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ご挨拶

科学技術を武器に世界の課題を解決し、新たな世界を創造する
変革者(Innovator)を輩出する

我々は生徒が自由に自らの興味に没頭し、個々の能力と可能性を伸ばせる場所を
創ります。そこで学んだ生徒達は将来人類が抱える課題を解決し、新たな発見・
発明 を成し遂げます。それにより「今日はどんな面白いことがあるだろうか」とい
う希望と「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、これが
International School of Science 設立プロジェクトを開始した理由です。
2017 年 8 月に、昨年・一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 11 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 7 名に加え、海外から 28 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、また実習に取り組みました。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、自らの研究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創り出し社会
を前進させる能力です。今回 International School of Science ‒Summer School 2017
Program 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出すため
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。そこに向かう ISSJ の活動を、そしてそこで学ぶ生徒達を今後も見守って
いただけますと幸甚です。

International School of Science 設立プロジェクト

代表

野村 竜一
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Philosophy

あなたは自由ですか？
かつて人類は自由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・慣習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。
現代の自由とは、無自覚な心の不自由と絶えず一緒にいるのではないでし
ょうか。

飢餓や病気からの自由。職業選択や投票の自由。我々は、これらの物理的、
社会・政治・経済的自由を謳歌するだけでなく、これからの人類の進化に
向けてかつての自由という概念を超えていく必要があります。

無意識に存在する多くのバリアーを取り払い、自分が持っている真の可能
性を解放し、そして世界に自らを表現していく。

自由になること。我々と関わる全ての人が目指すべき究極の到達点です。
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About ISSJ

Vision
生徒に知識を一方的に教えるのではなく、
生徒が自ら学び育つ場、生徒が「自分も世
界を変えられる」と実感できる場を創ります

生徒の時間の中心は、自らが決めた研究プロ

ジェクトです。全員が個別に最適化された時間
割を持ち、多様な社会人と混じり合いながら世
界中に散らばる拠点・提携機関の網の目を移

動して学ぶ事が出来る、全く新しい教育・研究
機関を設立します。

Mission
人々が自由に好きなことに没頭できる世
の中、そして好きなことに没頭している
ことが尊敬される世の中を創り出す

生徒は自分が興味を持てる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、検証を行う、専門家

の意見を取り入れながら自分の好きな事にとこ

とん没頭できる人物を世の中に送り出します。
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Values

Opportunities to face challenges

挑戦する機会

精神的な自由を獲得するにつれて、人はより大きな挑戦に立ち向かうことが
可能になります。挑戦は人を成長させ、それが再び自由の拡張につながって
いく。我々は、生徒達が心置き無く挑戦できる機会を提供します。

Diversity

多様性

人の間には強い相互作用が存在します。その場の多様性を保つことによっ

て、生徒達は自然に様々な世界の存在、多様な考え方を認識し理解できます。
我々は、生徒達が新しい可能性を見い出す多様な環境を提供します。

Accessibility to Knowledge

知識へのアクセス

適切な知識へのアクセスを確保することは、人としての成長や自由を育むだ

けではなく、自分自身を世界に表現するツールとして大きな力を持ちます。

豊富で良質な知識に触れられる環境は、自由で解放的な場を作るために不可
欠な要素です。
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About ISSJ

輩出する生徒像

道なきところに道を創り出すことができる人物
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

違っていることに価値を見出せる人物
他者との違いを尊重し、同質化せず、異端の中に
こそ新たな価値を創造出来る可能性が存在してい
ると認識できる人物
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今後の展望

Networking with science institutes
to build learning communities

拠点となる施設および周辺提携機関にて、高校生が

多様な社会人と混じり合いながら研究プロジェクトに
没頭します。

世界中に散らばる拠点・提携機関との網の目を移動

しながら学ぶ新しい教育機関の創設を目指します。
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About ISSJ

BASE partners work
with ISSJ students

Partner
Partner

Partner

Partner

Partner

BASE

BASE は教室、ラボ、寮が一体となった施設であり、
生徒はここで共同生活を送ります。

また、生徒は自らのリサーチプロジェクトに応じて
周辺研究機関と共同研究を行います。
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About ISSJ

Scienceについて

Philosophy

科学に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がサイエンスです。時代、場所を超えた

人類共通の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、課題を解
決する。我々International School of Science は、そんな人物を多く輩出することを目指して
います。

