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ご挨拶

科学技術を武器に、世界の課題を解決し新たな世界を想像する変革
者 (Innovator）を輩出する
これを目標として我々は International School of Science 設立プロジェクト (ISSJ) を開始しま
した。我々が設立する学校で学んだ生徒が将来、人類が抱える課題を解決し、新たな発見・発明
により希望と「よし、やってやろう」という積極性に満ちた世界を創りたいと考えています。
今回、昨年に引き続き学校設立準備として、また我々が現段階で高校生に提供できるものを提供
する目的で７日間の宿泊型サマースクールを行いました。
日本国内の中学生・高校生18 名に加え、海外から30 名が参加し、国内外の第一線で活躍する研
究者の授業を受けました。
一日 8 時間の本格的な授業やワークショップに加え、毎日深夜までグループディスカッションを
重ね最終日のプレゼンテーションに臨みました。
生徒はサイエンスという人類の共通言語を用い討議し、時には衝突し、行き詰まり、そして問題
事を粘り強く解きほぐし、それを真摯な姿勢で他者に伝えるというプロセスを濃密な時間の中経
験しました。
これまでの時代、課題解決へ向かう羅針盤を持つ人や、解決への道案内が出来る人が重宝されま
した。しかし、今の10 代が今後生きる時代にはそもそも案内すべき道がありません。道が見え
ないのではなく、道がそもそもないのです。そんな時代に必要となるのは、道を新しく創る能力
です。道なきところに道を作り出し社会を前進させる能力です。
今回 International School of Science - サマースクール 2016 に参加した生徒が得た知識、経
験は、今後彼らが新たな道を創りだすためのエンジンとなることを確信しています。
ISSJでの学びが生徒を変え、生徒が世界をより良く、そしてよりワクワクするものに変える。
このミッション達成に向かう ISSJ の活動を、そしてそこで学ぶ生徒達を今後も見守っていただ
けると幸甚です。

International School of Science 設立プロジェクト

代表

野村 竜一
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About ISSJ Founding Project
教育理念

ISSJが輩出したい
生徒像

道なきところに道をつくることができる人物

既存の価値観に囚われることなく新たな価値観を自らの思考と判断で構築し、
勇気をもってその価値観に従い行動できる人物

他者と違っていることに価値を見い出せる人物
他者との違いを尊重し、同質化を決して是とせず、

異端の集まりこそが新たな価値を創造するための最適な環境であることを
理解し実践できる人物

International
School of Scienceの

特徴

Science

サイエンス

科学技術は夢をカタチにする力があります。創造のエンジンです。科学の進歩は人々

の
「あんなこといいな、
できたらいいな」
を実現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がサイエンスの力です。時代も場所も超える、人類共
通言語であるサイエンス。サイエンスを武器に世界中で夢をカタチにし、問題を解決

する、
そういった人材を輩出することが International School of Science の特徴です。
サイエンスをごく日常的なものとして扱い、その応用を考え、さらにそれを世界に伝

えられる、そういった人々を一人でも増やします。それが「あんなこといいな、できた

らいいな」がより多くかなう社会に近づく方法だと考えます。

Diversity

ダイバーシティ

自らと違う価値観に触れた時、人は初めて自らが持つ価値観を知ることができます。
自分と違う立場にある人と触れ、自分が何者なのかに想いを巡らせることができます。
ISSJでは留学生を多く迎え入れます。また日本人学生に関しても、全寮制とすること

で日本全国から募集を行い、様々な環境で育った生徒を幅広く受け入れます。いかな

る生徒もそれぞれ異なる価値観を持ち、また違う価値観を持ち続けることを許容し、
尊重し、認め合うことがISSJの根源となる校訓です。

「ごちゃ混ぜ」の環境は、どんな教材よりも、どんな教師よりも生徒が多様な世界を知
ること、そしてひいては己自身を知ることを助けます。ISSJにおいて生徒を最も成長

させる最高の先生は、世界から呼び集められる優秀な教師陣だけではなく、
「お互い違

うからこそ良い」ということを認め合える環境です。
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About ISSJ Founding Project

教育メソッド

International School of Science の講義メソッドは、
ISSJ Summer School 2016 にも多く取り入れられました。

① 徹底的にプレゼンテーション

ISSJが最も力を入れるのが「伝えられる」ということ。自らの研究を他者に伝えることは、人を巻き込み、研

究を継続・拡大させることにつながります。全ての授業で必ず生徒にプレゼンテーションを課します。また、
すべての課題レポートで、レポート内容を要約したプレゼンテーション動画の提出を必須とします。

