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Manaiの想い
Do What You Love
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 Mana i のミッションです。かつて人類は自由に行

「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。

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、

学びをアップデートさせる

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

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

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、

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

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

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

当の意味で自由になったと言えるのだと信じています。

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

人々が、
「学問・仲間・恩師・自己肯
定感」と出会う場を創造する

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。

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 Mana i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。
Mana i 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。
Mana i 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。

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

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

Manaiが創る学びの場において、人々は恩師を得ます。Manai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

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

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

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

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

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

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

して、分析し、調べ上げ、仮説を立て、実験を計画し、解決を繰

続け、自らの行動で人々を導くことができる人間達です。
Mana i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。
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Why Science？

Manai Institute of Science and Technology
代表 野村 竜一

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

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

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

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

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

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

も多く輩出したいと考えます。

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。
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Manaiが大切にしていること

Manaiの特徴
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。

We DO NOT

We DO
For you

画一化された

For everyone

生徒各々が異なる

時間割

スケジュールを設計

メンターと連携しながら

生徒が

実験やワークショップを

揃って受ける

選択し生徒が主体的に

座学形式の

主体的に取り組むことによって

時間割の無い教育機関
研究を主軸として

カリキュラムや

主体性

For you

学びを深めていく

インプット型授業

環境を提供

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

短期間に実施される

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。

エッセイや

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

面接等の入学試験

60

正式入学前に約半年の
生徒の能力・興味・
熱意をより深く考査

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

Enter

選考期間を設け

Assessment Period

Manai Student

6 Months

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。
生徒負担の学費無し

Diversity

Senpai

“Senpai” 制度により

学費の徴収

社会全体で
未来を創る才能を育む

「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

1 拠点の
キャンパスのみ
での授業

Only one

世界中が
キャンパスとなり
提携先の大学や
研究施設で学ぶ
Manai Base

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。
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Curriculum

入学してからの生活
Decide
Topics

Professional
Workshops

Hands - on
Experiments

リサーチ（研究）を通して学ぶ 個別に最適化されたプログラム
単純な知識習得の講座はナシ 生徒が自ら学ぶ環境を提供
Explore
Interests

生徒は、メンターの指導の下、自らの研 究に日々没 頭し、論 文を書き上げ発表します。

Mentoring

Research
Experiments

Manai は、その研究に必要なあらゆる環境を提供します。我々が構築する世界中の研究者
とのネットワークを最大限活用し、豊富で良質な知識とリソースへのアクセスを確保し
ます。これらの環境を提供する事により、生徒が自由に没頭できるだけでなく、自分自身
を最大限に表現できるようになると考えています。

