
徳島県高等教育機関連携型 『ジュニアドクター発掘・養成講座』徳島県高等教育機関連携型 『ジュニアドクター発掘・養成講座』

鳴門教育大学では，『ジュニアドクター発掘・養成講座』に参加する受講生を募集しています。

本講座は，国立研究開発法人　科学技術振興機構（JST）の事業である

「ジュニアドクター育成塾」に採択された新規のプログラムとして実施します。

理数・技術（情報）領域に高い意欲と才能を有する小学校5・6年生及び中学生を対象に，

問いの資質能力（“探る・究める・発見する”）を重視した

幅広い科学技術分野の専門研究における探究活動を取り入れた教育プログラムを実施することで，

未来の科学技術者であるジュニアドクターを発掘・養成します。

関心のある方は，取組概要およびホームページを参照のうえ，ふるってご応募下さい。

※本講座は，国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）「ジュニアドクター育成塾」（平成29年度新規プログラム）の事業です。

連携機関：徳島大学／徳島文理大学／四国大学／阿南工業高等専門学校
　　　　　徳島県教育委員会／徳島市教育委員会／鳴門市教育委員会

募 集 要 項

募 集 人 数

募 集 対 象

地 　 　 域

費 　 　 用

募 集 締 切

応 募 方 法

選 考 方 法

選考結果発表

研究基礎コース　40名

平成29年4月時点で小学校5・6年生，中学生
※毎月2～3回，主に土・曰曜日に鳴門教育大学（連携大学：徳島大学・徳島文理大学・四国大学・阿南工業
高等専門学校）で実施する講座及び学校の休校期間に行われる集中講座に参加できる方。

徳島市，鳴門市および本学に通える地域（中四国・近畿地方を含む）

無　料　（※会場までの交通費，食事費などは受講生の負担です。）

平成29年7月31曰（月）必着

ホームページからダウンロードした応募書類（応募申請書と自己推薦書）に必要事項を
記入し，下記の応募書類送付先に郵送（簡易書留等）にてお送り下さい。

選考委員による書類審査と面接（面接日は，後日お知らせします。）

9月上旬に応募者全員に書面又はメールにて選考結果をご連絡します。

参加無料
※会場までの交通費，食事費などは

参加者負担です

〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748
鳴門教育大学 自然系コース（理科）
徳島県高等教育機関連携型
「ジュニアドクター発掘・養成講座」 事務局  早藤 幸隆 宛 
TEL.088-687-6409
E-mail： hayafuji@naruto-u.ac.jp
ホームページ http://www.naruto-u.ac.jp/projects/jisedai/



学校，教育委員会，地域の関係機関や科学者・技術者等の専門家と連携して，
自ら考え，手を動かし，広い視野から探究し，成果を伝えるコミュニケーション能力を育み，
社会を牽引する未来の科学技術者につながる体系的な教育プログラムを展開します。

開設講座：理科（化学・地学・物理学・生物学）領域
　　　　　数学（算数）領域，情報学領域，生命科学領域
　　　　　基礎科学領域，医学領域

未来の科学技術者を募集します。

研究応用コース（10名程度：研究室での個別指導）

化学・物理学・生物学・地学・情報学・数学領域

科学コンテストへの参加

科学オリンピック，科学の甲子園ジュニアなど

研究標準コース（個に応じた才能育成［少人数指導］）

研究標準講義・研究標準実験

受講生の 　　　育成目標

受講生の
育成目標

研究応用要素を養成

自律性，論理的思考力，倫理性，体系的理解，汎用性

研究基礎要素を養成

知的好奇心，積極性，社会的内省性，基礎学力，対話力

受講生の 　　　育成目標

研究室マッチング

研究倫理・科学英語に関する講義

研究成果発表（学会・学術論文）
受講生研究成果発表会（公開）

選抜以外の受講生は，
「サイエンスクラブ in 徳島」
によりフォローアップ

選　抜
サイエンススペシャルレクチャー
キャリアワークショップ
SSH高との交流
保護者参加型科学実験

研究基礎コース（40名：一斉指導）

共通科目（10回）
研究基礎講義
専門科目（10回）
研究基礎実験，実習・演習

レベルアップ
（個の対応）

２ 

年 

目

１ 

年 

目

研究基礎コース（40名：一斉指導）

　研究基礎コースは，科学技術者として求められる研究基礎要素（知的好奇心・積極性・社会的内省性・基礎学力・対話力）を養成します。
　研究基礎コースは，受講生が科学研究に必要な基礎的能力を身に付けることをねらいとして，大学基礎レベルの講義，実験・実習・演習を実施します。