さらに、プレゼンテーションスキル向上のため、特設クラス「サイエンスプレゼンテーション」が必須授業と
なる予定です。（summer school 2016でも実施）

② 徹底的に仮説設定・仮説検証

ISSJでは、知識の一方的な導入は行いません。全ての授業において、生徒は仮説を立て、検証（実験）を行い、

時には仮説を立て直したり検証を繰り返したりすることで、導き出した結果をプレゼンテーションします。

実験を伴わない授業においても、例えば「光速に近い速度で移動すると、時間の経過が遅くなる」という知識

をインストールするのではなく、生徒が数式処理の末に「確かに速度変数を無限大にすると時間が経過しない」
と実感する瞬間を、最も大切にします。

今回のサマースクールでも生徒が仮説を立てた上で実験し、また手を動かし数式処理を行い、事象を新たに理
解するといった授業設計を行いました。

③ 徹底的にグループワーク

一人では到達できないところでも、仲間との切磋琢磨によって到達する。これもISSJが大事にする成長の方法で

す。あえて性格・信条の違う生徒をグルーピングし、個性を認め合うこと、意見の違いを許容し合意点を探るこ

とや異なる意見や考えの融 合により、日常的に新たな知見の蓄積を繰り返します。ISSJの生徒にとって

Diversityは当たり前です。Diversityあふれる環境は、ISSJの生徒にとっては妥協点、解決点を探るべき「やっ

かいな状況」ではなく、新たな高みに到達するための最強の武器であり装置となります。
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About ISSJ Founding Project

International School of Science Founding Project
ISSJ 概要
■ 団体名
International School of Science 設立プロジェクト ( 和名 )
International School of Science Founding Project（英語名）

■ 役員
野村 竜一

衣川 武志

堀潤

孫 泰蔵

■ 団体所在地
東京都渋谷区恵比寿西 1-21-14-106

■ アドバイザリーボード
石戸 奈々子

NPO 法人 CANVAS 理事長

一木 広治

株式会社ヘッドライン代表取締役 /
2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致委員会事業・広報アドバイザー

海老根 智仁

デジタルハリウッド大学・BBT 教授 / 株式会社モブキャスト取締役最高顧問 /
株式会社レジェンド・パートナーズ代表取締役会長

桑原 克己

AIC.NZ.LTD 代表取締役 / 株式会社鴎州コーポレーション専務取締役

小林 聡子

千葉大学国際教育センター特任助教

佐藤 昌宏

デジタルハリウッド大学教授

杉山 知之

デジタルハリウッド大学学長

高橋 修一郎

株式会社リバネス代表取締役社長 COO

竹川 隆司

Viling Holdings Pte. 代表取締役 / 一般社団法人 IMPACT Foundation Japan

滝村 雅晴

株式会社ビストロパパ代表取締役 / パパ料理研究家 / 内閣府食育推進会議専門委員 /
大正大学客員教授
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坪谷ニュウエル郁子

国際バカロレア機構アジア太平洋地区委員 / 世界で生きる教育支援財団理事長

鳥居 健介

公文教育研究会経営企画室リーダー

中村 伊知哉

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授

野崎 智成

一般財団法人活育教育財団代表理事

水永 将志

スター・マイカ株式会社 代表取締役社長

山口 紀夫

株式会社 LCA 代表取締役 / LCA 国際小学校校長 /LCA インターナショナルプリスクール校長

脇坂 崇平

理学博士脳科学総合研究センター・適応知性研究チーム研究員

Charlotte Evans

英国学校教諭 / オックスフォード大学サマースクールコーディネーター

Gary Vierheller

日本科学未来館 国際調整室国際担当 / English Advisor

Sachiyo Vierheller

Inspir,Ltd. 副代表 / English Communication coach

Summer
School 2016

Summer School 2016 実施概要

Summer School 2016 実施概要
名称

ISSJ Summer School 2016

Web

http://science-school.org/summer

Facebook

http://facebook.com/international.school.of.science

連絡先

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-21-14-106
03-6455-1299 / Mail: info@science-school.org