Online
Programs

Research

リサーチテーマは生徒が決定

ワークショップ

実験プログラム

オンライン講 座

生徒が新たな視座を得て、研究を拡張し

リサーチの能力を培い、有用な科学知

研究を行う上で必要な基礎知識はオン

深めるために、最先端の研究紹介、ディス

識を習得するために、Manai では 約100

ライン講座にて補います。実験に必要

カッション、プレゼンテーション技能を

の実験を用意しています。さまざまな

な科学知識や分析・レポート作成時に

磨きます。扱うテーマとしては、サイエ

分野の実験を網羅することにより、研

必要な数学的知識を生徒のスケジュー

ンスに留まらず、歴史や哲学、アート等

究者として必要となるあらゆる手法を

ルに応じて、いつでもオンラインで学

を扱います。外部の研究者を招くこと

実践を通じて学びます。

ぶことができます。

Professional Workshops

もあります。

Hands-on Experiments

Extracurricular

Presentation

Online Programs

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

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

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

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、

自分の興味のある研究テーマを見つけるところから始まり

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。生徒は、リサーチ以外のプログラム（ワークショップ、

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

実験プログラム、オンライン講座、課外活動）に参加すること

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

で学びを広げ、メンターや Ma nai のネットワークで繋がるさ

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。

まざまな分野の研究者はもちろん、他の生徒との交流からも、

Aさんの一週間のスケジュール（例）
9:00

Mon

Tue

Wed

Research
Group
Research

Experiment

Thu

Fri

Research

Mentoring

Sat

Sun

心に個別に最適化して作りあげます。リサーチ
を中 心に、Manai が提 供するワークショップ、

Workshop

Research

実験プログラム、基 礎知識を補うオンライン
講座の選択を繰り返しながら日々を過ごしま

Workshop

す。時には、リサーチに必要な高度な実験環境

Lunch
Discussion

Online
Class

BBQ

Workshop

University
Lab

Manai
Cafe

21:00

Online
Class

究をやり続ける時も、週末を使って合宿形式で
行う事もあるでしょう。仲間とランチやカフェ

Research

の時間に意見交換や議論をし、帰宅後にもオン
Research
Experiment

Futsal

を得るために、近 隣の大学や研 究所を訪問し
て共同研究を行います。その際には一日中研

Experiment
Report

Research

生徒は、自らのスケジュールを学びたい事を中

Experiment
Report

Online
Class

ラインでディスカッションを続ける事もあるか
もしれません。スポーツやアクティビティにつ
いても、生徒がやりたい事を仲間と一緒に楽し

Online
Class

むことができます。
Manai では、一日として同じ日はありません。
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“Senpai” 制度

これまでのリサーチ例
ナノ粒子を応用した B 型肝炎の新治療法

未来を創る才能を育み伸ばすべきは 親や本人ではなく社会全体でありたい

2018 年 Spring Program

B 型肝炎は、全世界で約 3.5 億人が持続感染しており、年間約 70 万人の死亡者を出す。
しかし、B 型肝炎に対する有効な直接的治療法は、未だ確立されていない。研究チームは、このウィルス性肝炎
に対するナノ粒子を使った新たな直接的治療法を提案した。
今回提案された治療法では、磁性を持つコバルトフェライト ナノ粒子を B 型肝炎表面抗原 (HBsAg) のリガント

Senpai

を付与する官能基化を施し、直接肝臓に注射する。注射された官能基化されたナノ粒子は、HBsAg に結合する。

“Senpai”の役割の具体例

そして磁場により、HBsAg に結合した磁性を持つナノ粒子を一部に集め、磁場の操作によりナノ粒子を振動さ
せ熱を発生させる。発生した熱により HBsAg を死滅させることにより、B 型肝炎の直接的な治療を実現する。

その他リサーチトピック例

支援生との交流関係
学びの為の財政支援

Neurodegeneration to cure paralysis

Building failure detection

2017 年 Summer Program

2017 年 Summer Program

ネットワークの提供

Manai には、生徒が負担する学費というものが存在しません。

Mentors
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Yoshifumi Komasa

Gaku Nagashima

Chief Mentor/Curriculum Developer at Manai
Institute of Science and Technology/ISSJ
B.S. in Applied Physics and Physico-Informatics
from Keio University
IT Specialist at IBM
「創造性溢れる君たちの才能に出会えること
を楽しみにしています。
」

Mentor/Concept Director at Manai Institute of
Science and Technology/ISSJ
M.S. in Applied Physics from Harvard University
B.S. in Physics from Stony Brook University
「みんなと自由な環境で、好奇心に従い、没頭
して研究できることを楽しみにしています！」

Stephen Lee

Alexander Tang

Sarah Kostinski

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

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

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

“ Senpai” は、才能あふれる Manai 生の成 長を見守りながら、

「才能は社会が育てるもの、そして活動を通じて社会に還元さ

さまざまな国や地域のコミュニティを拡張し、科学技術を

れるもの」というManai の信念に賛同し、志を同じくする学外

使って社会課題の解決に挑む生徒達との触れ合いを通じて

メンター (“Senpai” ) 達が生徒の活動を支えます。入学後、6か月

事 業 拡 大や社会貢献の協働機会を得ることが出来ます。生

の選考期間を経て Manai 生として認定された生徒には“Senpai”

