
 School Guide



最新情報につきましては、Webページをご確認ください。
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A world
you can only see
through
immersing yourself



人が真に自由に自らの好きなことを追求できる世の中にす
るために我々は Manai という学びの場を創ります。学びは
人を自由にするための唯一の方法です。学ぶことで人は
狭い世界の教育や風習、そして雰囲気が作り出す固定観
念から自由になり、自分の人生を生きることができるように
なるのです。

Manai が創る学びの場において、人々は多くの学問領域に
出会います。そして自らの興味対象を見つけ、また自らの
衝動に正直にその学問に没頭する経験を得ます。

Manaiが創る学びの場において、人々は一生にわたる仲間
に出会います。協力し、そして時には競い合い、切磋琢
磨する関係はその後続く人生の財産となります。

Manaiが創る学びの場において、人々は恩師を得ます。 

Manai で出会う年長者達は、物事を教えることに長けてい
る人間とは限りません。自らが学問を徹底的に楽しみ探求
活動を絶えず続け、自らの行動で人々を導くことができる

人間達です。

Manai が創る学びの場において、人々は自己肯定感を得
ます。本来学校とは物事を教わる場所ではありません。「自
分はできる」「自分はそれでよい」という自信と安心を得る
場所です。「自分はできる」という感覚こそ人が一見困難
なことにチャレンジする原動力であり、「自分はそれでよい」
という感覚こそ、次にもう一歩踏み出すための精神の土台
となるのです。

Do What You Love

人は没頭からしか学びません。他の物事が見えなくなるほ
どのめり込んだ時、その過程で最大限多くを学ぶのです。
たとえアンバランスであっても、自らの興味対象を徹底的
に深く掘り下げ探求することが Manai では重視されます。
皆が同じ場所、同じ時間に集まり横並びで一方的に知識
を得て、それを記憶し試験で再現する。これを繰り返すこ
とでは人は自分の好きなことに没頭できず、自由になるた
めの学びを得ることはできません。そのことを我々は、そし
て多くの人々が本当は既に知っています。学びは人を自由
にします。人々が心の声に突き動かされ、没頭することで
学びを得られるように、そして人々を自由にするために、我々
は学びをアップデートします。

学びをアップデートさせる

人々が、「学問・仲間・恩師・自己肯
定感」と出会う場を創造する

人々が自分の好きなことに自由に没頭できる、そんな世の
中を実現させることがManai のミッションです。かつて人類
は自由に行動する権利を獲得するために多くの犠牲を払い
ました。先人たちの偉業により、もはや地球上の多くの場
所で、圧政、封建的な規律、教義・戒律、伝統による制
限は無くなり、我々は自由を手に入れたように感じていま
す。しかし今、周囲を見渡すと道徳、集団の約束事、雰
囲気、同調圧力により無意識のうちに抑圧され、行動を制
限されている人々が数多くいます。我々を不自由にしてい
る常識、暗黙の了解・同調圧力を取り払い、各々が自ら
の信念、興味に突き動かされ物事に没頭できるようになっ
た時、我々は本当の意味で自由になったと言えるのだと信
じています。

Manaiの想い
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Manai では、従来の学校のようにレクチャー中心ではなく
生徒のリサーチを中心に学びます。 没頭することで更なる
深みへと探求していく。 極める。それが研究です。 あら
ゆる問題に対して、分析し、 調べ上げ、仮説を立て、実
験を計画し、解決を繰り返します。その深みに達した経
験における自己肯定感、創造的思考力そして問題解決能
力が人生を豊かにするのです。自分が興味の持てるテー
マを選び、リサーチを進めるからこそ生徒は主体的に学習
し、新しい知識や発見を得て成長していくと信じています。

Why Research?
サイエンスは、夢をカタチにする力がある創造のエンジン
です。サイエンスの進歩は人々の「あんなこといいな、でき
たらいいな」を具体化することができます。未来をデザイ
ンし実現する、その最も有力な武器にもなり、時代、場
所を超えた人類共通の言語でもあります。サイエンスを武
器に世界中で夢をカタチにし、課題を解決する。サイエ
ンスを日常的に扱い、その応用を考え、さらにそれを自分
の言葉で世界に伝えられる人を一人でも多く輩出したいと
考えます。

Why Science?