開催日程

2016/8/3 〜 8/9

開催場所

横須賀テレコムリサーチパーク（YRP）一番館 2 階会議室 1,2 及びホール

宿泊施設

ホテル YRP、ハイム光の丘

費用

￥150,000 / $1,500

参加者人数など

48 名（国内 18 名、海外 30 名）

主催

International School of Science 設立プロジェクト / 一般財団法人活育教育財団

協力

Mistletoe 株式会社、特定非営利活動法人 8bitnews、京急電鉄株式会社、
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク、株式会社 Xiborg、シスコシステムズ合同会社、
GOB Incubation Partners 株式会社、HAKUTO（株式会社 ispace）、RISU Japan 株式会社、
臨済宗大本山円覚寺、株式会社ロジム、コソダテリノベ（協和物産株式会社）、
公益財団法人三菱 UFJ 国際財団、特定非営利活動法人日本ロケット協会

後援

横須賀市
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Summer School 2016 実施概要
■ 事前活動
・準備期間

2016 年

2 月〜

生徒募集 Web 及びリーフレット作成

国内）インター校、SGH, SSH 校へのリーフレット配布

5月

海外）マレーシア、ベトナムでの学校説明会の開催

7月

海外生徒渡航サポート

6月

講師依頼、奨学金面接

・選考（skype/ 動画 Message) Q1 なぜあなたは ISSJ に参加しようと思ったのですか
Q2 あなたにとってサイエンスの意味は何ですか

奨学金： 国内外の優秀な生徒には全額又は半額の奨学金として給付

■メディア掲載
（事前）

Web

（事後）
TV

新聞

Web

・タウンニュース

7/22 タウンニュース

http://www.townnews.co.jp/0501/i/2016/07/22/341543.html

8/9
8/10
8/11

18:00~

8/10
8/24

神奈川新聞
The Japan Times

07:30~
18:30~

TVK ニュース
東京 MX テレビ モーニングクロス
Dairy News (JCOM 神奈川 )

・TVK ニュース

・東京 MX テレビ

小学館ファミリーネット

http://familyblog.shogakukan.co.jp/news/2016/08/000910.html

インターナショナルスクールタイムズ
http://istimes.net/articles/773

・Dairy News (JCOM 神奈川 )

ジャパンタイムズ

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/24/national/
asian-students-ﬁnish-cross-cultural-summer-science-course-yokosuka

神奈川新聞（電子版）

http://www.kanaloco.jp/sp/article/191552

・小学館ファミリーネット
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・インターナショナルスクールタイムズ ・ジャパンタイムズ新聞

・ジャパンタイムズ web

・神奈川新聞

・神奈川新聞 web

サマースクール 実施報告

サマースクール実施報告
■ 参加者情報
■

応募者サマリー

■

インタビュー／ キャンセル／
失格
エッセイ待ち

応募者

参加者

日本

30人

16人

1人

13人

ベトナム

38人

11人

19人

8人

フィリピン

13人

11人

1人

1人

インドネシア

11人

3人

7人

1人

シンガポール

2人

2人

0人

0人

モンゴル

3人

2人

0人

1人

中国

2人

2人

0人

0人

台湾

1人

1人

0人

0人

マレーシア

1人

0人

0人

1人

101人

48人

28人

25人

参加 国

合計

ISSJ Summer School

年齢サマリー
年齢

人数

13 歳

2人

14 歳

国内サマリー
住所

人数

東京

8人

12人

神奈川

1人

15 歳

17人

埼玉

1人

16 歳

13人

栃木

1人

17 歳

4人

大阪

1人

48人

兵庫

1人

奈良

1人

広島

1人

シンガポール

2人

英国

1人

合計

18人

合計
*年齢は8/2現在

■

■

男女比
男性
女性

25人
23人

合計

48人

2016
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サマースクール実施報告

全体スケジュール

time/date

3-Aug

4-Aug

5-Aug

6-Aug

7-Aug

8-Aug

9-Aug

day of week

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

breakfast

breakfast

5:30
6:00
hotel
breakfast
6:30
7:00
7:30
breakfast &
breakfast
8:00
registration
8:30
Learn Zen(禅)
9:00
world and scientist
9:30
10:00
Learn to Present
Orientation &
10:30
Introduction
Science &
11:00
recess
11:30
12:00
12:30
13:00
lunch
lunch
lunch
13:30
14:00
14:30
Road to Data
15:00 Create new value
Human body
Scientist,
by
Design
Thinking
15:30
and human brain
the sexiest job of
16:00 approach
21 century
16:30
17:00
17:30
18:00
dinner
dinner
18:30
19:00
Welcome party
Learn the key
19:30
basics of
Life, scientists of
PowerPoint and win ethics and morality
20:00
that investment!
20:30
21:00
21:30
22:00
Group Work
Group Work
Group Work
22:30
23:00
23:30
0:00
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hotel

breakfast

breakfast

Why we know there
Rocket experiment 〜
are black-holes?
one day fieldwork〜
Introduction to
Einstein's Relativity

