデザインするという考え方が必要であると考

えている。この講座は、環境デザインの基礎の学びを通して、これを理解するためのものである。最

終的に自ら「お気に入りの散歩道」をデザインし、発表コンペティションを行うことを通して多様性

理解と発信力を養成した。（図３） 
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６）科学基礎英会話講座、英会話指導 （オンライン）週 1回、計 12 コマ（表４） 
 グローバル能力の基礎には英語でのコミュニケーションが必須となるため、教育学部に留学してい

る教員研修留学生を中心に、8名の外国人講師により科学コミュニケーション力を養成した。 
2 月に英語によるアジア・アセアン教育研究センターの研究発表に参加するにあたって必要となる

基本的な会話について学んだ。9月には自己表現の力、10月は科学表現の力、11 月は質疑応答の力の

養成を目標とした。1 月から 2 月にかけてはグループ英会話を実施し、人前での会話や発表の練習を

行った。この講座の講師は、国費留学生であり母国では現役教員であるため、生徒の扱いに習熟して

おり、英会話力の養成のみならず、受講生のモチベーションを高める面でも強力なサポートが得られ、

非常に効果的であった。 

実施日 担当講師 受講方法 形式

英会話1 Self-introduction 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話2 Expectations of this course and 
previous experiences in science

教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話3 Discussing climate change 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話4 Discussing climate change : what 
is causing climate change?

教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話5 Opinion about Climate change 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話6 Discussing pandemics 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話7 Opinions about pandemics 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

英会話8 Research plan 教員研修留
学生

双方向、１
対1 15

グループ英会話1 国際研究発表会に向けた資料作成 教員研修留
学生 G-suite 双方向 60

グループ英会話2 国際研究発表会に向けた資料作成 教員研修留
学生 G-suite 双方向 60

グループ英会話3 国際研究発表会に向けた発表練習 教員研修留
学生 G-suite 双方向 60

グループ英会話4 国際研究発表会に向けた発表練習 教員研修留
学生 G-suite 双方向 60

2月14日 国際研究発表会 英語による発表（グループごと） Zoom 双方向 11:00-15:30 270

時間（分）

指導教員と
受講生の間

で決定

1月～2月
グループ別に

指導教員との
間で決定

9月～11月
G-suite

（Google 
Meet）

講座名および内容

表４ 2020 年度国際性付与のための科学英語会話講座 

図３ デザインコンペに出品された作品例 
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（２－１－２）選択講座 
１） 科学実験・体験講座(対面で実施、受講生は 2 講座を選択して受講) （表５、図４） 

コロナの感染状況を踏まえ、11 月と 12月に対面講座を実施した。当初、各学部において講座を開催

する予定だったが、学外者の入構制限等を考慮し、各講座への参加人数を制限した。生命科学、化学、

地学、物理学と科目には多様性を持たせ、先端的研究を実感できる講座になるよう配慮した。さらに、

オランダで開発された研究者としての資質開発プログラム「MUNDUS」を実施し、受講生の主体的学

びにより研究者としての伸長を促した。 

 

 
２）個への対応 
 個別学習及び研究指導（オンライン、随時） 
  各講座での参加及び課題の実施状況をコーディネーターが把握し、生徒の学習状況を管理するとと

もに、ウェブ相談およびオフィスアワー（オンライン）により個別に研究計画作成のサポートを行っ

た。サポート担当のコーディネーターは進化生物学者であり、英語でほとんどの指導を行った。一部英

語のみでの指導が困難な場合は日本語を交えて支援した。この結果、参加者のほとんどが英語での研究

計画の作成を行い、これを提案した。 

種別 実施日 講座名 担当講師 受講方法 受講生数

11月3日
「魚のタンパク質を分析してみよう」～

生命の不思議と科学の複雑さ～

Stephen
Okonkwo

Obinna

野村 純

対面 10:00-17:00 360 29

MUNDUS（研究者になるために）※
Pedro De
Paula Terra

対面 10:00-12:00 120 25

色の変化で酸化還元を見る 林 英子 対面 13:00-16:00 180 6

木の違いを考える実験講座 田邊 純 対面 13:00-16:00 180 6

生物の進化系統樹を作成してみよう 大和 政秀 対面 13:00-16:00 180 5

Molecular Biology Techniques

Gutierrez

Ortega Jose

Said

対面 13:00-16:00 180 6

12月27日
古生物学実験講座 -化石から生体情報を
復元する-

泉 賢太郎 対面 13:00-16:00 180 9

※英語によるアクティビティ・「MUNDUS（研究者になるために）」は自由参加とした。

時間（分）

科学実験・

体験講座
12月20日

表５ 2020 年度科学実験・体験講座一覧 

図４ 科学実験・体験講座例（英語での実験・体験講座含む） 
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表６ 2021 年度講座一覧 

