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はじめに 

 

 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

理数学習推進部長 大槻 肇 

 

 

2017年 8月 21日～26日、マレーシア・カンパーのUniversiti Tunku Abdul RahmanでAsian Science 

Camp（ASC）2017が開催されました。 

 

ASCは、ノーベル賞受賞者の小柴昌俊東京大学特別栄誉教授と Yuan T. Lee元台湾中央研究院

長の提唱により始まったもので、アジアのさまざまな国や地域から集まった高校生や大学生が合宿し、

卓越した研究者の考え方に触れ、生徒同士も交流を深めることにより、向学心を高め、視野を広げる

ことを狙いとしています。2007 年に台北市で第 1 回目が開催され、今回の ASC2017 は第 11 回目の

開催でした。 

 

今回の ASCには 30 の国・地域から 288 名の生徒・学生が集まり、日本からも公募により選抜され

た20名が参加してきました。ASCのプログラムでは、世界トップレベルの研究者がリードする講義、他

の国・地域の参加者との協働によるポスタープレゼンテーションなど、普段の生活では得られない

様々な経験ができます。また、グローバル化がますます進展していく中、若い知性が様々な異文化を

目の当たりにし、科学以外のことも含めて語り合うことそれ自体にも、大きな意義があるものと思いま

す。 

 

科学技術振興機構（JST）では、2011 年の韓国開催より日本からの参加者の募集・派遣の事務局

を行っていますが、いずれの年も参加した生徒･学生達はASCの中で濃密な時間を過ごし、時には自

身の力不足を感じながらも大きな刺激を受けて帰ってきます。その様子は、この報告書に掲載したレ

ポートや感想文からも垣間見ることができるのではないでしょうか。このような経験が、彼らの未来を

切り拓く契機の一つとなることを祈念してやみません。 

 

最後となりましたが、ASC2017の開催に御尽力をいただいたマレーシアの組織委員会の皆様、そし

て日本からの派遣に御支援をいただきました関係各位に、心より御礼を申し上げます。 
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ASC2017 スケジュール 
 

 

4 

ASC2017 開催概要 
 

 

■開催期間    2017年 8月 20日（日）～26日（土） 

 

■会場 マレーシア、カンパー、Universiti Tunku Abdul Rahman (Kampar Campus)  

 

■主催 Kuala Lumpur Engineering Science Fair (KLESF) 

 

■参加者  アジア 30の国・地域からの参加者 288名 

  ―参加国・地域― 

オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、中国、エジプト、ジョージア、グ

アム、香港、インド、インドネシア、日本、カザフスタン、キルギスタン、マレー

シア、モーリシャス、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、パキスタン、パ

レスチナ、フィリピン、カタール、ロシア、韓国、スリランカ、台湾、タイ、トルコ、

ウズベキスタン、ベトナム 

 

■講師（Speakers）     Zakri Abdul Hamid (マレーシア首相科学顧問) 

                     Poo Mu-ming (2016年 グルーバー神経科学賞) 

                     Richard J. Roberts (1993年 ノーベル生理学・医学賞) 

                     David Jonathan Gross (2004年 ノーベル物理学賞) 

                     Goh Peng Ooi (Silverlake Group 創業者・グループ代表取締役) 

                     Lee Oi Hian (Kuala Lumpur Kepong Berhan 最高経営責任者) 

                     Jerry McKee Adams (Professor of Molecular Genetics, The University of 

Melbourne) 

                     Suzanne Cory (Honorary Professor School of Biomedical Sciences, The 

University of Melbourne) 

                     Yong Hoi Sen (Emeritus Prof. Genetics and Zoology, University of Malaya) 

                     Lim Wee Chai (Top Glove Corporation Bhd 創業者・代表取締役) 

                     Hong Lee Pee (Honorary President ASEAN Academy of Engineering and 

Technology (AAET)) 

                      

■公式 HP  https://www.asc2017.net/ 
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村上 栞太 

Murakami Kanta 

 

横浜隼人高等学校 

3年 

斉藤 秀洋 

Saito Hidehiro 

 

筑波大学附属駒場高等学校 

3年 

坂部 圭哉 

Sakabe Keiya 

 

海陽中等教育学校 

6年 

佐藤 ふたば 

Sato Futaba 

 

千葉県立船橋高校 

2年 

妹尾 梨子 

Senno Riko 

 

静岡県立磐田南高校 

2年 

渋井 理 

Shibui Osamu 

 

福島県立会津高等学校 

2年 

白井 文菜 

Shirai Ayana 

 

