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中⾼⽣が⾃由に研究できるサイエンス教室 

「Manai Lab」2018 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽕）オープン 
経験豊かなメンターの伴⾛のもと、⾃らの興味対象に没頭することが可能 

株式会社 ISSJ 

サイエンスに特化したボーディングスクール Manai Institute of Science and Technology を、2020 年秋に開校予定
の株式会社 ISSJ（本社：東京都港区 代表：野村⻯⼀）は、2019 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽕）東京・中野に中⾼⽣を対象とし
たサイエンス教室「Manai Lab」をオープンします。 
これまで、中⾼⽣がサイエンスプロジェクトを⾏うには、学校の部活動等の理科部か、サイエンスクラブに所属するしか
ありませんでした。 
「Manai Lab」では、学校の枠を超え、利⽤機材の制限を超えて、⾃らの好きなことに没頭できます。 
⾃ら研究をやってみたい、すでに取り組んでいる研究を進めたい中⾼⽣が無料で研究プロジェクトを進⾏し、仲間に出会
い、Manai メンターから指導を受けることがでる新しい形のサイエンス教室です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「Manai Lab」の特徴 

全く新しい形のサイエンス教室、または学校外の理科クラブ、それが「Manai Lab」です。 
⾃ら研究をやってみたい、すでに取り組んでいる研究を進めたい中⾼⽣が無料で研究プロジェクトを進⾏し、仲間に出会
い、Manai メンターから指導を受けることができます。 
これまで中⾼⽣がサイエンスプロジェクトを⾏うには、学校の部活動等の理科部・サイエンスクラブに所属するしかあり
ませんでした。学校の枠を超え、利⽤機材の制限を超えて、とことん⾃らの好きなことに没頭できる環境です。 
講師を招いてのワークショップやゼミも開催する予定です。 

株式会社 ISSJ について 

「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」をコンセプトに、
サイエンスに特化したボーディングスクール Manai Institute of Science and Technology の 2020 年秋開校に向け
様々な取り組みを⾏っています。 
オンラインメンタリングによるグループリサーチプロジェクト「Swing-By」の提供、2018 年 10 ⽉には、東京都中野
区に中⾼⽣が⾃由に研究できる場所「Manai Lab」をオープン。 
「⼈類共通の⾔語である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」そんな⼈物を多く輩出すること
を⽬指しています。  

＊Manai （真名井）： 物事がそれぞれ固有の機能に分化する以前の状態を意味すると⾔われています。今後何者になるかまだわから
ない可能性の塊たる⽣徒たちの集まる場という想いを込め校名として採⽤しました。 

 
  

ご掲載時のクレジット及びお問い合わせ先 
 社 名 ：  株式会社 ISSJ 
 T E L ：  03-6455-1299 
 U R L ：  www.manai.me 
 

本リリース・画像貸出・取材に関するお問合せ先  
 担 当 者 ：  株式会社 ISSJ 広報担当 島崎由佳⼦ 
 T E L ：  090-9956-9644 
 M A I L ：  yukako@manai.me 

 



施設概要 

名  称：  Manai Lab（マナイ ラボ） 

住  所：  東京都中野区中野 3-20-11  

  ※「中野駅」南⼝より徒歩約 6 分の⼀⼾建てです 

⼀般公開： 2018 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽕） 

利⽤料⾦：  無料 ※会員登録が必要 

対象年齢：  10〜17 歳 

利⽤時間：  オンラインで事前予約制（ http://science-school.org/jp/manai-lab ） 

  ※会員はホームページでメンターのラボ滞在スケジュールを確認することが可能 

設備機材： ・基礎的な⽣物・化学実験器具 

・3D プリンター 

・電気回路素⼦ 

・各種ドローン 

・VR ヘッドセット 

・ラズベリーパイ関連 

・その他研究に応じて設備を⼿配 

 

 

参加の流れ 

1. フォームより申込 
フォーム（http://science-school.org/jp/manai-lab）よりお申込み後、スタッフよりご連絡差し上げます。初回のメ
ンター相談の⽇程をご相談下さい。また、まずは説明だけ聞いてみたいという⽅は、個別・少⼈数説明会をお申し込み下
さい。こちらもフォーム記⼊後にスタッフよりご連絡いたしますので⽇時をご相談下さい。 
 
2. Manai Lab にてメンターと打ち合わせ 
研究の⽅針とスケジュールを決定します。すぐに具体的な研究をスタートしない場合は、ラボにて興味のある実験を⾏っ
たり、ゼミやワークショップに参加して研究テーマをリサーチする期間が設けられます。 
Manai メンターと定期的に⾯談し、好奇⼼を膨らませる時間を⼤切に研究につながるヒントを得られます。 
 