（２－２）2021 年度先端科学基盤コース（表６） 
2021 年度は、前年度の外部評価委員およびコンソーシアム教員から、取り組み内容が高校生の課外

講座としては過重であるとの指摘を受け、選択部分を増やす形の改善を行った。 
 このため、2020 年度の必修講座 47 コマ（大学単位換算 6 単位相当）を 2021 年度は 31～33 コマ（4

単位相当）になるように調整した。 
 

開始 終了
13:00-14:00 60 開講式 野村 純 対面講義

14:15-15:15 60 科学哲学 野村 純 対面講義

15:30-16:30 40 研究倫理 ホセ サイード 対面講義

- 65 論理分析学1

- 75 論理分析学2

7月27日 ― 16:00-17:00 60 プログラミング1

7月30日 ― 16:00-17:00 60 プログラミング2

8月10日 ― 10:00-11:00 60 ディベート講座1

8月13日 ― 10:00-11:00 60 ディベート講座2

8月3日 ― 14:00-15:00 60 社会デザイン基礎1

8月24日 ― 13:00-14:00 60 社会デザイン基礎2

- 15 英会話1 Self-introduction

- 15 英会話2 Expectations of this course

- 15 英会話3  Climate change

- 15 英会話4 Pandemics

- 15 英会話5 Better sources of energy

- 15 英会話6 Research plan

グループ英会話1

グループ英会話2

グループ英会話3

グループ英会話4

7月31日 ― 13:00-17:00 240 光の波長を「ものさし」で測る 音 賢一

9月19・20日 ― 10:00-16:30 330 ムンドス・LED実験 加藤 徹也

8月7日 ― 10:00-16:00 300 魚のたんぱく質解析実験 野村 純

8月8日 ― 13:00-16:00 180 色の変化で酸化還元を見る 林 英子

8月21日 ― 13:00-16:00 180 アルキメデス -発想力と創造力- 白川 健

12月18日 ― 13:00-17:00 240 Molecular Biology Techniques: PCR ホセ サイード

12月19日 ― 13:00-16:30 270 海洋堆積物中に保存された環境DNA 泉 賢太郎

12月19日 ― 09:30-15:30 300 木の大きさ，重さから炭素固定量を推定する 田邊 純

10月10日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用1

10月24日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用2

10月31日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用3

11月7日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用4

11月14日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用5

11月28日 ― 11:00-12:00 60 プログラミング応用6

10月31日 ― 10:00-11:00 60 ディベート応用1

11月7日 ― 10:00-11:00 60 ディベート応用2

11月14日 ― 10:00-11:00 60 ディベート応用3

11月21日 ― 10:00-12:00 60 ディベート応用4 対面講義 西千葉C

9月5日 11月28日 - 60 社会デザイン応用1 秋田 典子

9月19日 - 60 社会デザイン応用2 木下 剛

10月3日 - 60 社会デザイン応用3 霜田 亮祐

10月17日 - 60 社会デザイン応用4 本條 毅

11:00-12:00 60 論理分析学応用1

13:00-14:30 90 論理分析学応用2

9月11日 9月18日 - 90 論理分析学応用3

9月18日 9月25日 - 70 論理分析学応用4

9月25日 10月2日 - 90 論理分析学応用5

10月2日 10月9日 - 50 論理分析学応用6

実施方法
具体的な実施

方法

大西 好宣

7月30日

日程

8月13日

実施内容/時間（分）

7月18日 ―

牛谷 智一

担当講師

Google

Workspace

Google

Workspace

Zoom

オンデマンド

Google

Workspace
9月 11月

オンライン

（双方向）
留学生

―

Google

Workspace

オンデマンド
Google

Workspace

オンデマンド
Google

Workspace

オンライン(双

方向)
Zoom

オンライン

（双方向）

Google

Workspace

（Google

Classroom）

科
学
実
験
講
座

基
礎
（
選
択
）

1月

Zoom

西千葉C9月5日 ―

牛谷 智一

古谷 勝則

齋藤 雪彦
オンライン

2月 留学生
オンライン

（双方向）

基
礎
（
必
修
）

選
択

対面講義

対面講義

松元 亮治

松本 洋介

オンライン
松元 亮治

松本 洋介

大西 好宣 オンライン
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（３）第二段階での養成プログラム開発と実施 
１） 実施スケジュール（研究期間・研究発表時期） 