（1）共通科目　実施場所は，主として鳴門教育大学（科目に応じて連携機関で実施）
　研究基礎講義（1回の講義は，90分×2とディスカッション或いはテスト50分）
化学・地学・物理学・生物学の基礎，物質学・生命科学の基礎，数学・情報学の基礎，生理学の基礎
　受講生が，様々な領域・分野において，自ら幅広く勉学する視野を養うことをねらいとして，大学基礎レベルの講義を実施します。

（2）専門科目　実施場所は，主として鳴門教育大学（科目に応じて連携機関で実施）
　研究基礎実験・実習・演習（1回分は，180分とディスカッション或いはテスト50分）
研究基礎実験（生物学・化学・基礎科学実験），実習・演習（数学・宇宙物理学・地学・情報学）

研究標準コース：個に応じた才能育成（少人数指導）

　研究標準コースは，科学技術者として求められる研究基礎要素（知的好奇心・積極性・社会的内省性・基礎学力・対話力）を養成します。
　研究標準コースは，受講生が解決すべき問題に集中し続けることができる目標とテーマを設定し，大学レベルの実験・実習を実施します。

（1）研究標準講義（必要に応じて回数設定）
　特定の領域・分野における視野を養うことをねらいとして，大学レベルの講義を実施します。

（2）研究標準実験（必要に応じて回数設定）
　特定の領域・分野における科学技術的スキルの養成を目的として，大学レベルの実験を実施します。

研究応用コース（10名程度：研究室での個別指導）

　研究応用コースは，科学技術者として求められる研究応用要素（自律性・論理的思考力・倫理性・体系的理解・汎用性）を養成します。
　研究応用コースは，受講生の科学技術への夢と将来の進路に関連が深く，解決すべき問題に没入し続けることができる目標とテーマを設定し，課題
研究を実施します。

　研究基礎コース及び研究標準コースを修了見込の受講生に対して，二次選抜者を決定します。二次選抜された受講生は，研究応用コースにおいて，
希望する研究分野の研究指導教員と面接および研究室マッチングを実施した後，鳴門教育大学，徳島大学，徳島文理大学，四国大学，阿南工業高等専門
学校の教員が幅広い分野・領域で研究指導を担当します。
　二次選抜以外の受講生に関しては，「サイエンスクラブin 徳島」がフォローアップします。

　共通科目と連動して実施

研究基礎コース（初年度）内容

平成29年度『ジュニアドクター発掘・養成講座』の流れ

共通科目：研究基礎講義（10回） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

土・日の午後（13時～17時）に実施予定1

専門科目（10回） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

土・日の午後（13時～17時）に実施予定2

　調整中

施設見学・キャリア教育（各1回）3

　調整中

サイエンススペシャルレクチャー・キャリアワークショップ（各1回）4

　一定以上の研究基礎能力を有する受講生を対象に実施。

研究標準コース（必要に応じて回数設定）5

1 2 3 4
申込〆切

平成29年7月31曰（月）

ホームページより
詳細確認。

応募書類のダウンロード。

選考結果
9月上旬受講生発表

応募者全員に書面
又はメールにて通知。

開講式
未定

●共通科目
●専門科目
●キャリア教育
●施設見学

研究基礎コース
（研究標準コース）

9月～3月末

領　域 共通科目 講座課題 講座内容 講　師

理科（化学）
領域

化学の基礎 電気と化学

　電解質溶液の電気分解を通して，化学反応の定量性を確認し，電気分解の法則について探究
する。
① 電解質溶液： 電解質を水に溶解すると導電性を示すことを確認。
② 電気分解　： 水酸化ナトリウム水溶液を電気分解し，発生する気体の通電時間依存性をグラフに

まとめる。

武田　　清
（鳴門教育大学）

理科（地学）
領域

地学の基礎 地球の歴史を
読み解こう ！

① 化石ってなんだ？化石には様々な種類があること，化石になるまでの過程を勉強してみよう。
② 肉眼サイズから顕微鏡サイズまで，様々な時代の化石を観察しよう。
③ 化石をもとに，地球の歴史を考えてみよう。

足立奈津子
（鳴門教育大学）

理科（物理学）
領域

物理学の基礎 宇宙について
知ろう ！

① 宇宙と太陽系についての講義
② 宇宙物理学についての基礎的な講義
③ 宇宙の謎について

田村　和之
（鳴門教育大学）

理科（生物学）
領域

生物学の基礎 遺伝子って
なんだろう？

　「遺伝子」という言葉を聞いたことのない人はいないでしょう。でも「遺伝子」を自分の言葉で
説明したり，「遺伝子」と「DNA」との違いについて理解することは意外に難しいものです。この
授業では「遺伝子」について学び，「遺伝子」を自分の言葉で説明できることを目指します。