Power generation
and consumption
techniques for
innovative energies

lunch

lunch

Biomedical
Engineering-Fluid,
Physiology, and
Mechanics

Rocket experiment 〜
one day fieldwork〜

The relation of
human body and
technology as an example,
a sports prosthesis
to be used in the
Paralympic Games.

dinner

dinner

dinner

Outdoor activity
(@ Nobi Beach)

Meet young
researchers and
entrepreneurs

Performance check

Group Work

Group Work

Group Work

lunch

hotel

Presentation

lunch

Presentation

Farewell Party

dismissal

hotel

サマースクール 実施報告

タイムライン 各日のダイジェスト

0

Day-

2-AUG

スタッフは二手に分かれて作業開始、YRP集合組は会場の設営、備品管理、施設管理者への挨拶など。
空港集合組は午前便で到着した生徒たちを迎え、まずは第一陣を送り出して横須賀へ移動。夕方の便で
海外からの生徒をすべて宿泊施設に送り届けて一日を終える。スタッフは明日からの動きを再確認、生
徒たちに不安なく一週間を過ごしてもらえるように配慮する。

1

Day-

3-AUG

前日泊の生徒は朝食、9 時から当日集合の生徒の確認作業を開始、全体のオリエンテーションを済ませ
てから午前の Team Building 講座。初めて全参加者が揃う。ランダムにチームを入れ替え連続してゲー
ムをすることでお互いを知るというアクティビティを体験した。午後は Design Thinking 講座。クリ

エイティブに物事を発想し、今までの在り方を疑って物事を考える。生徒同士でインタビューしながら
新しいごみ箱を作るワークを実施。夜は Welcome party としてお互いの名前や特徴を知ることが出来
るワークを実施。

2

Day-

4-AUG

午前はLearn to Present Science講座。一瞬たりとも気を抜かせないアクティブな授業。最終日のプ
レゼンに生かせる言葉・動き・目線など多くの学びを得ることが出来た。

午後はRoad to Data Scientist講座。今話題のデータサイエンスについて、全員がパソコンを使って

の作業。世の中の事象はデータから出来ており、それをどう生かして現実社会で価値を生み出していく
のかという興味深いテーマであった。夜はLearn the key basics of Power Point講座。パワーポイン
トで使えるテクニックと表現、インパクトのあるプレゼン資料の作り方を実践を通じて体験した。
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サマースクール実施報告

タイムライン 各日のダイジェスト

3

Day-

5-AUG

午前はLearn Zen(禅) World and Scienceと題して、鎌倉の円覚寺に早朝移動。座禅を組んで

から質疑応答。自分を見つめ、コントロールすることの大切さを学び、姿勢と呼吸を整える。
住職の洒脱な話に生徒達も楽しんで禅体験が出来た。午後はHuman body & Human Brain講

座。人間の身体を作っている遺伝子の働きについて、また、様々な脳の動きがどのように観察
されるか積極的に質疑が行われた。夜はLife, Scientists of Ethics & Morality講座。制限のな

い科学の発展は何をもたらすのか、人間はどこまで研究してよいのかそれぞれが自分の意見を
発表した。

4

Day-

6-AUG

午前は、Why do we know there are black-holes? 講座。ブラックホールの存在、相対性理

論の考え方を光の屈折や楕円軌道の観察を通じて理解する講義内容。午後は、Biomedical

Engineering 講座。現代の医療は多くのシミュレーションにより研究されている。マグデブル
クの半球を作製し、ポスター制作と発表を行った。夜は Fireworks in Nobi-beach として、花
火と学生 TA が企画したアクティビティで楽しんだ。