3. サイエンスプロジェクトスタート 
プロジェクト開始後は、各⾃・各グループのペースで研究をおこないます。また、⽉に 2 回程度 Manai ゼミが開催さ
れます。Manai ゼミでは多様なバックグランドを持つ⽣徒が集まり（オンライン・オフライン混合）、最新の科学論⽂の
輪読や分担発表を⾏います。ここは近い興味関⼼をもった仲間と出会う場にもなります。開催タイミングや内容は都度
SNS および当 WEB ページにて告知します。 
 
 
研究テーマについて 

サイエンスの⼿法をとるものなら幅広く研究を募集します。⾝の周りの不思議を体系的に解き明かすものから、本格的な
実験・分析に挑戦するものまで Manai メンターの伴⾛のもと、⾃らの興味対象に没頭してください。 
 

テーマ例

! 多点観測によるペルセウス座流星群の研究 
! 亜硝酸ナトリウムを⽤いた⼤気中のオゾン濃度測定 
! 粘菌は三次元の迷路が解けるのか 
! VR を⽤いた認知バイアスの測定 
! ⾵⾞の性能とソリディティの関係 

! リサイクル可能な材料を⽤いた電気⾃動⾞の可能性 
! ウミホタルの⽣態の謎に迫る 
! ⽕星でのドローン運⽤ 
! アンドロイドが話すとなぜ気持ち悪いのか 

  



研究の進め⽅例 

サイエンスの⼿法をとるものなら幅広く研究を募集します。⾝の周りの不思議を体系的に解き明かすものから、本格的な
実験・分析に挑戦するものまでメンターの伴⾛のもと、⾃らの興味対象に没頭することができます。 
 
1. テーマが決まるまで 
プロジェクトのテーマを決定するために、メンターと定期的に⾯談を⾏います。興味のあるサイエンスの分野だけでなく、
幅広く興味関⼼や考えていることも含め話し合うことでテーマの選定を⾏います。 また、テーマが決まるまで Lab で基
礎実験を⾃由に⾏ったり、Manai のワークショップイベントやゼミに参加したり、本やオンラインでリサーチを⾏った
り、Mentor 達と雑談をおこなったりすることで研究につながるヒントを得てもらいたいと思います。テーマの決定まで
急いだり焦ったりする必要はありません。好奇⼼を膨らませる時間を⼤切にしてください。 
 
2. テーマが決まったら 
⾏った研究をどこに発表するか、またそもそも発表するか含めスケジュールや⽬的をメンターと話し合い決めます。基本
的には、⾃分またはチームのペースで研究を進めます。多くの研究は Manai Lab のみでは完結させることはできません。
研究の進⾏に応じて外部の⼤学や研究機関に協⼒を要請します。研究進⾏中もゼミやワークショップに参加して⾃らの研
究の幅を広げて下さい。 
 
3. 研究が終わったら 
研究成果をコンテストなどで発表するほか、新たな研究に取り組む、もしくはこれまでの研究を継続するかメンターと相
談します。 
 
 

メンター紹介 

⼩正 理⽂ (Yoshifumi Komasa) 
慶応義塾⼤学理⼯学部卒。IT ⼤⼿に勤務後、世界を教育で変えたいという夢を叶
えるため単⾝ガーナに学校 SkySeaInternationalAcademy を建設。インターナ
ショナルスクール教員、家庭教師、⽇本で塾 SkySeaAcademy 開校後、NPO 法
⼈翔和学園にて、IQ130 以上の⼦たちを集めたギフテッドクラスを創設、担当。
その他、⽇本を世界に発信すべく友⼈と Move for One を始動。 
量⼦コンピュータ⽤半導体材料としてのシリコン同位体を⽤いたバルク単結晶の
作 成 (2003) Creating a bulk mono-crystal using silicon isotope as 
semiconductor material for quantum computing 
三次元動的モデリングにおける単振り⼦(2004) Three dimensional dynamic 
modeling of single pendulum 
Linux on Mainframe による⼤型システムの災害対策設計構築およびパフォーマ
ンス(2008) Disaster planning, building, and performance of large scale 
system using linux on mainframe 
 
 
永島 岳（Gaku Nagashima） 
ニューヨーク州⽴⼤学物理学科卒。 
ハーバード⼤学⼤学院博⼠課程在籍中、瞑想とヨガに⽬覚め、精神技法の実践と
精神世界への科学的探求を開始する。同⼤学を退学後、⽇本に帰国。 
現在は、精神世界の探求と DJ として⾳楽の可能性の探求をする傍ら、ISSJ の設
⽴プロジェクトのコンセプトディレクターやデータサイエンティストとしてヘル
スケア分野で活動をしている。 
G. Nagashima, E.V. Levine, D.P. Hoogerheide, M.M. Burns, and J.A. 
Golovchenko. 2014. “Superheating and homogeneous single bubble 
nucleation in a solid-state nanopore.” Physical Review Letters, 113, Pp. 
024506. 
 