飛び選抜者 1 名は、2020 年 10 月～11 月に研究を行い、日本語でポスターにまとめた。これを 12 月

末の高校生理科研究発表会で発表した。さらに研究を継続し、この成果を英語で動画にまとめ、2021

年 2 月のアジア・アセアン教育研究センターの年次集会の国際研究発表会で発表した。早期選抜は２

月に実施し、研究を開始した。通常選抜者は、2021 年 4月選抜後より研究活動を開始した。 
２） 研究テーマのマッチング 

コーディネーターが選抜前の研究計画書作成の支援に引き続き、受講生の活動の支援を行った。具

体的には、オンライン会議システムを用い、受講生の掲げた研究課題を精査し、研究室の抽出、講師

とのマッチングを行い、研究活動に関する方針を決めた。マッチングでは、コーディネーターのマッ

チング案を元に、次世代才能支援室教員が説明を行い、受け入れの交渉を担った。 
３） 受講生の個別指導 

研究室での配属による指導と、コーディネーターにより指導担当講師と受講生間の問題の把握や、

研究停滞の理由などを把握し、細やかな指導や適切な助言を行った。適宜、指導や質疑は Zoom、スラ

ック、e-mail を利用するなど、オンラインで行われた。 
４）研究時間 

基本的に所属学校及び自宅で実施可能な部分は各自で行った。その研究活動と成果をもとに長期休

暇中や土日を利用して、コロナの影響を考慮しながら大学研究室での研究を実施した（図５）。 

５）研究活動の進捗把握【資料６】テンプレート（A）と(B) 
  個別指導：コーディネーターがオンライン（基本的には Google Meet）で高校生に聞き取りを行っ

た。この上で個別にオンライン研究指導を行った。また、視察委員の助言を受け、2021 年 9 月から指

導教員と受講生の指導、連絡用にメールに加えスラックの

使用を開始した。全体指導：2021 年度からは基礎講座選抜

生が加わったため、オンラインでの研究ゼミ（Progress 

Report）を月一回開催している（図６）。すべての二次選抜

生が参加し、研究進捗状況を Zoom で発表し、質疑応答を行

った。この際、コーディネーターに加え、他の大学教員が研

究アドバイスを行った。 
この際に、受講生の能力伸長のために使用する（A）発表

テンプレートと（B）質問用テンプレートを開発した。 図６ Progress Report の様子 

図５ 大学での研究指導 
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６）国際研究発表会参加による国際性の付与 
 選抜後のⒶコーディネーター（外国人研究者）、Ⓑ留学生による英語指導、ⒸCLIL に基づく実験講

座等による様々な国際性付与の取り組みで培ったグローバル力を活かして、英語での発表に挑戦した。

アジア・アセアン教育研究センターの国際研究発表会に参加し、プログラム開発および研究成果発表

を行った。令和 3 年度には、飛び選抜の二次選抜者 1名による研究発表と、一次選抜者 35名が 8チー

ムのグループに分かれてプログラム開発成果発表を行った。コロナ禍のためオンラインでの発表とな

り、パワーポイントを用いて作成した英語動画発表を行った。 
 発表前指導は、二次選抜者は担当研究室教員とともに、コーディネーターが英語表現、発表方法も

含め行った。一次選抜者は、英会話の外国人講師が発表内容や方法、英語表現指導の補佐を行った。 
令和 4 年度には、2 回の国際研究発表会に合計 54 名の ASCENT 受講生が参加した。（表７）  

 
 
７）海外渡航 
  状況が改善した場合には、試行的に ASEAN の連携する大学の研究室での研修を企画していたが、

コロナ禍のため実施できなかった。 
代替として令和 3 年度はアジア・アセアン教育研究センターの SDGs Workshop に参加した（図７）。

これはアジア各地から集まった高校生と大学院生、大学教員による SDGs 達成に向けた方向性を作り

出すための国際 Workshop である（表 8）。 

 
①2021 年度 8 月開催のワークショップは SDGs 6（安全な水とトイレを世界に）がテーマであり、ロ

ーカルな課題を各自が持ち寄りグローバルな課題として捉え、グローカルに解決する方向性を作り上

げるものであった。家庭での自習学習活動を含め 8 月 8 日から 22 日に渡り開催された。この中で

（人）
開催 ASEAN ASCENT その他

2021年2月 86 36 22
2021年8月 62 9 ―
2022年2月 104 45 2
2021年8月 50 10 24
2022年2月 61 6 ―

国際研究発表会

SDGs Work Shop

表７ 国際集会への参加状況 

【出身国別参加状況】 （人）

8月 2月 8月 2月
インドネシア 20 27 23 32

タイ 20 20 22 36
ベトナム 4 4 4 7
フィリピン - 4 ― 4

台湾 6 6 13 21
日本 10 6 9 47

WorkShop 発表会
出身国

表８ 国際集会の出身国別参加状況 
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ASCENT 受講生は日本における課題と取り組みを紹介した。例えば、居住地域におけるごみ分別など

