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地方の中学生・高校生に最先端の研究を届ける！

バーチャルラボ事業

令和3年3月末日
未来材料・システム研究所



本事業の目的
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地方と都市には、圧倒的な情報格差がある。

その影響は、中高生のキャリアパスにも及んでおり、現場は深刻な状況である。
ほとんどの地方地域には大学がなく大学生もいないため、地方中高生は大学の「生」の姿を理解する機会がほとんどない。
また、地方では医療、教員、地方公務員、サービス業の従事者が大多数で、中高生は無意識のうちに、それらの中から将
来の夢を決めようとしており、大きな可能性を知ることができる大学の意義も実感しにくい。

このような地方中高生に必要なことは、まず、「私が知らない可能性（夢）が、まだまだたくさんありそうだ」ということに気づく
機会を得ることであり、彼らが、その未知の可能性について自力で調べるきっかけを持つことである。
我々は、大学が社会の多様な可能性を実現するための研究教育活動の場であると同時に、
このような中高生に社会の多様性を伝えることも大学の大きな役割であると捉える。

加速する大学や高校のデジタル化を好機と捉え、
距離を超え、連携を強めます。

我々が実現したいのは、彼ら地方中高生の将来の可能性を広げ、
「彼ら自身が、その中からキャリアを選択をする」ことです。



本事業の概要
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本事業では、まずモデルケースとして複数の高校と連携し、その方法を試行錯誤することで
最適な方法・ノウハウを見つけ出すことを目的とする。
その後、その最適な方法・ノウハウを共有し、日本全国の地方都市と大学の連携へと発展させることも期待している。

★実施高校
①12月 島根県立 大田高校 理数科クラス
②12月 島根県立 隠岐島前高校 投資部
③ 3月 岐阜県立 吉城高校 自由参加

★当日の内容
①大学教授の講和
②大学生による最先端の研究紹介
③研究を用いたアイデアのブレインストーミング体験
④高校生からの質問タイム（研究・入試・キャンパスライフ等）

★運営・ノウハウ共有・整理
①大学生・教員に向けた趣旨説明のためのガイダンスの実施
②運営マニュアルの作成及び当日の運営リハーサル、投影資料の確認
③各高校と実施、その都度、内容の見直し
④実施の手順やノウハウを取りまとめ。



4

メディア掲載（島根日日新聞） 2020年12月11日朝刊

大田高校との取り組みは、翌日の島根日日新聞朝刊一面、
にて、ご紹介いただきました。

同校は大学と連携して授業を行うのは初めてであること、
オンラインだからこその遠隔での連携ができたこと、などを紹介。

「学生のみんなが自分の力で世界を良くするための
研究をやるというのが実は大学。
やりたいと思うことがあれば、
ぜひそれができる大学に行って
みんなの力を発揮し、世の中を良くしたらいい」
というコメントもご紹介いただきました。

「直接大学生や教授に話を聴くことができる機会は少ない。
大学が楽しそうで前向きな気持ちになれた」という生徒の声や
「キャリア教育になるかなと思っている。
他のクラスにもぜひやってもらえれば」という
担当の高校教諭の期待もご紹介いただきました。
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メディア掲載（山陰中央新報） 2020年12月11日朝刊

大田高校との取り組みは、翌日の山陰中央新報にて、
ご紹介いただきました。

当日ご紹介した研究内容も具体的にご紹介いただきました。

「大学生の方と直接話す機会は貴重なので、大変参考になった。
研究室の雰囲気もイメージすることができた」と生徒さんが
笑顔で話してくださった様子を
ご紹介いただきました。

また、今後も連携を続けたいという高校のご希望もご紹介いただけました。



大学や高校のDXの加速と本事業の成果
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全国の公立高校の学習用端末について、本年度中に１１県が生徒に１人１台を整備す
る予定であることが文科省の調査（１０月現在の速報値）で分かった。
また、約半数の２５の自治体が１人１台の整備目標を掲げていた。政府の「GIGAス
クール構想」で小・中学校に１人１台の情報端末の整備が前倒しで実施される中、高
校でも環境の整備を急いでいる実態が浮かんだ。（2020年12月日本教育新聞より）