徒 達にとっても、多感な時期に一緒に悩み、時に助けられた

が引き当てられます。“Senpai”は、社会において年齢・実績・

“Senpai ”との関係を一生の宝として大切にすることになる

経 験や学問の技芸において、より先を歩むものとして、生徒

と信じています。

の活動を導きます。

選考制度

世界中がキャンパス

より深く生徒の能力、熱意、興味を知るために

Manaiは生徒を校舎という箱に閉じ込めません

正式入学前に約半年の選考期間を設けます。私たちは、一度

Manai の学びは Manai の施設内では完結しません。生徒は自らの研究に応じて、Manai

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

と提携・連携する大学等研究機関を訪れ、また最前線で活躍する研究者達からメンタ

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

リングを得て研究を発展させます。Manai の生徒達と、Manai メンター、そして提携・連

構築し、本人の興味や情熱、何を成し遂げるのか、問いを通

携する研究者達、
これらの網の目のようなネットワーク全体が Manai なのです。

じてお互いを知る期間を設けます。選考期間は、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。
選考期間中は、研修生としてManai に在籍します。この間、研
修生はメンターの指導のもと、自らの研究を進めます。この期
間、他の中学校や高校に在籍している生徒は放課後や休日を利
用し研究プロジェクトを運営します。約半年間の選考期間を経
た後、Manai 生として認定された生徒だけが入学となります。

Manai Base

６ヶ月

研修生
選考期間

Manaiの
プログラムに参加
Science Project
Workshops
Basic Skills

Manai 生として認定

２年半
11

Manai生
正式入学

研修生、
Manai生
ともに
学費無償
これまでの協力 先一覧
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これまでの実績

生徒の声

Manai は、2015 年より大学や研究施設等において各分野の研究者や教授、専門家の協力のもと、
世界各国から集まった中学・高校生を対象に短期プログラムを実施してきました。
これまでに合計 151 人、15ヶ国の生徒が Manai の学びを体験しています。

2015

(2019 年 3 月 1 日時点 )

2016

日時

2015 年 8月 3日〜 9 日 ( 7日間 )

日時

2 016 年 8月 3日〜 9 日 ( 7日間 )

場所

横須賀テレコムリサーチセンター (YRP)

場所

横須賀テレコムリサーチセンター (YRP)

参加人数 25名

(日本、フィリピン、インドネシア、シンガポール )

参加人数 48名

( 日本、ベトナム、フィリピン、インドネシア、シンガポール、
モンゴル、中国、台湾、イギリス )

2018 Spring

2017

日時

2017年7月30 日〜 8 月 9 日 (11日間 )

日時

2018年 4 月 2 日〜 4 月 9 日 ( 8日間 )

場所

立命館大学びわこ・草津キャンパス、東京理科大学野田キャンパス

場所

沖縄科学技術大学院大学 (OIST)

参加人数 35 名

( 日本、ベトナム、フィリピン、インドネシア、
バングラデシュ、モンゴル、ウクライナ、アメリカ )

参加人数 13 名

( 日本、ベトナム、フィリピン、インドネシア、
タイ、モンゴル )

Coming Soon

2018

Summer

日時

2018 年 7月30 日〜 8月3日 ( 5日間 )

日時

2019 年 3 月26日〜 4月1 日 ( 7日間 )

場所

北海道大学

場所

沖縄科学技術大学院大学 (OIST)

参加人数 30 名
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2019 Spring

フード＆メディカルイノベーション国際拠点

( 日本、イギリス、ザンビア、ベトナム、フィリピン、
バングラデシュ、タイ、モンゴル、マレーシア )

参加人数 20 名予定

I enjoyed this summer school a lot! Thank
you for this opportunity and experience. I
hope well be able to see each other again.
Thank you for your hard work, too. Regards to
everyone.

I have learned and grown a lot after ISSJ.
ISSJ not only teaches me amazing topics on
science, but also inspires me in my dream
and future career. This also connects me with
great people from different backgrounds,
strengths, and interests, who are now my
lovely friends.

I loved the practical aspect, which was expected, but also the students and the community. Everyone was so inspiring and
open-minded. From day one, there was a
welcoming atmosphere and it was just really
incomparable to previous experiences I've had
before. It made me look at science in a different way entirely.

It was my first ever program and I will never
forget what I was able to learn here. Being
able to talk and discuss with people, ask
questions has really helped me come close to
what I would like to do in the future.

