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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、千葉大学が実施した令和2年度グローバルサイエンスキャ
ンパス「Society 5.0を創出する未来リーディング人財養成～科学
技術の高度な基礎力とSociety 5.0において世界を作り上げる能力
を併せ持った課題解決型科学技術人財の養成～」の成果を取りまと
めたものです。



育成する人材像

科学技術分野の高度な基礎力と

データサイエンスの素養に基づいて、

Society 5.0をデザインすることのできる

「未来価値創出力」

を持つ研究開発人財
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未来リーディング人財の能力

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 科学的論理思考

⑥ 価値デザイン力

⑦ 俯瞰力

未来価値創出力の構成因子
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Society 5.0を創出する未来リーディング人財養成空間

AP 次世代才能スキップアッププログラムのノウハウ

第２次選抜

第１次選抜

高
校
１
年
生

高
校
２
年
生

大学教育レベルの科学技術分野に係る高度な基礎力を養成

先端科学
基盤コース

課題解決力
養成

好奇心と自主性に優れた人財

未来デザイン思考

必要となる３つの能力を育成

未来価値を創出するリーディング人財の養成

データサイエンス
素養

●分析学の素養を
課題研究に活用

●アプリケーション
開発教育

●データサイエンス

分析学・プログラミング

●論理学

●科学哲学

グローバル
科学・技術力

●科学実験・体験講座
（大学教養レベル）

●CLILによる英語での
科学実験講座

●英会話基礎

●オーダーメイド型

研究指導

●グローバル環境での
課題解決型（SDGs）
ワークショップ

リーダシップ体験

●社会デザインに
関する基礎学習

自ら課題設定でき科学実験・調査・分析の基本を有した人財
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募集 教育委員会・APコンソーシアムと連携

選抜・養成のサイクル

国際研究発表会
論文発表

英語論文・研究発表指導

第２次選抜

第１次選抜

●科学技術基礎学習
●データサイエンス講座 分析学基礎 プログラミング基礎
●社会デザイン基礎学習 ●科学英語学習

先端科学基盤コース

課題解決力養成
●課題研究活動 研究室配属での指導

●課題解決学習⇒データサイエンス＋デザイン思考

39人選抜

サイエンスキャンプ高校生理科研究発表会

成果発表 高・大教員が支援者として参加

6人選抜

春・夏・冬休みを利用

海外連携大学
研究インターンシップ

飛び入学等 千葉大学先進科学プログラム グローバルに活躍する未来の研究者

コロナの影響で中止
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科学哲学、研究倫理
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オンライン：双方向講座（第1回9月６日、第2回９月２７日）
野村 純（教育学部・教授）、ホセ サイード グティエレス オルテガ（コーディネーター・特任助教）

科学の成り立ちを知り、科学的に考えることの意味を知る

研究において守るべきことを知り、研究者としての自覚を持つ

科学の基本についてギリシャ哲学からの発展の概略を知るととも

に、科学の強みと弱みを理解するもの

研究倫理を学び、研究者として取るべき行動を学ぶもの



論理・分析学講座
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オンライン：オンデマンド講座 (9月～10月に視聴)
牛谷智一（人文科学研究院・准教授）

実証の論理を考えることで研究能力を高める

科学的実証法の基礎について学習し、課題に取組むことで

事象を論理的に考える態度を身につける。

経験科学における実証法やデータ解析の基礎に関する講義の録画・配信に加え，

エクセルでデータを解説しながら分析する様子を，画面動画キャプチャアプリケー

ションで録画したものも配信することで，対面でなければ難しい解析実習の代用と

し，受講生の理解を促進した。



データサイエンス素養
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Google Classroom (Google Meet)を用いた同時双方向授業と

Google Colaboratory を用いたオンデマンド授業を組み合わ

せて実施した。

Google Colaboratory を用いたオンデマンド授業では Jupyter

Notebookを利用してPython 言語を用いたプログラミングと

matplotlibとpandasを用いたデータ解析・結果のグラフ表示

方法をワークブック形式で演習した。

プログラミング能力の基礎及びデータサイエンスの概念を知ることで

Society 5.0に対応した研究能力を身につける

オンライン：双方向講座 (10月~1１月)
松元亮治（理学研究院・教授）、松本洋介（理学研究院・特任准教授）

プログラミング演習(1月~2月)

学習の成果をもとにプログラム作成をチームに分かれ実施した。



ディベート講座
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オンライン：双方向講座(10月～11月)
大西好宜（国際未来教育基幹・教授）