本事業でも、このDXの加速を追い風に感じた。
当日は、1人〜3人に１台高校生は端末を有し、大学生や教授と対話した。

DXだからこその可能性を強く感じた。
以下の3点を特に成果として記す。

①高校・大学の所在地に関係なく、つながることができる。
②大人数では見学できない最先端の研究設備を見ることができる。
③少人数グループをつくり、対話型で進めることができ、
普段のオープンキャンパスや大人数の会では聞きにくいことも
気軽に質問することができ、身近に感じることができる。



今後の展望と課題
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本事業は、オープンキャンパスや模擬授業とは異なる第三の中高生と大学との連携手法と考えている。
しかも新型コロナの影響で中高におけるデジタル化が進み、本事業は今だからこそ実現できる方法である。
さらに、試行錯誤しながら、この事業を継続し、
この新たな手法の方法論やのノウハウをマニュアル化することで、さらに他大学へ波及させることを目指す。

また、課題として、2点感じた。
①高校への情報発信である。
今年は個人的繋がりで実施したが、
さらに拡大するにはホームページの作成により、多くの高校との接点をつくることを目指す。
バーチャルラボ サイトを作成し、情報発信を継続することとした。
https://www.dx-university.com/

②生徒がさらに深堀したいというときに、継続的な支援が必要である。
継続的にコーディネーター的な関わりをしながら、関係性を深めていくことができると良い。
例えば、大田高校では、もっと継続的に研究のことを知りたい女子高校生が現れ、
その後、個別に、宇治原教授とコーディネーター的役割を担った布野氏が面談。
結果として、宇治原教授が関わるベンチャーU-MAPとの連携が開始した。
1回の機会で終わらせずに、継続的に関わることで、双方にとって良き機会となる。
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各高校のイベントの様子

①12月 島根県立 大田高校 理数科クラス
②12月 島根県立 隠岐島前高校 投資部
③ 3月 岐阜県立 吉城高校 自由参加
④3月 島根県立 大田高校 全1年生



①大田高校 概略
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島根県立大田高等学校は、島根県大田
市大田町に所在する公立の高等学校。
1921年（大正10年）に開校した「島根
県立大田中学校」（旧制中学校）を前
身とする。

普通科と理数科がある。
今回は、理数科の生徒が参加。



12月10日14:30-16:20
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①大田高校 実施概要

参加者
＜高校側＞
・理系クラス2年生 高校生31人

＜大学側＞
・宇治原教授
・大学院生・大学生16名
・運営メンバー2名



時間 内容 備考

14:30-14:35 あいさつ 【メインルーム】
本日の趣旨説明と簡単な流れの確認（事前に資料配付）

14:35-14:40 名古屋大学C-TECs紹介 【メインルーム】
C-TECs5階,実験室,キッチン,階段等紹介

14:40-14:45 ワクワク技術の紹介 【メインルーム】
それぞれ実験室などと繋いでワクワクするデモを見せる

14:45-15:05 アイデアワークショップ
【ブレイクアウトルーム】
チームで題材の技術を選び、アイデアを考える
※気軽に研究室の人に相談できる

15:05-15:20 各チーム発表 【メインルーム】
アイデアを簡単に発表

15:20-15:30 休憩

15:30-15:45 宇治原先生のワクワク話 【メインルーム】研究や未来のワクワク話！
※もっと聞きたい人は夜19時集合！

15:45-16:00 大学生の「選択」について

【ブレイクアウトルーム】
各チームに一人大学生が入る
• 大学生の現在の進路に至った経緯や決め手
• 失敗談などもあればお話してほしいです
• 可能であれば卒業後の予定も話してほしいです
※高校生に気分を聞くなど、声を出してもらう

16:00-16:15 大学生と相談やお話 【ブレイクアウトルーム】
質問や相談、雑談など自由に

16:15-16:20 あいさつ 締め！

①大田高校 プログラム



①大田高校 アイデア
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多脚ロボット技術
「ルンバを超える！」をモットーに、足場が悪い場所なども掃除できるロボットを考案。
学校の階段や壁なども掃除でき、脚には、雑巾等の掃除用具を掴ませる。

「大学の研究技術を、高校生活で活かすなら…」というテーマでアイデアを考えた。
下記に一例を紹介する。

空気が見える技術
廊下に設置し、先生が教室に入るタイミングを察知、通知するアイデアを考案。
先生の歩くスピードなども検知し、先生の機嫌まで分かる。
摩擦で発電するシート技術
このシートを下敷きとして活用する。
勉強をすればするほど、発電される仕組み。
感覚が分かる触感ディスプレイ技術
教科書の中にこれを組み込み、参考として出てくる生物の図等を触ることができる。
自動運転技術
部屋が自動運転で動く。勉強や好きなことをしながら通学ができる。