( 日本、ベトナム、フィリピン、インドネシア、
タイ、マレーシア )
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募集要項

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

開設

2019 年 9 月

場所

Manai Tokyo Base ＠市ヶ谷（および関東郊外の合宿所）

応募資格

・2019 年 9 月時点で中学校 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）
・市ヶ谷の Manai Tokyo Base に通学ができること

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。

我々が創っているのは、

コミュニティメンバーの役割は

学校ではなくコミュニ ティです

多種多様です

・英語でコミュニケーションが取れること

Manai は教育機関であるとともに、それに留まることなく生

・Science を用いて自らを表現したいと思っていること

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

学費

“Senpai” 制度により全額カバーされます

・自らの専門領域を生徒に紹介する

の共同体であることを標榜しています。Manai という共同

・生徒のさまざまな相談事にアドバイスする

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

・研究に必要なネットワークを提供する

＊現在の中学、高校に在籍しながら放課後、土日中心に選考期間に参加することができます。

を行い、事業を起こし、さらには後進を育て、国境・宗教を

＊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。

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

・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

世界を構築できると我々は信じています。

正式入学までの流れ

Step1
応募開始

2019 年 2 月 1 日

応募はオンラインでのみ受け付けます。所定の応募フォームに記入の上送信してください。大幅な応募者超過の場合を除き、応
募者は全員生徒選考制度へ参加します。生徒選考制度参加初日等の詳細事項につきましては、別途応募者へご案内します。

Step2
選考期間の開始

2019 年 9 月

201 9 年 9 月から生徒選考期 間を開始し、生徒は約半年間、Mana iのカリキュラムに沿って研究を進めます。期間中生徒は達成し
た成果や実績をもとに評価されるだけではなく、サイエンスに対する情熱によっても評価、選考されます。

Step3
入学者決定

2020 年 2 月末

選考がすべて終了し、正式に Manai へ入学する生徒が決まります。入学と同時にサポートをしてくれる “Senpai ” 達が確定します。
入学手続き詳細につきましては、選考通過生徒へ別途ご案内します。

Step4
入学

2020 年４月

第 1 期生としてMana i へ入学し、４月から約２年半メンターや “Senpai” 達のサポートの下、研究をスタートします。
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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。

FAQ
対象年齢
Q：何歳まで応募可能ですか？
A： 2019 年 9 月 1 日時点で日本の中学校３年生に在籍、または
それと同程度の教育課程に在籍している方、または 2019 年

9月1日までにそれらの学校を卒業予定の方、または卒業後

Q：リサーチをやった事がありません。選 考
期間中にリサーチの方法から学べますか？
A： リサーチが初めての方もご応募いただけます。また、選考期

間中に行う研究の過程では研究手法に限らず関連する領

高等学校に進学された方、またはそれ以上の年齢の方であ

域について多くを学ぶことになります。選考期間ではリ

れば何歳の方でも応募可能です。

サーチの完成度は選考基準の一部であり、リサーチを行う
際の姿勢・取り組み方も重視します。これによりその後の

言語
Q：授業は英語ですか？
A： 共通言語は英語になります。ワークショップやメンターとのコ
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。

Q：どの程度の英語力が必要ですか？
A： 外部試験による一定の基準は設けておりませんが、研究は

グループで行うことが多いため、グループメイトと英語で

コミュニケーションを取る必要があります。また英語での
ワークショップに参加したり、英文の科学論文やレポート
を読解できるレベルの英語力が必要です。

学費
Q：学費はどのくらいかかりますか？
A： Manaiには、"Senpai" 制度があるため、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

Manai で研究が行えるかどうか、その基礎力を確認します。

Q：リサーチ内 容は自分で決めることができ
ますか？
A： はい。自分の興味、グループでの議論、解決すべき課題へ

選考期間
Q：入学試験はないのですか？
A： 一般的な試験にあたるものは存在しませんが、約半年間の

選考期間があります。この半年間、他の中学・高校に所属し

ている生徒は放課後や土曜・日曜を利用しManai カリキュ
ラムに参加します。他の学校に所属していない生徒は、平
日日中も利用しManai のカリキュラムに参加します。選考期
間中の研究の過程の様子や研究成果から正式入学者が選
考されます。

Q：選考基準はどのようなものですか？
A： 半年間の研究活動の様子、および研究成果発表をもとに選

考を行います。研究活動中の、他者との違いを強みにする

Q：“Senpai”にはどのようなことを聞けますか？

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

A： “Senpai” の役割は、支援生との交流や学びのための財政支

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：一般的な学校のような授業はありますか？

Q：卒業はいつになるのですか ?