を通していかに水環境の保全に努めているかという住民による活動を紹介し、これを活かした提案な

どをし、議論を活性化させた。 
 

②2 月開催のワークショップは、

SDGs13（気候変動に具体的な対

策を）をテーマとし、1 月 30 日

から 2 月 12 日まで開催された。

この中で ASCENT 受講生は日本

における課題と取り組みを紹介

した。各国より交通渋滞に関す

る問題提起、大気汚染の現状、

コロナによる寒気がもたらすエ

ネルギーの損失などの話題が提

供され、これらをもとに討議を

行い、解決に向けた提案がなさ

れた。 
 
③さらに令和 4 年 3 月には、タイ

のチュラロンコン大学主催のグロ

ーバルプログラムに 16 名の受講生

が参加した。このプログラムは理学

部と教育学部の協働により 3 月 15
日から 3 月 27 日まで開催された。 
 
③-1 前半は理学部が主体となり化

学、生物学、データサイエンス、材

料科学、地学、フードサイエンスの

6 分野のオンライン講義を行い、受

講生はこれを視聴した（図 8）。 

化学 生物学 データサイエンス 

材料科学 地学 フードサイエンス 

図８ チュラロンコン大学理学部講座 
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27 日には講義内容に対する質疑応答をまず行い、その後それぞれの受講生が研究テーマとマッチする分

野の教員と研究相談会を行った（図 9）。 
 
③-2（図 10、11） 
27 日は、さらに教育学部が主催する STEM 教育ワークショップをオンラインと対面によるハイブリッ

ド方式で行った。 
 
プログラムの流れ（４人ずつ４班に別れ実施） 
イントロ 
①「動機づけ」ショ

ートムービーの

視聴 
  （お祭りの射的

屋がインチキを

して景品が取れ

ないようになっ

ているが、これを

主人公たちがさ

らにインチキに

よりとってしま

うというコメデ

ィー映画） 
②「課題解決のための討論」 
  ①の映画の内容をインチキをせずに解決する方策を提案し討議 
課題解決のための実践活動「射的ゲームの開発」 

フードサイエンス データサイエンス 生物

材料科学 地学 化学 

図９ チュラロンコン大学理学部研究相談会 

図１０ チュラロンコン大学 STEM 教育プログラム 
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③射的ゲームのデザインを、現在受講生が持っている科学的知識をもとに作成 
 この時、デザインの根拠と予想結果を既存知識をもとに討議、記録する 
④射的ゲームの作成と試行（データ収集） 
⑤得られたデータに基づき改善（データのフィードバック） 
⑥総当たり戦で対戦し、結果を記録 
⑦結果を分析し、考察 
 この講座を通して、科学的に考えながら計画・実施し、データを取得し、作業仮説を修正しながら試行

錯誤する過程を繰り返し学んだ。これは研究者として彼らがこれから活動する糧になるものである。 
 
８）二次選抜生共通講座 
 2 次選抜生が研究や研究者のキャリア形成を学ぶ講

座を開発し、実施した。 
①「Connecting Experiences to Next Opportunities」、
講師 Franklin Lo 氏（ケンブリッジ大学博士課程） 

この講座は東京農工大学GIYSE プログラム受講

者も参加可能とした。 
Lo 氏は中学時代に千葉大学が主催する未来の科 図 12 Lo 氏による講座 
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学者養成講座（JST 支援）を受講した経験を持ち、その後イギリスでキャリアを積んでいる。現在ケ

ンブリッジ大学において博士課程の学生として幹細胞から心臓などの人工臓器を作成する方法の研究

を行っている。この講座では、中学校時代の大学プログラムでの学び、高校時代の千葉大学サマース

クールでの学びが現在の彼のキャリア形成にどのようにつながっているか、についての説明があった。

その後、現在行っている幹細胞研究の紹介が行われ、その後、質疑応答が行われた（図 12）。 
講座は英語で行われ、グローバルプログラムとしての一面も持たせた。 
 

②「あなたの生涯むしばむムシバの話」、講師 築山鉄平先生（タフツ大学歯周病学講座 非常勤臨床助

教授、医療法人雄之会つきやま歯科医院専門医療クリニック天神院長） 
 この講座は実施時点で 1 期生、2 期生それぞれで齲歯研究をしている受講生が存在したため、研究に関

して学ぶだけではなく受講生の研究相談会としても計画された。齲歯発生のメカニズムに関する講義

と高齢化社会における健康長寿とそれに伴う医療行政や保険財政への影響など、幅広い話題に関して

講義が行われた。その後、齲歯研究を行う受講生らによる研究相談が行われ、研究の方向性や、研究材

料、研究・実験方法の妥当性について示唆をもらい討議した。 
 
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 
１）二次選抜の観点 

 研究立案力および企画能力のベースとなる基礎知識、情報調査能力、論理思考、情報を取捨選択す

る焦点化能力の評価に重点をおいた。また、このプログラムでの育成目標の 7 つの視点から採点を行

っている（表９）。 
 表９ 受講生（二次選抜）の選抜・評価基準 
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２）選抜基準 
面接審査を経て十分焦点化され、過去の取り組みに基づいた研究テーマおよびその実施計画が立て