インターナショナルスクール・

オブ・アジア軽井沢 

10年 

東海林 紬 

Shoji Tsumugi 

 

秋田県立秋田高等学校 

2年 

助田 一晟 

Sukeda Issei 

 

筑波大学附属駒場高等学校 

3年 

鵜木 海緒 

Unoki Mio 

 

千葉県立木更津高校 

2年 

 

禹 周賢 

Woo Joo Hyeon 

 

東京韓国学校 

2年 

横井 小夏 

Yokoi Konatsu 

 

滝高等学校 

3年 

※名簿はアルファベット順、学年は ASC2017参加時 

引率（Leader）                           

日本大学理工学部 教授 北村 勝郎 

名鉄観光サービス株式会社 加藤 綾希 

国立研究開発法人科学技術振興機構 善田 千代子 

6 

派遣員紹介 
 

日本から参加する生徒・学生は、物理、化学、生物、数学分野の科学に高い興味を持つ、高校 2・3年生相当の生

徒を高校生参加者として、大学 1･2年生相当の学生を大学生リーダーとして、平成 29年 4月 1日～4月 24日に募

集した。応募に当たっては 3 点の英作文（「これまでの科学（物理、化学、生物学、数学分野）に係る体験」、「アジア

サイエンキャンプへの参加を通じてどう自分を高めたいか」、「私の将来について」）と、3 点の日本語作文（「私が伝

えたい科学のニュース」、「英語能力について」、「課外活動等について」）に、直近の成績表や教員の推薦文、英語

の資格証明を添付させることとし、選考委員による審査の結果、約 110件の応募の中から大学生相当の 2名と高校

生相当の 18名が選抜された。 

 

大学生リーダー  

佐野 翔子 

Sano Shoko 

 

東京大学 

2年   

須田 紫野 

Suda Shino 

 

九州大学 

1年 

 

高校生参加者 

江波 太 

Eba Futoshi 

 

広島学院高等学校 

2年 

池田 和香 

Ikeda Nodoka 

 

立命館宇治高等学校高校 

3年 

加藤 桃子 

Kato Momoko 

 

苫小牧工業高等専門学校 

3年 

川村 梨菜 

Kawamura Rina 

 

関西学院大阪インターナショ

ナルスクール高校 

11年 

君付 龍祐 

Kimitsuki Ryusuke 

 

立命館守山高校 

3年 

小堀 菜花 

Kobori Nanoka 

 

東京学芸大学附属国際中等

教育学校 

2年 

6



7 

村上 栞太 

Murakami Kanta 

 

横浜隼人高等学校 

3年 

斉藤 秀洋 

Saito Hidehiro 

 

筑波大学附属駒場高等学校 

3年 

坂部 圭哉 

Sakabe Keiya 

 

海陽中等教育学校 

6年 

佐藤 ふたば 

Sato Futaba 

 

千葉県立船橋高校 

2年 

妹尾 梨子 

Senoo Riko 

 

静岡県立磐田南高校 

2年 

渋井 理 

Shibui Osamu 

 

福島県立会津高等学校 

2年 

白井 文菜 

Shirai Ayana 

 

インターナショナルスクール・

オブ・アジア軽井沢 

10年 

東海林 紬 

Shoji Tsumugi 

 

秋田県立秋田高等学校 

2年 

助田 一晟 

Sukeda Issei 

 

筑波大学附属駒場高等学校 

3年 

鵜木 海緒 

Unoki Mio 

 

千葉県立木更津高校 

2年 

 

禹 周賢 

Woo Joo Hyeon 

 

東京韓国学校 

2年 

横井 小夏 

Yokoi Konatsu 

 

滝高等学校 

3年 

※名簿はアルファベット順、学年は ASC2017参加時 

引率（Leader）                           

日本大学理工学部 教授 北村 勝朗 

名鉄観光サービス株式会社 加藤 綾希 

国立研究開発法人科学技術振興機構 善田 千代子 

6 

派遣員紹介 
 

日本から参加する生徒・学生は、物理、化学、生物、数学分野の科学に高い興味を持つ、高校 2・3年生相当の生

徒を高校生参加者として、大学 1･2年生相当の学生を大学生リーダーとして、平成 29年 4月 1日～4月 24日に募

集した。応募に当たっては 3 点の英作文（「これまでの科学（物理、化学、生物学、数学分野）に係る体験」、「アジア

サイエンキャンプへの参加を通じてどう自分を高めたいか」、「私の将来について」）と、3 点の日本語作文（「私が伝

えたい科学のニュース」、「英語能力について」、「課外活動等について」）に、直近の成績表や教員の推薦文、英語

の資格証明を添付させることとし、選考委員による審査の結果、約 110件の応募の中から大学生相当の 2名と高校

生相当の 18名が選抜された。 

 