①大田高校 当日の様子

13



①大田高校 当日の様子
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 2021年3月～U-MAPで開発中のAlNウィスカーの素材開発を開始

高校生の希望を聞き、高校で樹脂とウィスカーを混ぜる作業を行い、一緒に評価・
分析をし、高性能な素材の開発を目指す。
名古屋大学宇治原研やU-MAPにインターン中の学部2年生と共同で研究をする。

地域の高校生が工学の最先端技術に触れるだけでなく、一緒に開発できるという機
会は、高校生にとって進路選択の際にきっと大きな判断材料になるだけでなく、高
校教育の幅も広けられ、また、技術で世界を牽引してきた日本にとっても、大変意
義のある取り組みである。

①大田高校 その後の展開



12月10日14:30-16:20
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②隠岐島前高校 実施概要

＜高校側＞
・高校生6人
・大人の島留学生2人
・さとのばゼミ生1人
・大人3人

＜大学側＞
・宇治原教授
・大学院生2名
・運営メンバー2名

高校側は、投資部が参加。
投資部とは、島の魅力を開拓し、
今から、育てていくことを活動内容とする。

2020年12月から開始。
今回、初めての投資部の企画として参加。



②隠岐島前高校 概略
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島根県立隠岐島前高等学校は、海士町
大字福井にある全日制普通科共学の公
立高等学校。

島根県の北60キロ、日本海に浮かぶ隠
岐諸島の島前地域では、家から通学で
きる唯一の高校である。

1学年1〜2学級、全校生徒は180人程度。
真理・理想・進取を校訓とする。



時間 内容 備考

20:30-20:35 あいさつ 本日の趣旨説明と簡単な流れの確認

20:35-20:50 全員自己紹介 一人1分程度で自己紹介

20:50-21:00 ワクワク技術の紹介 それぞれ実験室などと繋いでワクワクするデモを見せる

21:00-21:30 質疑応答 気軽に研究室の人に相談しながら、より研究について学ぶ

21:30-21:50 宇治原先生のワクワク話 【研究や未来のワクワク話！

21:50-22:15 質疑応答 気軽に研究や起業について学ぶ

22:15-22:25 全員感想 一人1分程度で感想共有

22:25-22:30 あいさつ 締め！

②隠岐島前高校 投資部プログラム



②隠岐島前高校 投資部アイデア
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◎宇治原先生
･電線を変える ･アスファルトに取り入れる ･エコキュート（浅井さん）
★電気を使う★電気を作る

◎キリンさん
･オンライン上で服を購入する前に触れる ･スマホの画面から触ることができる ･映画や小説に入りこむ ･自
然とふれる機会の提供 ･職場体験 ･危険なこと(鱗や火、刃物など)を学ぶ ･医療 ･音楽作曲者が触感も一緒
に売る ･たくさんの楽器をひくことができる ･触りつら゙いものを一度触ってみようとハードルをさげるも
の ･アドベンチャーゲーム ･経験がないことを演技しなければいけない俳優さんの練習道具 ･触れる図鑑 ･
絶滅危惧種を触れる ･雨の感覚 ･有名人と握手など触れ合える ･ハリウッドの手形を再現 ･ハイタッチやハ
グができると、孤独な人などに良さそう ･歴史に触れられる ･1歳時、2歳時、それぞれのぷにぷに感を保存
出来る ･亡くなったペットや人を触れる ･ない触感を作る(トトロのおなかやカビゴン) ･自分だけの触感を
作ることができる
★キャプチャーできる★今あるものの触感、今無いものの触感★触るだけでなく、触られる感覚

◎ふくちゃん ･心霊写真登場機 ･隣の西ノ島までパラシュートやヨットで移動するためのルートがわかる ･
風を読み、スポーツのスキルアップ ･空気の度合と、それによる感覚の繋がりを調べられる(このぐらいの
空気だと、なでられた感じのような)



②隠岐島前高校 投資部当日の様子
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③吉城高校 概略
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岐阜県立吉城高等学校は、岐阜県飛騨
市古川町上気多に位置する県立高等学
校。

