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先端科学

基礎講座

1.共通講座（受講生全員が受講）

〇データサイエンス素養の養成

〇未来デザイン思考の養成

〇グローバル科学技術・研究者の基礎力養成

※オンライン（双方向・視聴）と対面講座（千葉大学にて実施）があります

2.選択講座

〇科学実験・体験講座の中から2講座を選択して受講

※千葉大学で実施予定です

コロナの影響によっては実施できない可能性もあります

オンライン受講について

1. オンライン双方向での受講

双方向講座は通常の講座（講義）をオンラインで行うものです。

実施日時が決まっていますので、開始5分前にはログインして、受講の準備をしてください。

2. オンライン視聴での受講

視聴講座は各自で講座（講義）をオンラインで視聴するものです。

配布されたアカウントでログインし、自分の都合がつくときに視聴をしてください。

※講座によっては視聴期間が決まっているものもありますのでご注意ください

重要：オンライン講座の知的財産権等は千葉大学および講師にあります。

受講生が許可なく録画など行い、視聴、コピー、配布などをおこなってはいけません。

自宅でインターネットに接続し、配布されたアカウントを使用し、講義を受講いただきます。

対面受講について

千葉大学の施設を使用して講義・実験講座等を実施します。会場、実施日時は事前にご連絡します。



講座名 受講方法 実施日 時間（分）

科学哲学 オンライン 双方向 9月6日 9:40-10:40 60

研究倫理学 オンライン 双方向 9月6日 10:50-11:20 30

論理・分析学1 オンライン 視聴 - - 50

論理・分析学2 オンライン 視聴 - - 25

論理・分析学3 オンライン 視聴 - - 未定

論理・分析学4 オンライン 視聴 - - 未定

論理・分析学5 オンライン 視聴 - - 30

プログラミング1 オンライン 双方向 10月18日 11:00-12:00 60

プログラミング2 オンライン 双方向 10月25日 11:00-12:00 60

プログラミング3 オンライン 双方向 11月1日 11:00-12:00 60

プログラミング4 オンライン 双方向 11月8日 11:00-12:00 60

プログラミング5 オンライン 双方向 11月15日 11:00-12:00 60

プログラミング6 オンライン 双方向 11月22日 11:00-12:00 60

プログラミング7 オンライン 双方向 11月29日 11:00-12:00 60

ポスター制作1（全体） オンライン 双方向 1月 60

ポスター制作2（グループA） オンライン 双方向 1月 60

ポスター制作3（グループB） オンライン 双方向 1月 60

ポスター制作4（全体） オンライン 双方向 1月 60

先端科学基礎講座：共通講座

1. データサイエンス素養の養成

初めに科学とは何か、研究する上で大切な「研究倫理」について学び、研究を論理的に分析する方法を学びま

す。次にプログラミング講座では実際にアプリ制作を行い、制作過程やアプリについてポスターにまとめ、ポ

スター制作や発表について学びます。



2. 未来デザイン思考の養成

社会デザイン基礎学習ではオンライン（視聴・双方向講座）で環境や都市空間のデザインについて緑地生態研

究などのサイエンスを取り入れながら学びます。ディベート講座では基礎知識を習得し、それを活かして実践

的にディベートについて学びます。

講座名 受講方法 実施日 時間

社会デザイン基礎学習1 オンライン 視聴 12月6日 - 60

社会デザイン基礎学習2 オンライン 視聴 12月13日 - 60

社会デザイン基礎学習(課題） オンライン 視聴 12月20日 - 15

社会デザイン基礎学習3 オンライン 視聴 1月10日 - 60

社会デザイン基礎学習4 オンライン 視聴 1月17日 - 60

社会デザイン基礎学習5 オンライン 視聴 1月24日 - 60

社会デザイン基礎学習6 オンライン 視聴 1月31日 - 60

社会デザイン基礎学習7 オンライン 双方向 2月7日 60

ディベート講座1 オンライン 双方向 10月18日 9:50-10:50 60

ディベート講座2 オンライン 双方向 10月25日 9:50-10:50 60

ディベート講座3 オンライン 双方向 11月1日 9:50-10:50 60

ディベート講座4 オンライン 双方向 11月8日 9:50-10:50 60

ディベート講座5 オンライン 双方向 11月15日 9:50-10:50 60

ディベート講座6・7 千葉大学 対面 11月22日 9:00-11:00 120



3. グローバル科学技術・研究者の基礎力養成

英会話では千葉大学留学生（ほとんどの留学生は母国で教員をしています）による個別英会話レッスンを行い

ます。テーマに沿った英会話レッスンを行い、英語で話すことに抵抗をなくすことを目的の一つにしています。

グループ英会話ではグループに分かれてポスタープレゼンテーションに対応できるような英会話を行います。

講座名 受講方法 実施日 時間

英会話1 オンライン 双方向

各受講生

による

各受講生

による

15

英会話2 オンライン 双方向 15

英会話3 オンライン 双方向 15

英会話4 オンライン 双方向 15

英会話5 オンライン 双方向 15

英会話6 オンライン 双方向 15

英会話7 オンライン 双方向 15

英会話8 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）

グループ

単位で実施

グループ

による

60

グループ英会話2（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 60

グループ英会話3（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 60

グループ英会話4（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 60

国際研究発表会 千葉大学 調整中
2021年

2月14日予定

調整中

今年度はコロナ感染対策の影響で、ここに示したカリキュラム計画に急な変更が生じる可能性があります。