主体的に取り組むことによって
人は最大限に学ぶ

Manai の生徒は、自分が興味を持てる研究テーマを見つけ出
すところから試行錯誤を繰り返します。 研究テーマを設定し
仮説を立てて、検証を行い、研究成果を世の中に発信してい
きます。メンターや専門家のサポートと共に自分の好きな
事にとことん没頭します。このように自分から興味のある
分野に研究という形で挑戦することによって最大限の学び
を得ることができます。

「他者と違っていることを肯定できる」
価値観

違いを肯定するという価値観は、研究において、また研究に
留まらず他者と協働して物事を進め、新たな創造を行うた
めの重要な要素となりえます。国籍に限らず、出身、性別、
年齢、そして何よりも考え方が「ごちゃまぜ」である集団
それ自体が、生徒の能力を伸ばし、生徒の世界を拡張する
と信じています。

主体性

Manaiが大切にしていること

Diversity
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Manaiは、これまでの教育界で “当たり前” とされていたモノをアップデートします。
生徒の自由な学びを最大化し、没頭の先にある世界へ生徒を導きます。

Manaiの特徴

66

生徒は自らの興味に基づき、研究を絶えず行います。
そして、その研究を通じて自身を世界へ表現していく
ことを学びます。

研究中心のプログラム
生徒の研究プロジェクトを導き、そこから得られる学
びを最大化する。それが Manaiメンターの役割です。

科学のプロによるメンタリング

Manai では、リサーチを進めるために必要なスキルを
身につけたり、有用な科学知識を学んだり、生徒の興
味・関心を刺激し視野を広げたりするために様々な学
問・分野のワークショップを実施しています。

実践的なワークショップ
Manai では、生徒を “校舎” という箱に閉じ込めません。 

グローバルに広がるネットワークにより、生徒は他の
優れた教育機関や様々な分野の専門家、仲間たちと協
力・連携し研究を発展させます。

専門家や仲間とのネットワーク



入学してからの生活

Explore
Interests

Decide
Topics

Research
Experiments

Presentation

Mentoring

Manai 生は選考期間を合わせた３年間のカリキュラムを
通して、リサーチを中心に学習します。その第一段階とし
て、まず、自分の興味のある研究テーマを見つけるところ
から始まります。生徒は、リサーチ以外のプログラム（ワー
クショップ、実験、課外活動）にも参加することで学びを
広げ、メンターや Manai Community で繋がるさまざまな
分野の研究者はもちろん、Alumni Students との交流から

も、多くのインスピレーションを得ます。これらから得た学
びやインスピレーションをもとに、より学びを深めていく事
で、自分の興味や関心からテーマが定まり、リサーチが動
き出します。各々の学びを広げ、深めて行くのは生徒自身
です。メンターは生徒に寄り添い、彼らが自身の興味や関
心、情熱の持てる事柄に対して主体的に学びを進められる
よう導きます。

リサーチテーマは生徒が決定

Hands - on
Experiments

Extracurricular

Practical
Workshops

Networking
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メンタリング

Mentors

M.S. in Applied Physics from Harvard University
B.S. in Physics from SUNY Stony Brook

Gaku Nagashima
Concept Director / Mentor

B.Sc./M.Sc. in Biochemistry from MLU Halle/Wittenberg
His main expertise in research is molecular biology and 
oncology.

Fred Junghans
Research Mentor / Experiment Designer

University lecturer; mathematics consultant for an IT 
company
Ph.D. in Mathematics and Information Science from 
Tokyo Metropolitan University
M.S. in Mathematics from University of Turin

Cristina Valle
Research Mentor / Experiment Designer

JSPS research fellow at the University of Tokyo
PhD at Sorbonne, Paris VI
Masters at University of Cambridge in mathematics
B.S. at University of Cambridge in mathematics

Ildar Gaisin
Research Mentor

Used to work for RIKEN BSI (Japan) and Queensland 
Brain Science Institute (Australia)
PhD in Veterinary Medicine (Tokyo Uni)
Cand.Sci. in Biochemistry
MS in Biology and Biology Teaching
Interested in brain, behavior, intelligence, and evolution

Pavel Prosselkov
Research Mentor

Lecturer at the School of Biological Sciences, University 
of Western Australia
Ph.D in Neuroscience from University of Western 
Australia

Alexander Tang
Research Mentor

Ph.D Candidate in the Department of Biomedical 
Engineering at Columbia University. M.S. in Biomedical 
Engineering from Columbia University

Stephen Lee
Research Mentor

Postdoctoral researcher in the Department of Chemistry 
at Tel Aviv University
Ph.D in Physics from Harvard University

Sarah Kostinski
Research Mentor

Postdoctoral Scholar at Okinawa Institute of Science and 
Technology Graduate University
Ph.D. in Neuroscience from University of Tübingen

Da Guo
Research Mentor

Assistant Professor at the Center for English Language 
Education in Science and Engineering, Waseda 
University
Ph.D. in Linguistics from Massachusetts Institute of 
Technology

Ayaka Sugawara
Research Mentor

Postdoctoral Scholar at Tufts University
Ph.D. in Molecular Cell Biology from Innsbruck Medical 
University