ディベートコンテスト

11月22日に千葉大学において実施

ディベート大会の審判を6名招聘し

トーナメント形式で実施学習の成果

を確認し、さらに実地での能力の伸

長を図った。

ZOOMを用い、各チームごとに分かれて資料調査や作戦会議を行い、オンラ

イン上でディベートし、ディベートの基礎を身につけた。

論理的に主張する力をつけることで情報発信力を高める



未来デザイン思考
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【導入】社会デザイン基礎学習（課題）視聴15分程度
齋藤雪彦（園芸学研究科准教授）・古谷勝則（園芸学研究科・教授）
課題の説明：「身の回りの空間でお気に入りの散歩道をデザインする」

【1回】社会デザイン基礎学習 視聴60分 秋田典子（園芸学研究科・准教授）
「社会が抱える問題を土地利用からデザインしてみよう。持続可能って何。」

【2回】社会デザイン基礎学習2 視聴60分 木下 剛（園芸学研究科・准教授）
「千年の時を紡ぐ定住地：〈千年村〉とは？」

【3回】社会デザイン基礎学習3 視聴60分 霜田亮祐（園芸学研究科・准教授）
「風景環境をデザインする」

【4回】社会デザイン基礎学習4 視聴60分 本條 毅（園芸学研究科・教授）
「都市の中にある緑地がなぜ大切なのか」

【5回】社会デザイン基礎学習5 視聴60分 百原 新（園芸学研究科・教授）
「地球環境と私達の生活を長い時間スケールで考える」

【6回】社会デザイン基礎学習6 視聴60分 岩崎 寛（園芸学研究科・准教授）
「緑地によって人は心を癒される」

【7回】社会デザイン基礎学習7 双方向60分
齋藤雪彦（園芸学研究科准教授）・古谷勝則（園芸学研究科・教授）
作品を発表：身の回りの空間でお気に入りの散歩道をデザインする

環境デザインを学び、社会、世界をデザインしていくという意識を醸成
オンライン：オンデマンド及び双方向講座(12月～2月)



科学・技術能力養成
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科学実験・体験講座（11月～12月）
実際の実験体験を通し、研究者としての感覚を養うもの

「魚のたんぱく質を分析してみよう」

野村純 （教育学部・教授）

ステファン・オコンコ（教員研修留学生）

「生物の進化系統樹を作成してみよう」

大和政秀 （教育学部・教授）

「植物DNAのPCR増幅」

ホセ サイード グティエレス オルテガ

（コーディネーター・特任助教）

「痕跡化石の観察」

泉賢太郎 （教育学部・准教授）

「木質の科学的測定」

田邉 純 （教育学部・特任助教）

「色の変化で酸化還元反応を見る」

林 英子 （教育学部・准教授）

コロナ禍で実施が制限されたため、

選択制で実施した。



グローバル力養成

英語科学実験講座：CLIL（内容言語統合教育）（11月）
ステファン オコンコウ（教員研修留学生・高校生物教員）、野村 純（教育学部・教授）

SDS-PAGE解析法による魚筋肉タンパク質の分析（プロテインフィンガー
プリンティング）を用いた進化樹形図の作成を、留学生の指導で実施
科学英語への慣れの加速を狙ったもの

オンライン：双方向 科学英会話基礎（9月～11月）
教員研修留学生

留学生によるオンラインでの英語会話講座
特に科学英会話の能力の伸長を目指した。

国際研究発表会での発表（2月）
2月のアジア・アセアン教育研究センターが主催する国際研究発表会におい
てデータサイエンス・プログラミング講座での成果をチームごとに発表した。

ムンドス：研究者トレーニング（12月）
ペドロ テハ（教員研修留学生・高校物理教員）

ムンドス星探査という架空の設定の下、研究チームに分かれロールプレイを行った
研究にあたって俯瞰的視野を持ち、協働することの大切さを学ぶもの
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11月にプログラミング講座の受講を終えた受講生は、1月から2月にかけ演習と
して「社会の課題を解決するアプリケーション」の開発に挑んだ。受講生は8

チームに分かれ、オンラインミーテイングで開発を進め、2月に開催された国際
研究発表会において開発の成果を発表した。

プログラミング演習

No 研究課題名 チーム名

1 Time Scheduling ASCENT Program-TEAM1

2 Calendar for Students ASCENT Program-TEAM2

3 Let’s make a pot ASCENT Program-TEAM3

4 Web Application Development "NANJI" ASCENT Program-TEAM4

5 HEALTH CHECKAPP -A Programming Application for Diagnosing Diseases- ASCENT Program-TEAM5

6 Personality Clinic ASCENT Program-TEAM6

7 Math game -Let's judge whether odd or even- ASCENT Program-TEAM7

8 Fortune-telling app ASCENT Program-TEAM8