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」がより多く叶う
社会に近づく方法だと考えます。
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ISSJ実施概要

これまでの実績

ISSJ Summer School 2015-2017

応募人数

国と地域

265名

16ヶ国

Program実施概要

45% 55%

60%

男女比

奨学金率

45%：55%

60%

ISSJ Summer School 2015~2017

2015 年
日

時：

場

所：

参加費：

2015 年8 月3 日〜 9 日( 7 日間 )
横須賀テレコムリサーチセンター (YRP)
16 万円

募集定員： 25 名
参加人数： 25名(日本人 : 12名

海外生 : 13 名

応募数 : 32名)

（日本・フィリピン・インドネシア・シンガポール）

2016 年
日

時：

2016 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)

参加費：

15 万円

募集定員： 50 名
参加人数： 48 名 (日本人 : 18 名 海外生 : 30 名 応募数 : 101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）

2017 年
日

時：

2017 年7 月30 日〜 8 月 9 日 (11 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

参加費：

25 万円

募集定員：30 名
参加人数： 35 名(日本人 : 7名

海外生 : 28 名

応募数 : 132名)

（参加国籍：ベトナム、フィリピン、インドネシア、日本、
バングラディシュ、モンゴル、ウクライナ、アメリカ）
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参加者情報
ISSJ Summer School 2017
国名

応募数 参加数

ベトナム

53

10

フィリピン

48

11

インドネシア

13

3

日本

12

7

バングラディシュ

2

1

マレーシア

2

0

インド

1

0

モンゴル

1

1

ウクライナ

1

1

アメリカ

1

1

132

35

合計

応募者情報

性別

応募者

参加者

男性

69

22

女性

63

13

合計

132

35

年齢

応募者

参加者

13歳

1

1

14歳

5

2

15歳

28

8

16歳

52

9

17歳

39

13

18歳

7

2

合計

132

35

ISSJ Summer School 2015 - 2017

GBR (1)

Ukraine (1)

Mongolia (4)

China (2)

Korea (1)
Japan (55)
Canada (1)

Taiwan (1)

USA (2)

Vietnam (90)
Philippines (68)
Malaysia (4)
Singapore (5)
Indonesia (27)

India (1)
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Bangladesh (2)

ISSJ実施概要

過去参加校一覧

▪日本

桜蔭中学、大阪 YMCA インターナショナル、海陽高校、開智中学校、嘉悦有明高校、加藤学園暁秀中学校、
ぐんま国際アカデミー高校、慶應義塾高等学校、小石川中等教育学校、佐野市立佐野北中学校、

サンモールインターナショナルスクール、渋谷学園幕張高等学校、聖学院、清泉インターナショナルスクール、
東京学芸大学附属国際中等教育学校、筑波大学付属高校、名古屋市立向陽高校、灘中学校、
日本女子大学付属高等学校、ノートルダム清心高校、兵庫県立大学附属中学校、広尾学園高等学校、
富士見高等学校、雙葉高等学校、茗渓学園、立命館慶祥高校、六本木中学校、横須賀総合高校、
早稲田高校

▪フィリピン

Angeles City Science High School, Philippines Science High School-Western Visayas, Philippines Science
High School Central Luzon Campus, Philippine Science High School - SOCCSKSARGEN Region Campus,
Philippine Science High School Main Campus

▪ベトナム

Nguyen Sieu Private School, Foreign Language Specialized School, Le Quy Don gifted high school,

Concordia International School Hanoi, Chu Van An Highschool, Hanoi Amsterdam High School for the

Gifted, Lawrance S.Ting School (LSTS), Nguyen Sieu High School, Le Hong Phong High School for the Gifted

▪シンガポール

School of Science and Technology, Singapore, Singapore American School, United World College of South
East Asia

▪インドネシア

Sekolah Aam Insan Mulia (SAIM), SMAN 4 Tangerang Selatan, Ricci 2 Catholic High School, SMA Yadika 5

Joglo, SMAN 1 BANDUNG, MAN INSAN CENDEKIA SERPONG TANGGERANG SELATAN INDONESIA, Taruna
Nusantara High School

▪モンゴル

▪台湾

▪英国

▪米国

▪バングラディシュ

▪ウクライナ

Sant School, Orchlon International School

Stewart's Melville College

BAF Shaheen College Dhaka

Taipei American School

Phillips Academy Andover

MacDuﬃe
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2015~2017

講師紹介
Akihiko Yamagishi
Professor, Department of Applied Life Science, Tokyo University of Pharmacy and Life Science,
TOYAKU. Graduated the University of Tokyo in 1975

Lecture "When and how life emerged on the Earth" at 2015

Akiko Moriyama
An independent trainer and consultant specialized in Intercultural Communication, Diversity
& Inclusion, and Interpersonal Communication.