5

Day-

7-AUG

一日フィールドワークの Rocket Experiment 講座。航空力学、加速度、重力などを考慮しつつ

与えられた資材で手作りのロケットを各グループで制作。午前中の試射を通じて得た仮説を午

後に修正して記録を計測、パーツごとに担当を決めてグループで成果を競い合った。夜は、
Meet young researchers and entrepreneurs 講義。研究者や起業家など理科系のバックグラ
ウンドを持つ 4 人が登壇、今までの生き方や特技を披露する場面も。
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6

Day-

8-AUG

午前は、Power generation consumption technique for innovative energies 講座。発電と

蓄 電 に つ い て 簡 単 な 発 電 機 を 製 作。未 来 の エ ネ ル ギ ー の 可 能 性 に つ い て 学 ぶ。午 後 は、
Relationship with Human body and Technology 講義。健常者が義肢をつけて歩く体験を通
じて、科学技術がいかに障がいを克服をするかを学んだ。夜は翌日のプレゼンに備えてスクリ
プトやジェスチャーの動きをグループで順番に深夜まで行った。

7

Day-

9-AUG

午前10時より12グループ（四名一組）の発表が続く。プレゼンテーションの後には活発な質疑

応答が行われた。昼食をはさんで午後16時まで発表の後、協賛企業からアワードが贈られた。
授賞式にはMistletoeの孫泰蔵氏、8bitnewsの堀潤氏が登壇し生徒たちに熱いメッセージ。最
後はお別れパーティーで生徒・TAなどがそれぞれのパフォーマンスで場を盛り上げ、19時に解
散。国内組と深夜便で帰国する海外の生徒はそれぞれの帰路についた。

8

Day-

10-AUG

午前7時にホテルを出発、羽田空港に海外の生徒を送り届ける。TA達とも最後の時を迎え、学

びと友情、そして笑いと涙に包まれた一週間の旅を終えた。最後は運営側で荷物の片づけと清掃、
お世話になった施設に別れを告げた。
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サマースクール実施報告

プレゼンテーション・ハイライト

サマースクールの集大成として
最終日に生徒たちによるプレゼン発表会がありました。

「2050年までに人類が解決すべき課題をあげ、科学的に解決策を論じよ」という抽象的な課題が与えられ、生徒は自
ら課題を設定し、その解決策をサマースクールの間に学んだ知識を含め論理構成し、発表するというものでした。
プレゼンテーショングループは初日の授業後に、生徒の特徴やダイバーシティを考慮して、担任講師により決められ
ました。

グループワークは毎日ナイトセッションの後に行われ、深夜にまで及びました。前日のプレゼンテーション準備では、
自信を持ってやり遂げられるか、不安な表情も多くも見られました。
サマースクール期間中に学んだ知識や概念、プレゼンテーション資料の作り方やプレゼンスキルなど講義で得たもの
をふんだんに盛り込み、科学的な根拠が積み上げられた素晴らしいものでした。
また各プレゼンテーションの発表者に対し、生徒たちは積極的に質疑応答を行い自ら意見を述べることや他者との議
論を拒絶しない姿勢を見せました。この期間中の成長を大きく感じる一幕でした。
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各グループは四名一組で発表を行いました。全員がプレゼンの作成とスピーチを行います。
フィリピンの電力不足をテーマに海水を使った低価格で電力循環する設備を考えるグループや、火星への移住を考え、
いかに発射リスクを減らし、より安価な旅を可能にできるかを論じるグループもありました。
その他にも絶滅危惧種を守るためにはクローン技術をもっと進めるべきという進歩的な発言に驚かされることもあり
ました。
多くのグループが地球温暖化、エネルギー不足に課題を感じ、それぞれの課題解決方法を提示しました。世界に広が
る地熱発電の可能性と原子力発電のリスクでバランスをとることや、世界中の交通網から振動エネルギーを利用しつ
つ、炭素と酸素を分離させ電力を得るハイブリッド型の提案、また種もみからシリコン電池を開発し、今まで以上に
エネルギーを大切に使う事を提案するグループなど斬新なアイデアを披露しました。
遺伝子疾患に対する解決策として、遺伝子検査と細胞に直接拡散ポリマーを注入することを考え、免疫や抗体を研究
開発すること、その際に注意すべきこととして情報の目的外利用や倫理観を重要とすべきとするなど実際に科学者が
直面するだろう問題に対し深い考察を行ったグループの発表もありました。
すべてのグループ発表の後、表彰式となり協賛企業からアワードが贈られました。
活育教育財団からはロケット実習の最優秀グループに、Mistletoeの孫泰蔵氏からは期間中に最も成長した生徒に、
8bitnewsの堀潤氏からは最も多様性を受け入れた生徒に、最後に主任講師のシャーロットから最も優れたチームワー
クを発揮したグループにHead of teachers award が贈られ発表会の幕を閉じました。発表会の後で参加生徒全員に
認定証が贈られました。
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講師紹介

・How to make team, how to work in team
・Why do scientists need to think about ethics?