渡部　　稔
（徳島大学）

技術（情報）
領域

情報学の基礎 コンピュータの基礎を
学ぼう ！

　カードや黒板を使った活動を通して，コンピュータの基礎となる知識やアルゴリズムについて学びます。
① 数当て，最小の手順で回答しよう。
② 二進数ってなんだろう。
③ バーコードの秘密，正確に値を読み込めるのはなぜだろう。

曽根　直人
（鳴門教育大学）

医学領域 生理学の基礎 脳のことは
脳で考えよう！？

　脳は人間にとってとても大切なものです。たとえば，眠っている時のように，脳が休んでしまうと，
自分というものも居なくなってしまいます。また，脳の働きについて考えているのも脳です。脳や
その部品である神経について，いっしょに探っていきましょう。

勢井　宏義
（徳島大学）

生命科学領域
生命科学の
基礎

生命の体を作っている
成分は何だろう？

　生命の体を構成する成分がどのような物質であるかについて概説し，アミノ酸，ペプチド，タンパ
ク質が部分的に左右の構造を持ち，それにより異なる働きをすることを解説する。

胸組　虎胤
（鳴門教育大学）

数学（算数）
領域

数学の基礎 模型づくり
さおばかりづくり

　さおばかりづくりを通して，さおばかりに潜む数理を発見する。これを通して，数学的，科学的な
視点や感覚を豊かにして，科学・技術に対する興味を喚起する。

金児　正史
（鳴門教育大学）

成川　公昭
（鳴門教育大学）

基礎科学領域 物質学の基礎① 物質を構成する
化学結合とは ！

　物質を構成する原子の構造や原子やイオンが集まり，分子や結晶を作るときの化学結合について
考えてみよう。

早藤　幸隆
（鳴門教育大学）

基礎科学領域 物質学の基礎② 有機化合物って
何だろう？

　自然界の様々な物質の中で，炭素原子を中心として，他の原子が結合している有機化合物の種類
と特徴について考えてみよう。

早藤　幸隆
（鳴門教育大学）



学校，教育委員会，地域の関係機関や科学者・技術者等の専門家と連携して，
自ら考え，手を動かし，広い視野から探究し，成果を伝えるコミュニケーション能力を育み，
社会を牽引する未来の科学技術者につながる体系的な教育プログラムを展開します。

開設講座：理科（化学・地学・物理学・生物学）領域
　　　　　数学（算数）領域，情報学領域，生命科学領域
　　　　　基礎科学領域，医学領域

未来の科学技術者を募集します。

研究応用コース（10名程度：研究室での個別指導）

化学・物理学・生物学・地学・情報学・数学領域

科学コンテストへの参加

科学オリンピック，科学の甲子園ジュニアなど

研究標準コース（個に応じた才能育成［少人数指導］）

研究標準講義・研究標準実験

受講生の 　　　育成目標

受講生の
育成目標

研究応用要素を養成

自律性，論理的思考力，倫理性，体系的理解，汎用性

研究基礎要素を養成

知的好奇心，積極性，社会的内省性，基礎学力，対話力

受講生の 　　　育成目標

研究室マッチング

研究倫理・科学英語に関する講義

研究成果発表（学会・学術論文）
受講生研究成果発表会（公開）

選抜以外の受講生は，
「サイエンスクラブ in 徳島」
によりフォローアップ

選　抜
サイエンススペシャルレクチャー
キャリアワークショップ
SSH高との交流
保護者参加型科学実験

研究基礎コース（40名：一斉指導）

共通科目（10回）
研究基礎講義
専門科目（10回）
研究基礎実験，実習・演習

レベルアップ
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目

１ 

年 
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研究基礎コース（40名：一斉指導）

　研究基礎コースは，科学技術者として求められる研究基礎要素（知的好奇心・積極性・社会的内省性・基礎学力・対話力）を養成します。
　研究基礎コースは，受講生が科学研究に必要な基礎的能力を身に付けることをねらいとして，大学基礎レベルの講義，実験・実習・演習を実施します。

（1）共通科目　実施場所は，主として鳴門教育大学（科目に応じて連携機関で実施）
　研究基礎講義（1回の講義は，90分×2とディスカッション或いはテスト50分）
化学・地学・物理学・生物学の基礎，物質学・生命科学の基礎，数学・情報学の基礎，生理学の基礎
　受講生が，様々な領域・分野において，自ら幅広く勉学する視野を養うことをねらいとして，大学基礎レベルの講義を実施します。