Lecture "We are all diﬀerent: What Diversity can bring to us" at 2015

Akira Fujishima
Tokyo University of Science, President. He is known for discovering the photocatalytic and

superhydrophilic properties of titanium dioxide (TiO2) resulting in an array of applications
such self-cleaning technologies that have changed the world.
Lecture “How to enjoy science” at 2017

Akinori Nagano
Professor, Faculty of Sport and Health Science
Ritsumeikan University.

Lecture "Recent topics in sport biomechanics" at 2017

Charlotte Evans
Teacher (elementary, high school and university)

Lecture "How to make team, how to work in team" & "Why do scientists need to think about
ethics?" at 2015 to 2017

Chien Wen Chen
RIKEN Brain Science Institute. 2011.PhD. Department of Medical genetics, Cambridge

University, United Kingdom. 1999 MS. Department of Biology, Fu-Jen Catholic University, New
Taipei City, Taiwan.

Lecture "Genetics, an invisible secret within you and me" at 2015

Gaku Nagashima

Data Scientist / Yoga Instructor.

Harvard University PhD candidate in Applied Physics 2011-2015- State University of New York
at Stony Brook in Physics 2008-2011

Lecture "How have I lived my life? And How am I living now?" at 2015

Gary Vierheller & Sachiyo Vierheller

Gary Vierheller (MIRAIKAN), Presentation coach / Sachiyo Vierheller (Inspire Ltd.), English
Advisor

Lecture "Learn to Present Science" at 2015 to 2017

13

ISSJ実施概要

Hideki Masuda
Postdoctoral researcher at National Institute for Materials Science (NIMS) in Japan.
PhD(Engineering) from University of Tsukuba, Japan.

Lecture "Power generation and consumption techniques for innovative energies" at 2016

Hisaaki Shinkai
Professor, Osaka Institute of Technology. Visiting Researcher at RIKEN.

General Relativity and Cosmology. PhD (Theoretical Physics) from Waseda University 1995.
Lecture "Why we know there are black-holes? Introduction to Einstein's Relativity" at 2016

Ichido Uchida
Rinzai sect Daihonzan (head temple) Engaku-ji Temple
Deputy Chief Priest

Lecture "Learn Zen( 禅 ) world and science" at 2016

Ken Endo
Researcher of Sony Computer Science laboratories Inc., and CEO of Xiborg Co., Ltd.

Lecture "Relationship with human body and technology: A case of prosthetic leg for sports
used in Paralympics" at 2016

Manabu Nishio & Ryo Yamada
Nishio is Lead of R&D & Yamada is Co-founder from WOTA(HOTARU) CORP.
Lecture "Toilet-to-tap? -water reuse for a water scarce world" at 2017

Masafumi Terada
Assistant Professor, College of Sport and Health Science, Ritsumeikan University

Lecture "Reliability and reproducibility of outcome measures: Improving science" at 2017

Masahiro Fujimoto
Assistant Professor, College of Sport and Health Science, Ritsumeikan University.
Lecture "Biomechanics of human balance and movement" at 2017

14

2015~2017

講師紹介
Naoki Takeishi

Assistant Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University.
Lecture "The world of Rheology" at 2015
"Biomedical Engineering - Fluid, Physiology, and Mechanics - &
Meet young researchers and entrepreneurs" at 2016
“Biomedical engineering ‒ where does mechanics ﬁt into the medical world?” at 2017

Norihiko Suzuki
Assistant professor, Photo catalysis International Research Center (PIRC), Tokyo University of
Science

Lecture "Challenges on photocatalytic applications - How to overcome ‒ at 2017

Pavel Hecjcik
Science communicator, National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan).
Master Degree in Math and Physics Education. PhD. Degree in Engineering.
Lecture "The biography of the Universe" at 2015

Pavel Prosselkov
RIKEN Brain Science Institute. 2013, March PhD in Veterinary Medicine.2001-2005 Course

works in Neuroscience, Molecular and Structural Biology at the University of Queensland (UQ,
Brisbane) and Australian National University (ANU, Canberra).
Lecture "Evolution of the Cognitive Traits" at 2015

Qi Zhang
Research Scientist in Brain Science Institute, Riken.