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

A： 選考期間開始から 3 年間のカリキュラムとなるため、2019

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

します。

定しています。

A： はい。他の中学・高校に所属している生徒は放課後や土曜・
日曜を利用しManaiカリキュラムに参加します。

Q：選考に落ちた場合、どうなりますか？
A： Manai への正式入学とはならないため、それ以降のカリキュ
ラムを継続して受講いただくことは出来ません。

メンタリング
Q：メンターはどの様な人がなるのですか？
メンターと合わなかった際に交代は可能
ですか？
A： メンターは、生徒の興味のある学問領域などをもとにマッ
チングします。加えて、外部のメンターを探し、マッチング
する事もあります。基本的には交代は行いませんが、特殊
な事情が発生した場合には、協議・検討いたします。

Q：メンターにはどのようなことを聞けますか？
A： メンターは研究を進めるにあたってのあらゆる助言を行
います。リサーチの検証・考察から、関連するワークショッ

プの選択、知識補完のためのオンライン講座の紹介など幅
広くサポートします。また外部提携機関の調査や関係づく
りを手伝うこともあります。

いても相談ができます。

修了後

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

Q：選考期間は他の学校に通いながらリサー
チに参加できますか？

援、ネットワークの提供です。人生の先輩として進路等につ

カリキュラム

のアプローチを検討し、メンターと相談の上、生徒が選択

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：進学や就職についても聞けますか？

Q：課外活動はありますか？
A： はい。多くの課外活動を見学や実習含め準備しています。

年 9 月に選考に参加し 2020 年 4 月に正式入学する生徒は

2022 年 7月末の修了となります。

Q：カリキュラムを3 年間修了した後の進路と
して、どの様な道がありますか？
A： Manai のカリキュラムを修了後は、日本の大学に進学したり、
海外の大学に進学したり、起業をしたりすることを想定し
ています。Manai は2020 年にWASCの認証取得を予定して

また生徒から発案のあった課外活動を盛んに取り入れて

おり、承認後は承認前に入学した生徒含め、修了生は世界的

いく計画です。

な高校卒業資格を得た事となり、海外大学への進学や日本

Q：体育や音楽の授業はありますか？
A： 選択制のワークショップとして設置する予定です。
Q：研究はどこでやるのでしょうか？
A： 基本的には市ヶ谷のManai Tokyo Baseにて行いますが、研

究内容によっては提携研究機関や、郊外の合宿所で集中的
に研究を行います。

の大学への進学が可能となります。
＊WASC とは : 正式名称 The Western Association of School and Colleges。
米国カリフォルニアに本部を置く、学校を認定する組織。WASC 認定を受
けた学校の卒業生は WASC 認定校卒業生となる。

Q：高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学
資格検定）取得のサポートはできますか？
A： Manaiの中で受験対策は実施しませんが、関連する情報提

供やスケジュールの調整などの希望や相談には随時応じ
ます。生徒のリサーチが中心になるように時間効率を最大

“Senpai” 制度
Q：“Senpai” からのサポートが受けられなく
なる ことはありますか？
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、“Senpai” 制度対象から外れる事もあります。

Q：“Senpai” には会えますか？
A： はい。“Senpai” はそれぞれの持つ特性に応じて生徒との接
点を持ちます。日常の悩みや疑問に答えたり、リサーチや学

びの場で一緒になる事もあれば、実際の研究室や企業での
インターン的な活動、それ以外にも交流の機会をさまざま
に提供する予定です。

化出来るようにスタッフがサポートを行います。

通学
Q：地方からでも入学できますか？
A： 2019 年9月生に関しては、基本的には通学可能圏内にお住
いの方を対象としています。将来的には、地方や海外の生徒
を受け入れられる生活施設を展開していく計画です。

Q：他の提携機関に通学することも出来ますか？
A： 市ヶ谷のManai Tokyo Base以外の提携機関等は、常用とし
てではなく集中的にリサーチに取り組む際や合宿などに使

用します。その為、基本的な通学先としては、市ヶ谷の Manai
Tokyo Baseになります。

力、他者を巻き込む力、逆境の中でも前進する力等、そして
研究成果自体を鑑みての総合判断となります。
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Manai Tokyo BASE
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 2丁目 7−15 近代科学社ビル

International School of Science 設立プロジェクト（株式会社 ISSJ）
〒164-0001 東京都中野区中野 3 丁目 20−1 1
TEL: 03-6455-1299

Web
Facebook

https://manai.me/school/ja/
https://www.facebook.com/international.school.of.science/