Josephine Ng
Research Mentor

生徒がリサーチ中心のプログラムを進める上で、メンタリングは大きな役割を果たします。
世界中の大学や研究機関で活躍している現役のリサーチャーや教育者がメンターとなり、
生徒に寄り添い、生徒のリサーチや学びの機会を様々な形でサポートします。

メンタリング内容例
個人の関心、興味、好奇心に基づいたリサーチテーマ決定
適切な文献、研究者、研究機関等への紹介
実験計画や実験の手助け 
リサーチの進捗確認、助言 
成果発表の準備、フィードバック 



ワークショップ

Manai では、様々な学問・分野のワークショップを用意しています。ワークショップは実践的であることを重視し、
Manai メンターによってデザインされています。
生徒が新たな視座を得て、研究を拡張し深めるために、最先端の研究紹介やディスカッション、プレゼンテーション
技能もワークショップを通して磨いていきます。
扱うテーマは、サイエンスに留まらず、歴史や哲学、アート等も扱います。
また、外部の研究者を招いたワークショップも実施しています。

生徒のリサーチトピック一例
●  Design of an autonomous robot end e�ector for colour-sorting with LEGO®MINDSTORMS®EV3
●  Homology of incidence structures
●  Identi�cation of pungent and non-pungent Capsicum annuum L. var. Shishito fruit by chemical and
    genetic analysis
●  Studying a novel regulator of regeneration in newt using the accessory limb model    
●  Assessing the degree of Sociopathy within Japanese high schoolers 
●  Investigation on the construction of Japanese Object-Subject word order                       　　    
                                                                                                                                                                                    etc...
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生徒の声

This is the ideal school for who loves research! Both the 

mentor and the students are wonderful and always 

inspired. Mentors are the expert in various scienti�c 

studies, they always give accurate advice. Higher level 

research than other schools. Thanks for giving such an 

amazing opportunity to learn in Manai!

Coming to Manai has been a great experience, and has 

taught me a lot about science in general. I've been given a 

lot more hands on experience thanks to the school and it's 

mentors, and given the chance I'd recommend Manai to 

anyone interested in science.

Manai is a wonderful school. Because all of the mentors 

are kind and friendly and they will face my project 

seriously. The students who are in Manai are very kind, 

too. I decided to attend the Manai because one day I 

want to become an engineer and make the robot for 

medical applications. I want to recommend Manai if you 

want to learn Science more deeply.
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募集要項

現在中学校 3 年生、高校 1 年生に該当する年齢であること
( 上記年齢以外の生徒については個別にご相談ください。)

英語でコミュニケーションが取れること
サイエンスを用いて自らを表現したいと思っていること

応募資格

奨学金 (受験料・授業料 )
Manai では、生徒の研究に関わる費用は、３ヶ月のトライアル期間並びに入学後にかかる費用も含め、Manai

のサポーターからの奨学金によって全て賄われます。

Rolling Admission System
応募は通年受け付け、選考を行います。

３ヶ月のトライアル期間

入学時期を選択

応募者は全員３ヶ月のトライアルに参加します。（他の中学校や高校に通いながら参加可能）この期間、各自科
学研究を行い、レポートを作成しプレゼンテーションを行います。このトライアル期間中、Manai の設備や環境を
自由に使う事ができます。

トライアル合格者は、正式に Manai へ入学が認められます。
＊合格確定から１年間の範囲で入学時期を選択。

3months
Trial up to

year1
3 years

Enrollment

正式入学前に３ヶ月間のトライアル期間を設けます。私たちは、一度の試験や面接で生
徒の持つ真の能力や可能性を理解することは出来ないと考えています。その為、生徒と
密接な関係を構築し、本人の興味や情熱、何を成し遂げるのか、問いを通じてお互いを
知る期間を設けます。この期間は、Manai と生徒が相互に理解し合い、目標や目的を明
確にするための重要な機会であるととらえています。

＊応募ならびに説明会等の最新情報は Web ページをご確認ください。



このコミュニティを維持・拡大するために、Manai に参加する生徒だけで無く、それを取り巻くご父兄、親
族の皆さんのお力が必要です。この考え方に賛同いただき、自分の子供だけではなく多くの若い才能を育て
るコミュニティメンバーとして参加をお待ちしております。

我々が創っているのは、
学校ではなくコミュニティです
Manai は教育機関であるとともに、それに留まることなく生
徒、卒業生、科学の力が世の中を自由にすると本気で信じる
人々、多種多様なステージで探求活動を決して止めない人々
の共同体であることを標榜しています。Manai という共同
体に参加する人々は、世界に散らばる仲間として、共同研究
を行い、事業を起こし、さらには後進を育て、国境・宗教を
超えて世界を前進させます。世界に散らばるコミュニティ
メンバーが必要に応じて手を携えることで、自由で平和な
世界を構築できると我々は信じています。