Adjunct lecturer at Faculty of Science and Engineering, Waseda University.
Invited lecturer at Juntendo University.
Lecture "IPS Who are you?" at 2015

"Human body and human brain" at 2016

Ryo Sakurai
Co-founder of the GOB Incubation Partners

Lecture "Create new value by Design Thinking approach" at 2016

Satoshi Erdos Kato
Founder of Japan data scientist consortium
Risu-japan director

Lecture "Road to Data Scientist, the sexiest job of 21 century" at 2016
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ISSJ実施概要

Satoru Iwata
Assistant Professor Seikei University Faculty of Science and Technology Molecular Control
Lab. Doctor degree from Tokyo Institute of Technology.

Lecture "The material science of the light and the color" at 2015

Sohei Wakisaka
Project Researcher, Research Center for Advanced Science and Technology, The University of
Tokyo. Master degree and PhD for visual illusion studies.

Lecture "Meet young researchers and entrepreneurs" at 2016
"Cognitive bias" at 2017

Taiken Yokoyama
Director of Eiheiji department of international aﬀairs. Head priest at Zenshoji in Hiroshima,
conducting international Zen courses, Child Zen courses and many other programs.
Lecture "Zen & science" at 2017

Takeshi Hakamada
The founder and CEO of ispace technologies, Inc, which aims to the world leading lunar

exploration company. M.S in Aerospace Engineering from Georgia Institute of Technology.
Lecture "Meet young researchers and entrepreneurs" at 2016

Volkhard Mäckel
Researcher at the Atomic Physics Laboratory at RIKEN Science Institute. Dissertation at the

Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, Germany, Thesis title: Laser spectroscopy on
highly charged ions at the Electron Beam Ion Trap.
Lecture "Nuclear energy ‒ good or evil?" at 2015

Yoshifumi Komasa
Founder of Sky Sea Academy and Sky Sea International Academy (Republic of Ghana). Special

Ed Teacher at NPO Showa Gakuen, specialized in STEAM education. Graduated Keio University,
majoring Applied Physics and Physico - Informatics.
Lecture "Future of Our Universe" at 2015

"Rocket experiment 〜 one day ﬁeld work 〜 " at 2016

"Robotics & Programing basic information & competition, Theory of relativity & quantum mechanics, Experiment competition (Organic Chemistry & Distillation), Rocket experiment" at 2017

Yoshino Ryu
Representative of G&G, specializes in English education.

Won a national speech contest & awarded by the Minister of Foreign Aﬀairs.

Lecture "Learn the basics of PowerPoint and let's make a Doraemon Gadget a reality!" at 2015
"Learn the key basics of PowerPoint and win that investment!" at 2016

16

日毎レポート

Arrival day

Day

Day

17

1

Orientation & BBQ

1~ 7

Lectures & Research work

◆
◆

How to make team, how to work in team

◆
◆

Robotics & Programming basic information

2017 Summer School 実施概要

◆
◆

Zen & science

◆
◆

Biomechanics of human balance and movement

◆
◆

Experiment competition 1 (Organic Chemistry)

◆
◆

Biomedical engineering‒where does mechanics ﬁt into the medical world?