Charlotte Evans

Teacher (elementary, high school and university)

Create new value by Design Thinking approach

Ryo Sakurai

Co-founder of the GOB Incubation Partners

Learn To Present Science

Gary Vierheller, Sachiyo Vierheller

Gary Vierheller(MIRAIKAN), Sachiyo Vierheller (Inspir Ltd.)

Road to Data Scientist, the sexiest job of 21 century

Satoshi Erdos Kato

Founder of Japan data scientist consortium
Risu-japan director
Learn the key basics of PowerPoint and win that investment!

Yoshino Ryu

Representative of G&G, specializes in English education.
Won a national speech contest & awarded by the Minister of Foreign Aﬀairs.
Learn Zen (禅 ) world and science

Ichido Uchida

Rinzai sect Daihonzan (head temple) Engaku-ji Temple
Deputy chief priest
“Human body and human brain”

Qi Zhang, M.D., PhD.

Research Scientist in Brain Science Institute, Riken.
Adjunct lecturer at Faculty of Science and Engineering, Waseda University.
Invited lecturer at Juntendo University.
Why we know there are black-holes? Introduction to Einstein's Relativity

Hisaaki Shinkai, PhD

Professor, Osaka Institute of Technology. Visiting Researcher at RIKEN.
General Relativity and Cosmology. PhD (Theoretical Physics) from Waseda University 1995.
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Rocket experiment 〜 one day ﬁeld work 〜

Yoshifumi Komasa

NPO Showa Gakuen, Sky Sea Academy.
Graduated Keio University, majoring Applied Physics and Physico - Infomatics.
・Biomedical Engineering - Fluid, Physiology, and Mechanics ・Meet young researchers and entrepreneurs

Naoki Takeishi, PhD

Research Fellow of Japan Society for the Promotion of Science (JSPS-PD)
Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto University, Japan
Meet young researchers and entrepreneurs

Takeshi Hakamada

The founder and CEO of ispace technologies, inc, which aims to the worldʼ s leading lunar
exploration company. He is also leading TEAM HAKUTO, the sole competitor of the Google
Lunar XPRIZE from Japan since 2010, achieving a robotic lunar exploration mission within
2017. He earned M.S in Aerospace Engineering from Georgia Institute of Technology.
Meet young researchers and entrepreneurs

Sohei Wakisaka, Ph.D

Laboratory for Adaptive Intelligence at RIKEN Brain Science Institute
Bachelor of liberal arts in philosophy of science in Tokyo University.
Master degree and PhD for visual illusion studies.
Meet young researchers and entrepreneurs

Gaku Nagashima

From Matsue, Shimane
- Harvard University PhD candidate in Applied Physics 2011-2015- State University of New
York at Stony Brook in Physics 2008-2011
- Diablo Valley College 2007-2008
- Matsue College of Technology 2005-2008
Power generation and consumption techniques for innovative energies

Hideki Masuda, PhD

PhD in Engineering (University of Tsukuba, Japan)
Postdoctoral researcher at National Institute for Materials Science (NIMS) in Japan.
“Relationship with human body and technology: A case of prosthetic leg for sports used in Paralympics”

Ken Endo, PhD

Rresearcher of Sony Computer Science laboratories Inc., and CEO of Xiborg Co., Ltd.

20

Voice
講師の声
Gary Vierheller

” Learn to Present Science” を担当

On August 4, 2016, our ISSJ Summer School three hour seminar flew by thanks to the students, teachers, and all the people involved. After the seminar, Gary and I savored the experience and were very impressed with the students' active participation. What a great session
it was !
What made the ISSJ summer school 2016 this powerful and satisfying?
It is because of students' and teachers' acute attention, contagious openness to step out of
their comfort zone, and clear understanding in what benefits teamwork offers. Each and
every participant demonstrated their understanding that it's her/ his duty to help the audience remember and understand their message. We believe that they will continue to use in
their real world the skills they passionately obtained.
It was our joy of being part of their education, and we have started to count the days until
the next ISSJ summer school 2017!!!