コミュニティメンバーの役割は
多種多様

・自らの専門領域を生徒に紹介する

・生徒のさまざまな相談事にアドバイスする

・研究に必要なネットワークを提供する

・共同体の維持・拡大を金銭でサポートする

・生徒の課外活動の運営を補助する

学費とご寄付について
Manai では、学習者が自らの学びのために費用を負担することはありません。また、Manai において
は学費という概念はありません。これからの世の中を牽引し、人類を前に進める責務を負う若い才
能を育てるのは、開花した才能による恩恵を受ける世の中自体であるべきだと考えています。



FAQ
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共通言語は英語になります。ワークショップ参加や学
友やメンターとのコミュニケーションも英語で行えること
が条件となります。トライアル期間の最後には、英語
でリサーチ内容を発表していただきます。

言語

Q : 授業は英語ですか ? 
　   またどの程度の英語力が必要でしょうか？
A :

現在日本の中学校３年生または高校１年生に在籍、も
しくはそれと同程度の教育課程に在籍している方です。

（上記以外の学年の方は、個別にお問い合わせください。）

応募

トライアル期間

Q : 募集対象は何歳 / 何年生ですか ?
A :

はい。応募は可能ですが、トライアルの結果、入学可
能となった際は、Manaiに在籍できる期間は高校卒業
までとなります。

（上記の場合、個別にご相談ください）

Q : 現在高校２年生なのですが、応募可能ですか？
A :

応募者は各々科学研究を行います。テーマを設定し、
レポートを作成し発表します。トライアル期間は研究が
完結することを必須とはしません。途中段階でも一旦
研究を区切り発表することを求めます。また、Manai

で実施されるワークショップ・レクチャーに参加が可能
です。

学費・奨学金

Q : トライアル期間にやることを教えてください。

A :

利用できます。Manai 保有の実験器具・設備に限らず
提携機関の設備利用も可能となります。詳細は、メン
ターと個別に相談してください。

Q : トライアル中、Manai の設備を利用することは
　　できますか？
A :

基本的には、サポートが受けられなくなる事はありませ

んが、生徒の取り組み状況が著しく適切でないと判断
した場合には、奨学金制度の対象から外れる事もあり
ます。

Q : 奨学金制度によるサポートを受けられなくなる
　   事はありますか？
A :

Manai には、奨学金制度があり、学費／授業料という
考え方はありません。正式入学決定後、運営費寄付
を募りますが必須ではありません。また、寄付依頼が
正式入学後なので、寄付の有無・金額が選考に影響
することはありません。

Q : 学費はどのくらいかかりますか？
A :
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トライアルの結果、合格確定後、最長1年間入学資格を
保持することができます。

入学

Q : トライアル後にすぐに Manaiに入学しないと
　   いけませんか ?
A :

基本的には、サポートが受けられなくなる事はありませ

んが、生徒の取り組み状況が著しく適切でないと判断
した場合には、奨学金制度の対象から外れる事もあり
ます。

あります。 入学不可となった場合は、Manaiのプログラ
ムを継続することはできません。

Q : トライアルの結果、入学不可になることは
　   ありますか ?

A :

同じ場所に 1 箇所に集まって、同じ時間に、教師が生
徒に対して一方通行で知識を伝えるような授業はあり
ません。主軸となる各々のリサーチに関連したものや、
また生徒の興味の対象となる内容のワークショップを幅
広く設置します。生徒がワークショップを立ち上げられ

る仕組みも予定しています。

メンタリング&カリキュラム

Q : 一般的な学校の様な授業はありますか ?

A :

基本的には Manai Institute への在籍期間は３年間と
なります。高校の途中から入学する方は卒業時期をご
相談ください。しかし、Manai のコミュニティには卒業
の概念は無く、いつでもメンターやスタッフが進路や
キャリアの相談にのります。

Q : 卒業はいつになるのですか ?

A :

提携校のカリキュラムを受講し、カリフォルニア州の高
校卒業資格を取得することができます。卒業資格に関
しては提携校に限らず、自身の進路に合わせて選択
することが可能です。

Q : 卒業資格は付与されますか？
A :

メンターは、生徒の興味のある学問領域などを基にマッ
チングします。生徒の研究領域によって外部のメンター
を探し、招聘する事もあります。

Q : メンターにはどの様な人がいるのですか ?
A :

メンターは、興味や研究内容に合わせて進むべき進路
や研究室への紹介について相談に応じます。心配や
悩み事も含めて幅広く相談できる存在です。

Q : 進学や就職についても聞けますか ?
A :
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