られることを一番の審査基準とした。 
３）選抜方法【資料７】（研究計画書例） 

研究計画書の提出と書面での審査により選抜している。この審査で可能性があると認められたもの

に関しては、面接を実施した。面接過程において、研究テーマに関する調査などの課題を提出し、この

課題への対応状況を加味し評価した。 
４）選抜体制 
  次世代才能支援室教員、ASCENT Program 実施担当教員による合同審査を行った。 
５） 時期別選抜形式 
二次選抜は、実施時期により飛び選抜、早期選抜、基礎講座選抜の 3 方式で行った。 

 
（２）評価の実施結果と課題 
2020 年度選抜（表 10） 
飛び選抜は 9月に、早期選抜は 10月から 2月にかけて随時実施し、結果、飛び選抜により 1名、早期

選抜により 5 名を選抜した。 

 
 
2021 年度選抜（表 11） 
基礎講座選抜は 4月 5日に実施し、10名を選抜した。 

 
 
 

No. 種別 学校名 学年
（R3年度） 研究テーマ

1 飛び 芝浦工業大学柏高等学校 3 青字で学習促進は本当か？
記憶における文字色の効果の検討

人文科学研
究院

准教授 牛谷 智一

2 早期 千葉県立薬園台高等学校 3 オキシペタラムの花色解析 園芸学研究
院

講師 宮原 平

3 早期 東京都立園芸高等学校 3 鶏の知能について 人文科学研
究院

准教授 牛谷 智一

4 早期 市川高等学校 2 長期継代ぬか床の細菌叢 教育学部 教授 大和 政秀

5 早期 昭和女子大学附属昭和高等学
校

2 納豆菌は植物病害を抑制するか 園芸学研究
院

准教授 宇佐見 俊行

6 早期 開成高等学校 3 ストレスと記憶の関係 教育学部 准教授 中道 佳人

担当教員

表 10 2020 年度受講生二次選抜者、指導者と研究課題一覧 
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１）BEVI テストによるグローバル人材としての学びの成果評価【資料８】 

本プログラムではグローバル教育の教育効果を測定するため、留学効果の測定など世界で幅広く用

いられている、心理学をベースとした科学的テスト BEVI をディベート・リーダーシップ講座で使用

した。初回授業（ビデオ視聴）終了後と、それから１か月半を経た最終授業終了後のスコアを比較した

ところ、グローバル人材に必要な異文化への寛容さや国際的視野の広がりといった点で顕著な上昇が

見られた。 
 

Ⅴ. 受講生の成果 
（１）発表等【資料９】（生徒発表例） 
 国際学術誌への論文掲載決定 納豆菌による養液栽培における感染予防の可能性を示した論文が国際

園芸学会・学会誌に掲載決定した。 
 

二次選抜生が様々な国際学会、国内学会に応募し、発表を行った。また JSEC への応募者もいる。

さらにプロシーディング論文を発表しており、このほかにも応募中の論文もある。 
2020 年度、2021 年度各年度の選抜者の成果 
2020 年 9 月 高校生理科研究発表会 1 件 
2021 年 2 月 Annual Meeting of Asia & ASEAN Center for Educational Research 9 件 

7 月 生物オリンピック予選参加 1 件 
8 月 Proceedings of International Research meeting, Summer Institute of Asia & 

ASEAN Center for Educational Research 8 件 
9 月 日本植物病理学会関東部会 1 件 

表 11 2021 年度受講生二次選抜者、指導者と研究課題一覧 

No. 種別 学校名 学年
（R3年度） 研究テーマ

1 基礎講座 私立鵠沼高等学校 2 寄生虫感染による昆虫の行動変化 理学研究院 教授 村上 正志

2 基礎講座 市川高等学校 2 非公式緑地の活用 園芸学研究
院

教授 古谷 勝則

3 基礎講座 私立鵠沼高等学校 3 ドローンを使った農薬散布 園芸学研究
院

教授 古谷 勝則

4 基礎講座 市川高等学校 2 都市緑地の補完に向けたインフォーマル緑地
の利用の可能性

園芸学研究
院

教授 古谷 勝則

5 基礎講座 国立木更津工業高等専門学校 2 グリーンカーテン効率よく使う方法 工学研究院 准教授 林 立也

教育学部 教授 大和 政秀
教育学部 教授 野村 純
教育学部 准教授 林 英子
教育学部 特任助教 田邊 純
教育学部 教授 野村 純
教育学部 教授 飯塚 正明

9 基礎講座 芝浦工業大学柏高等学校 2 鉛筆とシャーペンによる記憶への影響 人文科学研
究院

准教授 牛谷 智一

10 基礎講座 市川高等学校 2 蚕がの幼虫の色 理学研究院 教授 村上 正志

担当教員

6 基礎講座 2 発酵食品の抗ミュータンス菌活性市川高等学校

7 基礎講座 2 廃棄ピーナッツ殻からのナノセルロース抽出市川高等学校

市川高等学校8 基礎講座 2 鉄・活性炭ペレットのイオン放出能
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9 月 The 6th International Symposium for Sustainable Landscape Development (ISSLD)  
Virtual Meeting, September 15-16, 2021, Indonesia 1 件 