Hisaaki Shinkai

“Why we know there are black-holes? Introduction to Einsteinʻs Relativity” を担当

I was surprised for students' reactions in ISSJ. I gave lectures of university-level physics, but
most students were catching up the contents, and showed me their great curiosities than I
expected. I intended to teach not only relativity and black hole but also a message that the
physics laws are beautiful, and I believe many students understood it.
I felt the school was filled with energy of young students, enthusiasm of teaching assistants,
and dreams of organizers.
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生徒の声

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

This was the most heartwarming experience of my life.
Please organize a reunion after ten years.

It was awesome, fun and overall a very knowledgeable event.

This will be such a memorial summer school to me that I would never forget.
I hope one day all of us could all gather again and sit in the same classroom, just like
usual, having lecture, lunch, dinner, doing funny and crazy things together.
Thanks for the opportunities and all the happiness and great memories that the ISSJ
Summer School brings to us!

Can I be the TA for the program next year?
I think that I can be a TA because I had experienced in this position for 2 years, in a NGO
in Vietnam.

Thank you very much. It became the best memory of the summer.

Of course it was full of science and helped my study, however because this program had
many nationals, I also learned how other countries are like about education and life.
Also able to touch many ways of tailing because of nationality and age. It was a great
program and if I was younger I will definitely join this school.

Unfortunately, I'm too old to attend the next summer school so all I can do is wishing you
the best success in the future. Hope the board will always be this enthusiastic and
inspiring.

I really enjoyed that time with everyone with the teacher, TAs, friends and it was a great
experience in my life.
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Voice
Summer School 2016 では、大学生インターンスタッフが イベントの企画立案や授業準備補助、
授業中やプレゼンテーション準備の TA（Teaching Assistant）として活躍しました。

インターンの声
今回このインターンに参加したことによって私はたくさんのことを得られました。責任感や行動力、
そしてリーダーシップなど長い期間の中でたくさんのことを学ぶことができました。また一般の企
業に入ってインターンするのと違い、今年はほぼ１からサマースクールを計画、企画することになっ
たので普通では体験できないこともあったと思います。
私は光栄にもインターン生代表として選ばれ準備段階ではインター生のマネジメントを任され、サ
マースクール中はインターン生のリーダーそして生徒対応を主にしました。どれも簡単なものでは
なくリーダーなどの経験がない私は失敗もたくさんし、多くのことを学びつつ周りのサポートもた
くさん受けてやり遂げることができました。インターン生代表として大変だったことはたくさんあ
りました。特に14人にもなるインターンクルーがどのような仕事をいつまでにやらなければいけな
いのかなどのマネジメントでした。特に実感したのはインターン生が14人にもなれば様々なやり
方の人がいるので、ただ自分の価値観や、やり方を押し付けるのではいけないと思いました。相手
のことをよく観察し受け入れることも大切だと実感しました。
このインターンをやった率直な感想としては、本当にやりがいがありました。その理由として先ほ
ど述べたように、責任感や行動力の大切さをより一層実感し、リーダシップのあり方や難しさを学
べたことです。しかしこれは私が代表であったからではなく参加したインターン生全員が同じこと
を思ったと思います。例えば、サマースクール中指示を待つのではなく、自分でやらなければなら
ないことを探し率先して仕事をすることや、自分が任された仕事は最後まで責任もってやることな
ど、当たり前なことかもしれないけれど貴重な体験ができました。一般的な企業のインターンとは
少し違うかもしれませんが、終わったときには確かな自信が私の中にはありました。
法政大学グローバル教養学部 3 年