葉間に配した3つの山は、山で囲まれた
飛騨の地を意味するとともに、真・
善・美を象徴し、本校生徒の弛まざる
精進を希求するものである。

校訓「行学一致」・「自主創造」・
「心身の練磨」

普通科・理数科がある。



3月11日15:35-17:35
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③吉城高校 実施概要

参加者
＜高校側＞
・高校生1・2年生15人（選択参加）

＜大学側＞
・宇治原教授
・大学院生・大学生13名
・運営メンバー2名



③吉城高校プログラム
時間 内容 備考

15:35-15:45 あいさつ/アイスブレイク 本日の趣旨説明と簡単な流れの確認をします。

15:45-15:55 宇治原先生のワクワク話 研究や未来のワクワクするお話を聞きましょう！

15:55-16:10 ワクワクアイデア・技術の紹介 5つのアイデア・技術について、少し見てみよう！

16:10-16:30 アイデアワークショップ
【グループで作業】
アイデア・技術について、飛騨市周辺で使ってもらいたい人、そして、
その人のニーズ、お役立ちポイントを考えて、まとめてみよう！

16:30-16:40 各チーム発表 各グループからアイデアを簡単に発表！

16:40-16:50 休憩

16:50-16:55 第二部の説明 これからの流れの説明

16:55-17:15 大学生の「選択」について

【グループでお話】
大学生のこれまでの進路選択についてお話します。
なぜこの学部を選んだか？
その選択をしたことについて、今になってどう思うか？など
新しい考え方に出会えるかもしれません！

17:15-17:30 大学生と相談やお話 【そのままグループでお話】
大学生に聞きたいこと・相談したいこと、何でもお話しましょう！

17:30-17:35 あいさつ みんなであいさつ！



③吉城高校 アイデア例
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アイデア１）

地図アプリを開発している学生チームと
高校生のアイデア。

釣りが大好きな高校生は、
自分が釣ったポイントと釣った魚を
紹介することを地図アプリと
連動できないか？と相談。

彼らの自然溢れる環境がアイデアの源泉となった。

アイデア2）

高齢者向けの変身写真サービスと展開している
学生チームと高校生のアイデア。

ディズニー映画が大好きな高校生は、
ディズニーのプリンセスに
返信できると喜ぶのでは？と提案。
高齢者の家族も一緒に撮影を楽しむプランも考案。

彼らの好きなものがアイデアの源泉となった。



③吉城高校 当日の様子
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③吉城高校 当日の様子
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島根県立大田高校にて、「自分を知る」というテーマで授業を開催。
これの運営を大田高校の魅力化コーディネーターと共に行った。
全国の大田高校卒業生や興味のある大学生、社会人が参加をし、高校生と一緒に「自分を知る」
ということについて考えた。

企画名 ダイコウアワー（島根県立大田高等学校）

日時 事前授業：3月8日(月)14:30-15:20
本番：3月10日(水)13:00-15:20

対象生徒 大田高校1年生全員（約120名）

目的 これから人生選択を重ねていく高校生が、自分にとっての幸せな人生を実現するた
めに、「自分」ついて改めて考えるきっかけとする。

企画 大田高校魅力化コーディネーターを核とした7名

協力者 全国の大学生、社会人12名（うち名古屋大学宇治原研学生1名）

＜概要＞

④大田高校 全1年生向け企画
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時限 開始時間 終了時間 所要時間 企画内容

準備

10:30 現地集合＠3-1システムの接続
11:00 コアメンバー最後の打合せ＠オンライン

12:00 13:00 60 希望者：会場下見、リハーサル

13:00 13:15 15 スタッフ全体打ち合わせ

5限

13:30 13:35 5
現地ファシリ 挨拶
→オンライン共通ファシリに振る
共通ファシリ 挨拶、授業の目的確認

13:35 14:10 35

・アイスブレイク＜お題トーク＞（10分）
・コアメンバーPASSPORTラジオ（ロープレ）（10分）
・なぜを深ぼる
→高校生たち

14:10 14:20 10 ・人生紙芝居、WS登壇者紹介
・次の時間の目的、動きの確認、休憩・移動の指示（5分）

14:20 14:30 10 休憩

6限

14:30 14:53 23 人生紙芝居
プチ人生紙芝居＋
ワークショップ（50
分）

14:53 14:57 4 移動

14:57 15:20 23 人生紙芝居

15:20 15:30 10 休憩

7限

15:30 16:00 30 ・挨拶、隣の人と感想共有（2分）
・先輩ラジオ→ダイコウアワーの終わり(20分)