9 月 高校生理科研究発表会 1 件 
       10 月 全国受講生研究発表会 3 件 
 10 月 JSEC 予備審査～一次審査会 1 件 

11 月 情報オリンピック 1 次予選参加 2 件 
12 月 情報オリンピック 2 次予選参加 1 件 
12 月 サイエンスキャッスル関東大会参加 2 件 

2022 年 2 月 International Research Meeting of Asia & ASEAN Center for Educational Research 
  10 件 

 Proceedings of International Research meeting, Spring Institute of Asia & 
ASEAN Center for Educational Research 4 件 

＊9 月の Proceedings of International Research meeting：研究発表は 9 件行ったが、1 件は Organizer
により内容不十分と判定され、冊子に掲載されなかった。 

 
（２）具体的な受賞例 
2021 年度高校生理科研究発表会 奨励賞「納豆菌は植物病害を抑制するか」 
2021 年度 JSEC   敢闘賞「納豆菌は植物病害を抑制するか」 
2021 年度全国受講生研究発表会 受講生投票賞「発酵食品の抗ミュータンス菌活性」 
2021 年度サイエンスキャッスル 慶應義塾大学薬学部賞「蚕がの幼虫の色」 
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Ⅵ．得られた成果の把握と普及・展開 
（１）成果の把握 

 

 
１） 生徒の成果 

 生徒は指導教員と密接に連絡を取りながら研究活動を行っており、指導教員を通して研究成果をコ

ーディネーターは把握するとともに、生徒との個別面談、Research Progress での研究進捗状況報告

により把握している。 
指導教員との緊密な連携を進めるために、コーディネーターが状況に応じ指導教員と受講生との連

携を支援している。また、研究が滞る場合には ASCENT 教員によるカウンセリングも実施している。 
各種発表会への応募を積極的に推奨し、受講生本人が自分の研究の進捗状況を把握できるようにする