横山 泰寛

初めにこのインターンの話を聞いたとき、すぐに代表の方々の熱意を感じ、とっても面白いプロジェ
クトに参加させてもらえるとワクワクしていました。しかし、理系でもなく、教育についても何も
知らない私が何かできるのだろうかと不安ばかりでした。実際に参加してみると勉強会での教育に
ついての発表や、広報の仕事で科学者の元へインタビューしに行き、ブログの記事を書いたりと、
普段出来ないような活動をさせてもらいました。サマースクールの準備が始まってからは、私は日
程管理の仕事、サマースクール中は毎日の授業の日誌、ビデオ作り、TAとして授業に参加しました。
生徒達のグループに入って一緒にディスカッションし、一緒にレクリエーションをしている時間は
あっという間で、私たちインターン生も生徒と同じくらい話し合い、楽しみました。そんな刺激的
な毎日を送っていたので、生徒たちとのお別れの時間は、一番泣いた自信があると言い切れます。
サマースクールが終わった今でも毎日、生徒から連絡が来る程、仲良くなることが出来ました。最
終日に近づくにつれ疲れて、居眠りしてしまったり、プレゼン大会の前日は夜中まで皆でミーティ
ングをしたりしました。それも含めすべて、貴重なインターンの体験であり、最高の夏の思い出に
なりました。来年も、その先も出来るのであれば少しでもいいので関わりたいと思えるような素敵
なプロジェクトと素敵なチームでした。
法政大学グローバル教養学部 3 年
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中村 理央

終わりに
This year's International School of Science summer programme was the second of its kind;
another towards establishing what is to become a ground-breaking and influential school. In
an ever-more interconnected world, students who have been encouraged to develop their
curiosity, and those who have been given opportunities to work in international contexts, will
later prove invaluable scientists. The second founding project summer programme provided
students with many unique experiences which I believe will have a significant impact on their
future development. Every day, they were given 3 classes by some of the most eminent
scientists and researchers in their respective fields. These sessions were challenging, stimulating and interactive: the concepts discussed were advanced, beyond a usual school curriculum; even when students didn't fully understand the formulae or methods covered, the
opportunity to discuss these with working scientists was aspirational. The opportunity to hear
from, and pose questions to, young scientists was particularly inspiring. The students' interest
was piqued, and their future scientific enquiries will be more profound as a result. Since
returning, several students have already been in contact to ask for further clarification or
requesting more communication with the scientists. The sessions during this programme
have, then, already had an impact on the students' work back in their high schools. They were
introduced to concepts, theories and modes of enquiry which they had never seen before, but
which they are keen to continue and hone further. This year, students were also given
opportunities to learn outside of the classroom: a workshop on Zen Buddhist meditation, and
a full day of field work building a rocket. Such sessions are an indication of the sort of learning
opportunities which will be so integral to the curriculum of the school.
As well as the renewed, or furthered, interest in scientific endeavour, the programme also had
a noticeable impact on the students' personal and social growth. At the start of the week, we
welcomed a group of bright students from a number of different countries and backgrounds.
Being able to spend time with other students from different countries and schools was a really
profound experience which will shape the rest of their lives. The pastoral care we were able to
offer allowed students to grow personally, as well as academically. To facilitate such care, the
team of teaching assistants proved invaluable. The sessions we offered on team-building, and
delivery gave the students a great deal more confidence and this will stand them in good
stead throughout their school careers. The summer programme was a worthwhile and memorable experience for all involved.

The Head of Teachers

Charlotte Evans
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謝辞
ISSJ Summer School の全体報告をまとめさせていただきました。
初年度から倍増を目指し、48名、8つの国と地域から生徒を集めた我々の挑戦が終わりました。生徒の
募集や招聘、運営など慣れてきた部分とまだまだ改善が必要な事に気づき、来年以降に課題を残しなが
らも無事に終えることができたと安堵しております。
我々のプログラムには社会に出ても役に立つ要素が多く含まれています。グループワークを通じてお互
いの意見をぶつけ合いより良いものを生み出すプロセス、そしてプレゼンテーションという周りを説得
できるだけの論理構成と表現力。そして困難な課題を誰かの力を借りて克服すること、真理を探求する
好奇心を持ち続けること。そして自らが課題を設定する力を身につける。きっとこの中から世界を驚か
せるイノベーターが生まれ、国境を越えた繋がりがより良い未来へのきっかけになると信じています。
このイベントの中心は生徒達です、夏の貴重な時間を我々のサマースクールに参加してくれてありがと
う。そして、我々に大切なご子息をお預けいただいたご両親の方々に心から御礼申し上げます。また、
インターン・クルーのメンバーには事前の準備から無理なことも含めて一緒に考え、実行し、解決しな
がらこのイベントを一緒にやり遂げたこと、また本当に多くの事を学ばせていただきました。我々の取
り組みはまだ始まったばかり、そして我々も生徒に負けず日々学び、成長していく必要があります。理
想の教育とはお互いが更に高みを目指し続けることにあると考えております。
今後とも変わらぬご支援とご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

ISSJ Summer School Organizer

衣川 武志
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