16:00 16:20 20 ・生徒ふりかえり

開始時間 終了時間 所要時間

14:30 14:45 15

・挨拶、全体概要（5分）
・コアメンバーの自己紹介（6分）
・この企画に対する思い、企画のコン
セプト「自分を知る旅」

14:45 15:00 15
・パスポート導入
・パスポートをつくる（回収しない）
※自分しか見ない

15:00 15:15 15 ・明後日の流れの説明
・登壇者紹介

15:15 15:20 5

・どの先輩の話を聞くか選ぶ時間をと
る
・質問シートの説明と記入
・最後の挨拶

事前授業と本番のスケジュール

2つの表の通りに行った。
事前授業では、事前に「自分」について生徒自身
で少し考えることを目的にした。当日は、協力大
学生・社会人の人生を聞いたり、ワークショップ
を行うことで、他人の考え方を知った上で、「自
分」について改めて考えることを目的とした。

＜事前授業＞

＜本番＞

④大田高校 全1年生向け企画
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感想
①高校生
②大学生



同じグループの●●さんが
通っている大学の学科と、自
分が目指している学科が同じ
で、将来の夢も一緒だったの
で、どうやって決めたのかを
個人的に聞けて良かったです。

自分たちのペアの大学生の人の「大学という
ところは、自分で時間を決められるからこそ、
しっかりやれば自分の好きなものを極められ
る！」という言葉で、自分も気になることの
ためにもっと頑張ろうと感じられてよかった
です。

どの大学生の方も、周囲の人(特に友達)
は大切だよと言っていたので、苦手な
コミュニケーションをうまくとれるよ
うにしたいと思いました。また、大学
の先生の「大学は夢を叶えるところ」
という話が思ってた大学のイメージよ
り楽しそうだなと思い、印象的でした。

高校生の感想

30

自分の苦手なことは嫌で
も頑張ってやり続けるこ
とが大事だという事が分
かりました

●●さんの人生設計がな
るほどと思った。1つの
目標に向かって何をする
のかを大事にしたい。

大学がどういうことをす
るところか分かったし、
勉強方法などこれからの
進路の実現に役立つこと
が多かった！

自分には無い考えを持っていてと
てもいい体験ができた！どのよう
に入試に取り組めばよいかなどを
知れたのもよかった！

大学は自由が増えるので、より自分
で考え判断することが増えるという
事を聞いて、今のうちに自分で判断
することができるようにしたいです。

私の考え方はどちらかというと「やらな
きゃ」「やったほうがいい」で物事を決める
ので、大学生の方々が、言ってみえた「やり
たいことを重視」をもう少し大切にして進路
を決めていきたいと思いました。



本日はありがとうございました！私自身、高校生や学生
の皆さんから学ばせていただいたことが多くとても充実
した時間になりました！おひとり、同じグループで福祉
の道を目指しているという方がいたのですが、そのよう
な高校生に出会えたことがとても嬉しかったです！時間
があったらもっとお話したかったです。今の現状の中で
どうしていくかではなく、今の現状をかえてやるんだ！
という先生考え方は自分にもとても響きました。自分は
今あるものの中でどうしていくかという考え方しかして
なかったので、｢夢｣というものを大事にしたいと思いま
した。本日は貴重な経験をさせて頂きました。ありがと
うございました！

大学生の感想

31

高校生が具体的に悩みとか
あって驚きました〜！アイ
ディア出しとかも柔軟でとっ
ても楽しかったです！！また
私で良ければ高校生とお話し
できたら嬉しいです〜！

1部では、思いついたことをいろいろ発言し
てくれて楽しい話し合いになりました。2部
では、みなさん既にやりたいことや進路を
考えていてしっかりしているなと思いまし
た。こちらも今までを振り返る機会となり
とても勉強になりました。ありがとうござ
いました。

自分に不足していることが明確になっ
て上げるべきことが明確になりました。
学ぶことが多く得られました。貴重な
機会をいただけて本当にありがとうご
ざいます。

緊張しましたが高校生、ほ
かの大学生との交流ができ
新鮮で楽しかったです。

高校生との時間、すご
く貴重でした！ありが
とう！

高校生、エネルギーあ
りますね。発表準備の
時のノリとか元気の良
さ、流石でした。
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