とともに、支援する教員も把握できるようにしている。 
２） 生徒の成長の評価  

先端科学基盤コースでは、受講生の成長をⒶ提出課題、Ⓑディベート大会、Ⓒデザインコンペにより、

自らが実感できるとともに、教員側でも把握している。 
二次選抜のための評価を ASCENT 教員で実施し、研究計画案の具体性や有意義さを受講生の研究

姿勢、能力と共に評価化している。 

表 12 2020 年度、2021 年度各年度の選抜者成果一覧 

番号 選抜種別 学校名 学年 研究テーマ

1 飛び選抜 芝浦工業大学柏高等学校 3
青字で学習促進は本当か？
記憶における文字色の効果の検討

高校生理科研究発
表会（2020.9）

国際研究発表会
（2021.2.）

2 R2早期1 千葉県立薬園台高等学校 3 オキシペタラムの花色解析
国際研究発表会
（2021.8.）

3 R2早期2 東京都立園芸高等学校 3 鶏の知能について

4 R2早期3 市川高等学校 2 長期継代ぬか床の細菌叢
国際研究発表会
（2022.2.）

5 R2早期4
昭和女子大学附属昭和
高等学校

2 納豆菌は植物病害を抑制するか
国際研究発表会
（2021.8.）

2021年度高校生
理科研究発表会
→奨励賞受賞

2021年度日本植
物病理学会関東大
会

2021年度JSEC
→敢闘賞受賞

東京農工大学発表
会

国際園芸学会誌
掲載決定

6 R2早期5 開成高等学校 3
ストレスと記憶の関係→恐怖感情
がヒトの注意機能に及ぼす影響

国際研究発表会
（2022.2.）

7 R3基礎1 私立鵠沼高等学校 2
エサの集合性はハエトリグモによ
る捕食に影響するか

国際研究発表会
（2021.8.）

国際研究発表会
（2022.2.）

8 R3基礎2 市川高等学校 2
非公式緑地の活用→若者の非公式
緑地に対する認識

国際研究発表会
（2021.8.）

The 6th ISSLD※
1

2021年度全国受
講生研究発表会

論文投稿中

9 R3基礎3 私立鵠沼高等学校 3 ドローンを使った農薬散布

10 R3基礎4 市川高等学校 2
都市緑地の補完に向けたイン
フォーマル緑地の利用の可能性

国際研究発表会
（2021.8.）

2021年度全国受
講生研究発表会

東京農工大学発表
会

論文投稿中

11 R3基礎5
国立木更津工業高等専
門学校

2
グリーンカーテン効率よく使う方
法

東京農工大学発表
会

12 R3基礎6 市川高等学校 2 発酵食品の抗ミュータンス菌活性
国際研究発表会
（2021.8.）

2021年度全国受
講生研究発表会
→受講生投票賞受
賞

2021年度JSEC
2021年度サイエ
ンスキャッスル

13 R3基礎7 市川高等学校 2
廃棄ピーナッツ殻からのナノセル
ロース抽出

国際研究発表会
（2021.8.）

2021年度JSEC
東京農工大学発表
会

14 R3基礎8 市川高等学校 2
鉄・活性炭ペレットのイオン放出
能

国際研究発表会
（2021.8.）

2021年度JSEC
東京農工大学発表
会

15 R3基礎9 芝浦工業大学柏高等学校 2
鉛筆とシャーペンによる記憶への
影響

国際研究発表会
（2021.8.）

16 R3基礎10 市川高等学校 2 蚕がの幼虫の色

2021年度サイエ
ンスキャッスル
→慶應義塾大学薬
学部賞受賞

東京農工大学発表
会

※1 The 6th International Symposium for Sustainable Landscape Development 2021.9.15-9.16

参加した学会等
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二次選抜生の定期的ミーティング「Research Progress」を毎月開催している。Zoom で実施し、あ

らかじめ提示してあるスライドのテンプレートに従い研究成果をまとめ、発表し、受講生間での討議を

含め質疑応答、指導を行っている。この時に生徒の成長状況を確認している。 
３） BEVI テストの実施 

科学的視点からグローバル能力の成長を評価している。またこの結果は学会発表している。【資料８】 
 
（２）普及・展開 
１）成果取組の公開  

ホームページからの情報発信 プログラム紹介動画、講座紹介動画（https://gsc.e.chiba-u.jp/） 
 Facebook address: 

 https://www.facebook.com/ASCENTProgramChibaUniversity  

Instagram account:  

https://www.instagram.com/chibau_ascent_program   

ASCENT プログラム年次報告書作成と配布【資料１０：以下の URL 参照】 
https://gsc.e.chiba-u.jp/.assets/ASCENT_2020_web%2B.pdf 
https://gsc.e.chiba-u.jp/publication/ 
アジア・アセアン教育研究センターSummer Institute での取り組み紹介【資料１１：以下の URL 
参照】 
http://twincle.e.chiba-u.jp/jpn/AACER/ann_meet_rep_eng.html 
千葉大学教育学部研究紀要への投稿（科学技術振興機構グローバルサイエンスキャンパスの支援に

よる千葉大学 ASCENT プログラムの開発、(DOI:10.26776/S13482084-70-p183）） 
２）高校への取り組み 

SSH 支援としてⒶResearch Progress での発表用に開発したスライドテンプレートの提供 
ⒷResearch Progress での質問用に開発したスライドテンプレートの提供 

千葉県 SSH 連合プログラム「先進科学加速化プログラム」への先端科学基盤コースで開発した講座

を提供 
高校生向け千葉大学独自講座の実施（AP）：先端科学基盤コースで開発した講義および実験講座を提

供 
 
Ⅶ．ASCENT プログラムの実施体制 
（１）プログラム実施母体 

１）次世代才能支援室 

学内におけるプログラム実施の責任母体として、プログラムを一括管理するための「次世代才能支

援室」を国際未来教育基幹の高大接続センターに設置した。ここが中心となり、全学組織としてプロ

グラムを推進している。 

２）コーディネーター 

プログラムのコーディネーターとして、外国人若手研究者（進化生物学）を採用している。これに

より研究者の視点から受講生の育成を進めるとともに、研究打ち合わせなどは英語で行うことを基本
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にすることで、普段の活動が国際性付与になるように工夫している。 

 

（２） 学内体制（図 13） 

１）高大連携推進専門部会 

本企画を安定的に運営し、成果を確実にするため、各研究科、学部の代表者より構成される高大連

携推進専門部会の審議事項として取り上げ、全学の教員が参加するプログラムであることを確認した。

これにより特定の教員への過度の負担を回避しつつ、より高度なプログラムを実施できる体制を構築

した。 

２）全学連携 

出る杭人財選抜養成のパイオニアである先進科学センター、データサイエンス教育の推進機関であ

るデータサイエンス教育実施本部、統合情報センター、イノベーション教育センター（教育改革推進

部門）、アカデミック・リンク・センター（スマートラーニングの実施）、全学教育センター（英語教

育やデータサイエンス教育必修化における実施部局）が、これを支援する形を構築した。また高大接

続の強化のために、元高校校長経験者である高大連携支援室特任教授、高校生向け科学教育活動を続

けてきたサイエンススタジオ CHIBA 担当教授、グローバル科学教育を推進するアジア・アセアン教

育研究センター長を配置して、講座の安定的運営を進めた。 

 

（３）千葉県全域を含む関東圏科学教育コンソーシアム形成 

平成 26 年度から平成 31 年度まで実施していた大学教育再生加速プログラム（AP）で構築した千葉

大学と近隣都県を含む県下の高校、教育委員会が連携する高大連携コンソーシアム「全県域SSH体制」

を活用することで、本プログラムを効率よく運用できるようにした。すなわち千葉大学の理系総合大

学としての特徴と千葉県が持つ教育リソースを最大限に生かす体制となっている。参加校は千葉県

図 13  ASCENT プログラム実施全学体制 
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内にとどまらず東京を含め 32校であり、今後さらに活動の範囲が拡大することが期待できる。さらに