（2）専門科目　実施場所は，主として鳴門教育大学（科目に応じて連携機関で実施）
　研究基礎実験・実習・演習（1回分は，180分とディスカッション或いはテスト50分）
研究基礎実験（生物学・化学・基礎科学実験），実習・演習（数学・宇宙物理学・地学・情報学）

研究標準コース：個に応じた才能育成（少人数指導）

　研究標準コースは，科学技術者として求められる研究基礎要素（知的好奇心・積極性・社会的内省性・基礎学力・対話力）を養成します。
　研究標準コースは，受講生が解決すべき問題に集中し続けることができる目標とテーマを設定し，大学レベルの実験・実習を実施します。

（1）研究標準講義（必要に応じて回数設定）
　特定の領域・分野における視野を養うことをねらいとして，大学レベルの講義を実施します。

（2）研究標準実験（必要に応じて回数設定）
　特定の領域・分野における科学技術的スキルの養成を目的として，大学レベルの実験を実施します。

研究応用コース（10名程度：研究室での個別指導）

　研究応用コースは，科学技術者として求められる研究応用要素（自律性・論理的思考力・倫理性・体系的理解・汎用性）を養成します。
　研究応用コースは，受講生の科学技術への夢と将来の進路に関連が深く，解決すべき問題に没入し続けることができる目標とテーマを設定し，課題
研究を実施します。

　研究基礎コース及び研究標準コースを修了見込の受講生に対して，二次選抜者を決定します。二次選抜された受講生は，研究応用コースにおいて，
希望する研究分野の研究指導教員と面接および研究室マッチングを実施した後，鳴門教育大学，徳島大学，徳島文理大学，四国大学，阿南工業高等専門
学校の教員が幅広い分野・領域で研究指導を担当します。
　二次選抜以外の受講生に関しては，「サイエンスクラブin 徳島」がフォローアップします。

　共通科目と連動して実施

研究基礎コース（初年度）内容

平成29年度『ジュニアドクター発掘・養成講座』の流れ

共通科目：研究基礎講義（10回） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

土・日の午後（13時～17時）に実施予定1

専門科目（10回） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

土・日の午後（13時～17時）に実施予定2

　調整中

施設見学・キャリア教育（各1回）3

　調整中

サイエンススペシャルレクチャー・キャリアワークショップ（各1回）4

　一定以上の研究基礎能力を有する受講生を対象に実施。

研究標準コース（必要に応じて回数設定）5

1 2 3 4
申込〆切

平成29年7月31曰（月）

ホームページより
詳細確認。

応募書類のダウンロード。

選考結果
9月上旬受講生発表

応募者全員に書面
又はメールにて通知。

開講式
未定

●共通科目
●専門科目
●キャリア教育
●施設見学

研究基礎コース
（研究標準コース）

9月～3月末

領　域 共通科目 講座課題 講座内容 講　師

理科（化学）
領域

化学の基礎 電気と化学

　電解質溶液の電気分解を通して，化学反応の定量性を確認し，電気分解の法則について探究
する。
① 電解質溶液： 電解質を水に溶解すると導電性を示すことを確認。
② 電気分解　： 水酸化ナトリウム水溶液を電気分解し，発生する気体の通電時間依存性をグラフに

まとめる。

武田　　清
（鳴門教育大学）

理科（地学）
領域

地学の基礎 地球の歴史を
読み解こう ！

① 化石ってなんだ？化石には様々な種類があること，化石になるまでの過程を勉強してみよう。
② 肉眼サイズから顕微鏡サイズまで，様々な時代の化石を観察しよう。
③ 化石をもとに，地球の歴史を考えてみよう。

足立奈津子
（鳴門教育大学）

理科（物理学）
領域

物理学の基礎 宇宙について
知ろう ！

① 宇宙と太陽系についての講義
② 宇宙物理学についての基礎的な講義
③ 宇宙の謎について

田村　和之
（鳴門教育大学）

理科（生物学）
領域

生物学の基礎 遺伝子って
なんだろう？

　「遺伝子」という言葉を聞いたことのない人はいないでしょう。でも「遺伝子」を自分の言葉で
説明したり，「遺伝子」と「DNA」との違いについて理解することは意外に難しいものです。この
授業では「遺伝子」について学び，「遺伝子」を自分の言葉で説明できることを目指します。