◆
◆ Reliability

and reproducibility of outcome measures : Improving science
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日毎レポート

Day

8 ~ 10 Lectures & Research work

◆
◆

Learn to present science

◆
◆

Cognitive bias

◆
◆

Rocket experiment / Rocket engineering

◆
◆ Robotics

◆
◆
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& Programming competition

Toilet-to-tap? -water reuse for a water scarce world

2017 Summer School 実施概要

◆
◆

Experiment competition 2 (Distillation)

◆
◆

Project work time

Final presentation & Farewell party
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プレゼンテーションレポート (2017)

「2050 年までに人類が解決すべき課題を想定し、その科学的な解決策を考えよ」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と、収集したデータとを併せ論理構成し、
発表を行いました。リサーチ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。

レクチャー / ワークショップと並行して「リサーチプロジェクトタイム」が設けられ、生徒は時には拘泥しながら
も仮説を積み重ね、可能な限り検証を行い結論を導きました。生徒たちは多くの論文や記事に目を通すため、連日
夜中まで作業を行い、時には衝突も起こしながらリサーチワークに没頭しました。この過程は、多くの科学知識を

学び得る機会になると同時に、全く異なるバックグラウンドを持つメンバー間でのグループワークの方法を学ぶ機
会となりました。

社会課題から研究テーマを得るグループもあれば、純粋な科学的関心から研究テーマを選びその分野の発達がどう
いった社会課題の解決に関連し得るのかを考えたグループもありました。いずれのグループも ISSJ メンターから言

われ続けたのが “Be scientiﬁc!” 。生徒たちはグループワークを通じて「果たしてサイエンスとは何であるのか」を
考える機会を得ました。
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2017 Summer School 実施概要

今年の最優秀アワードを勝ち取ったチームは、建物
の欠陥検知について研究しました。もともと全く異

なる分野に興味・関心を持つ 3 人組でした。地理・
地学、センサー技術、ディープラーニング、お互い
の全く異なる興味関心分野を集結し新たな検知方

法を考案するに至りました。もちろんリサーチプレ

ゼンテーションを作成する過程において各々が、建
築、センサー、人工知能に関して深く学び合い、伝

え合い、それらを活かしたシステムについて科学的
に説明できるようになっていました。

サマースクールの最終日にはどのチームも素晴らしい研究発
表をしてくれました。全ての生徒が発表を行うと同時に、他

のチームから技術的な質問を受けました。全員が完璧に回答

し、その姿は自分たちの研究とチームメイトに対する確信と
満足感で溢れていました。

各チームの研究テーマ
・Plastic collection, pollution prevention
・Aquaponics and farming
・Bamboo Composite Material
・Water puriﬁcation with robot
・Carbon dioxide to carbon 60
・Bioluminescent bacteria for lightning
・Solving forest loss. Find house material
and house design
・Wireless Electricity
・Building failure detection
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Voice
生徒の声

The summer school was a lot helpful to me especially in learning
the different areas of science. It was a remarkable experience
especially when we get to interact with other nationalities and
cultures.

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.

This summer school completely changed my attitude towards
science, and I am now more curious about it.

I feel that this experience not only developed my passion for science more but also developed me as a whole person. Being
surrounded by people of different backgrounds and cultures
broadened my perspective and because of the unique teaching
style, we all learned a lot.

It's very successful in a way that we gained a lot of knowledge
in just a span of ten days and learning with our multi-national
classmates/friends. It's also successful since it grew our "class"
as an inseparable group of students from around the world,
though we come from different nation with different beliefs. ISSJ
really made us very close.
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ISSJ has helped me to learn more and go beyond what I
thought I could do, I tried out physics and chemistry (which are
the two science subjects that I was never a fan of), I got more
confident, I believed in myself, I learnt a lot, that's for sure, not
just science but also about life.

I got to meet a lot friends, close friends, very close friends,
friends that like and know and hang out with me for who I am, I
can't tell you all how grateful I am for that opportunity. So just,
simply, thank you.

I've learnt so much from the program and was able to really solidify my interest and intended major for college. It also intrigued
my passion for coding and robotics, and inspired me to maybe
pursue a double major.

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.
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ISSJ概要
International School of Science Japan
Founding Project
■ プロジェクト名

International School of Science Japan 設立プロジェクト( 略称：ISSJ）
■ Website

http://science-school.org/
■ Facebook

http://facebook.com/international.school.of.science
■ E-mail

info@science-school.org
■ 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 /

海老根 智仁

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
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

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

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

■ 協賛企業一覧

34
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International School of Science
◆

組織名

株式会社 ISSJ
◆

所在地

〒107- 0061
東京都港区北青山 2-9-5
スタジアムプレイス青山 7 階
TEL : 03- 6455 -1299
◆

代表者

野村 竜一

ISSJ Founding Project
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