次世代才能支援室は高大連携支援室と協働し、県域の学校を広く訪問し、ASCENT プログラムの周知

を図っている。 

その他にも、（A）千葉県高等学校教育研究会（理科部会・数学部会・情報教育部会・地理部会・ESD

研究部会）、（B）千葉県工業系高大連携推進委員会、（C）工業系高校人材育成コンソーシアム千葉、（D）

高大接続カリキュラム開発連絡協議会（工学部と市立千葉高等学校との高大接続事業）に参加し、意

見交換を進め、関係を強化している。 

 

（４）グローバル教育体制 

千葉大学と ASEAN 主要大学・高校によるグローバル科学教育推進「ツインクルコンソーシアム」

と協働しグローバルな科学教育協働コンソーシアムを形成しており、これにより海外教育機関と協働

したグローバル人材養成プログラムの開発が可能である。 

 

（５）アジア・アセアン教育研究センターによる海外の高校との協働 

アジア・アセアン教育研究センターでは、千葉大学とアジア諸国の高校教員と大学教員のコラボレ

ーション授業の開発が進行している。既に高大協働のアクティブ・ラーニング授業として、教員と高

校生がチームとなって未来について討議する授業を開発した。この授業では日本の高校教員、大学教

員、ASEAN 連携大学教員・高校教員のチームを作り、ここに高校生グループを配置し実施した。ま

ず高校生に未来の社会を描かせ、この絵をもとに ASEAN 教員が高校生にインタビューを行い、高校

生が考えた言葉を拾った。この言葉を使いKJ法により発表を行った。令和3年度の Summer Institute
はオンラインで開催され、100 名以上の高校生がアジア各国から参加した。この中に ASCENT 選抜生も

参加し、オンラインホワイトボードを用いたディスカッションやポスター作成、Zoom でのポスター発

表会により、グローバル環境での SDGs に関する討議を体験した。 

 

Ⅷ．企画実施期間終了後の継続 

（１）既存教育資源の有効活用 

活動期間内を通し、既存教育資源の掘り起こしを図る。県内においても様々な科学教育への取組が

行われているが、それぞれの連携が横にも縦にもないのが現状である。高校との話し合いにおいても

同種の活動が多く、それぞれの特徴、狙いが分からなくなり、生徒たちがどれに参加すればよいのか

の取捨選択さえできない状況であるとの指摘がある。この点を踏まえ、なるべく多くの教育資源を見

出し、窓口を一元化することで、それぞれの目的、位置づけを明らかにする。この結果、多様な年齢

に対応した、レベルごとの「出る杭人財」養成に最もふさわしい、プログラム体系を構築する。 

 

（２）入試との連動 

本プロジェクトは出る杭人財養成を目指すものであり、高大接続による人材育成が重要である。 

高度研究人材養成を実効性のあるものとするには、今後、入試との連動は重要である。現在、千葉大

学では全学体制で新型入試への移行をすすめており、これに伴い多様な才能を確保するための方策を

準備している。ASCENT プログラム活用も、この改革における重要な検討事項となる。特に ASCENT
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プログラムで開発中の２段階選抜システムをいかに活用するかについて検討する。事業終了後には、

早期入学・早期卒業のシステムの活用も検討することで、より多くのグローバル理系人材の育成を推

進する計画である。 

 

IX. 実施機関としての中間評価と今後の重点課題 

（１）募集の強化 

 優秀な受講生をより多く募集するためには、募集を強化する必要がある。現在千葉県では SSH 連

合の人材養成プログラムが同時並行して実施されているため、県内公立 SSH からの募集が望めない

状況である。このため、これに加盟していない高校や県外の高校への働き掛けを強化する。 

また、オンライン説明会に参加するための二次元コードを配したポスターやオンライン説明会の実

施は効果があったと考えられるので、これを拡大していく。 

 

（２）課題研究提案力の強化  

早期からの専門家教員の支援を開始することにより、受講生の研究への動機づけの強化を目指す。

現在は、まずコーディネーターが指導し、リサーチプロポーザルの作成を行っているが、コーディネ

ーターの専門性に基づき生物分野に偏りが出る傾向が視察委員より指摘されているので、選抜前の研

究計画指導の早期段階からの専門教員の指導を拡大していく。 

 

（３） 研究成果発信力強化  

研究成果を発表することに積極性を持たせる。高校の試験等行事日程も問題となるので、これらを

把握し、早期から発表への視点を持たせ、段取りをもって発表準備する考え方を身につけさせる。ま

た、二次選抜に至らなかった一次選抜生にも支援を工夫することによって、より広くプログラムの効果

が表れるように強化する。 