渡部　　稔
（徳島大学）

技術（情報）
領域

情報学の基礎 コンピュータの基礎を
学ぼう ！

　カードや黒板を使った活動を通して，コンピュータの基礎となる知識やアルゴリズムについて学びます。
① 数当て，最小の手順で回答しよう。
② 二進数ってなんだろう。
③ バーコードの秘密，正確に値を読み込めるのはなぜだろう。

曽根　直人
（鳴門教育大学）

医学領域 生理学の基礎 脳のことは
脳で考えよう！？

　脳は人間にとってとても大切なものです。たとえば，眠っている時のように，脳が休んでしまうと，
自分というものも居なくなってしまいます。また，脳の働きについて考えているのも脳です。脳や
その部品である神経について，いっしょに探っていきましょう。

勢井　宏義
（徳島大学）

生命科学領域
生命科学の
基礎

生命の体を作っている
成分は何だろう？

　生命の体を構成する成分がどのような物質であるかについて概説し，アミノ酸，ペプチド，タンパ
ク質が部分的に左右の構造を持ち，それにより異なる働きをすることを解説する。

胸組　虎胤
（鳴門教育大学）

数学（算数）
領域

数学の基礎 模型づくり
さおばかりづくり

　さおばかりづくりを通して，さおばかりに潜む数理を発見する。これを通して，数学的，科学的な
視点や感覚を豊かにして，科学・技術に対する興味を喚起する。

金児　正史
（鳴門教育大学）

成川　公昭
（鳴門教育大学）

基礎科学領域 物質学の基礎① 物質を構成する
化学結合とは ！

　物質を構成する原子の構造や原子やイオンが集まり，分子や結晶を作るときの化学結合について
考えてみよう。

早藤　幸隆
（鳴門教育大学）

基礎科学領域 物質学の基礎② 有機化合物って
何だろう？

　自然界の様々な物質の中で，炭素原子を中心として，他の原子が結合している有機化合物の種類
と特徴について考えてみよう。

早藤　幸隆
（鳴門教育大学）



徳島県高等教育機関連携型 『ジュニアドクター発掘・養成講座』徳島県高等教育機関連携型 『ジュニアドクター発掘・養成講座』

鳴門教育大学では，『ジュニアドクター発掘・養成講座』に参加する受講生を募集しています。

本講座は，国立研究開発法人　科学技術振興機構（JST）の事業である

「ジュニアドクター育成塾」に採択された新規のプログラムとして実施します。

理数・技術（情報）領域に高い意欲と才能を有する小学校5・6年生及び中学生を対象に，

問いの資質能力（“探る・究める・発見する”）を重視した

幅広い科学技術分野の専門研究における探究活動を取り入れた教育プログラムを実施することで，

未来の科学技術者であるジュニアドクターを発掘・養成します。

関心のある方は，取組概要およびホームページを参照のうえ，ふるってご応募下さい。

※本講座は，国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）「ジュニアドクター育成塾」（平成29年度新規プログラム）の事業です。

連携機関：徳島大学／徳島文理大学／四国大学／阿南工業高等専門学校
　　　　　徳島県教育委員会／徳島市教育委員会／鳴門市教育委員会

募 集 要 項

募 集 人 数

募 集 対 象

地 　 　 域

費 　 　 用

募 集 締 切

応 募 方 法

選 考 方 法

選考結果発表

研究基礎コース　40名

平成29年4月時点で小学校5・6年生，中学生
※毎月2～3回，主に土・曰曜日に鳴門教育大学（連携大学：徳島大学・徳島文理大学・四国大学・阿南工業
高等専門学校）で実施する講座及び学校の休校期間に行われる集中講座に参加できる方。

徳島市，鳴門市および本学に通える地域（中四国・近畿地方を含む）

無　料　（※会場までの交通費，食事費などは受講生の負担です。）

平成29年7月31曰（月）必着

ホームページからダウンロードした応募書類（応募申請書と自己推薦書）に必要事項を
記入し，下記の応募書類送付先に郵送（簡易書留等）にてお送り下さい。

選考委員による書類審査と面接（面接日は，後日お知らせします。）

9月上旬に応募者全員に書面又はメールにて選考結果をご連絡します。

参加無料
※会場までの交通費，食事費などは

参加者負担です

〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748
鳴門教育大学 自然系コース（理科）
徳島県高等教育機関連携型
「ジュニアドクター発掘・養成講座」 事務局  早藤 幸隆 宛 
TEL.088-687-6409
E-mail： hayafuji@naruto-u.ac.jp
ホームページ http://www.naruto-u.ac.jp/projects/jisedai/