大学生リーダー  

佐野 翔子 

Sano Shoko 

 

東京大学 

2年   

須田 紫野 

Suda Shino 

 

九州大学 

1年 

 

高校生参加者 

江波 太 

Eba Futoshi 

 

広島学院高等学校 

2年 

池田 和香 

Ikeda Nodoka 

 

立命館宇治高等学校高校 

3年 

加藤 桃子 

Kato Momoko 

 

苫小牧工業高等専門学校 

3年 

川村 梨菜 

Kawamura Rina 

 

関西学院大阪インターナショ

ナルスクール高校 

11年 

君付 龍祐 

Kimitsuki Ryusuke 

 

立命館守山高校 

3年 

小堀 菜花 

Kobori Nanoka 

 

東京学芸大学附属国際中等

教育学校 

2年 

7



9 

 Lecture/Dialogue 

11名の講師による Keynote 、Lectures と Dialogue は、8月 21日～24日にかけて開会式と同じ Dewan Tun Dr. 

Ling Liong Sik大講堂で行われた。化学、生物学、物理学、数学の分野に亘る著名な研究者や企業の経営者による

45分の講義後、Dialogueでは参加者各グループからの質疑応答の時間が設けられた。その後の休憩時間にも講師

の元へ多くの参加者が出向き、質疑等をした。なお、いくつかの講義の内容は、派遣員からのレポートとして本報告

書にも掲載している。 
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派遣の記録 

 派遣決定から出発まで 

5 月中旬に派遣員を決定した後、メールを通しての自己紹介などで派遣員

同士の事前の交流が図った。派遣員各自の事前学習の参考資料

として今回登壇する講師の研究業績

などをまとめた資料を提供した。 

8月 19日 18時から 20時に羽田空港国際線ターミナル内の会議室に集合

し、簡単なオリエンテーションと自己紹介を行った後、全員で搭乗口まで移動

し、マレーシアに向けて出発した。 

 到着 

8月20日5時30分に予定より早くクアラルンプール国際空港に到着。

入国審査を通過し到着口にて現地スタッフに出迎えられた。同じ送迎バ

スで移動する、オーストラリアとバングラデッシュの参加者の到着を待っ

て、送迎バスで3時間半移動し、12時過ぎに宿舎となるWest Lake Villas

に到着。Registration と昼食後、各自自由に長旅の疲れを取った。 

 Briefing & Ice Breaking Session 

17時頃ロービーに集合し、夕食会場である Grand Kampar Hotelに移動した。

夕食時は日本からの派遣員同士で固まらず、各国からの参加者と積極的に交流

した。夕食後、18時からのBriefing & Ice Breaking Sessionでは注意事項の説明な

どの後、事前に振り分けられていたグループごとに集合し、簡単なゲーム等でアイ

スブレイキングが行われた。その後各国の自己紹介ビデオを撮影した。 

 

 Opening Ceremony 

8月 21日 8時より、Universiti Tunku Abdul Rahman（UTAR）内の Dewan Tun Dr. Ling Liong Sik 大講堂にて、ナ

ズリン・シャー殿下がご臨席の厳粛な雰囲気のもと開会式が執り行われた。会場であるUTARの学長等の挨拶や各

国の自己紹介動画、ナズリン・シャー殿下からもお言葉を賜った後、殿下より ASC開会の鐘が鳴らされた。 
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11 

 Excursion 

8月 23日は終日会場を離れて、参加者全員を 5グループに分け 5箇所の博物館や洞窟寺院等を訪問した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinta Tin Mining Museum 

マレーシアのすず採掘の

歴史や方法を学ぶことがで

きる博物館で、実際に水で

分別する方法も体験するこ

とができた。 

 

 Tanjung Tualang Tin Dredge TT5 

唯一残っている浚渫船（しゅんせ

つせん）1982年まで 44年間すず

の採掘に使われていた。残念な

がら、現在保存の為に修復中な

ので、船に実際に乗ることはでき

なかった。 

Ipoh Heritage Walk 

ペラ州の州都であるイポーの歴

史的な町並みを散策した。 
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 Lecture 演題一覧 

Date Speaker Topics of Keynote and Lecture 

21 Aug 

Prof. Tan Sri Zakri Abdul Hamid Science, Technology and Innovation as Drivers of 

Malaysia’s Growth and Competitiveness 

Prof. Poo Mu-ming Brain Plasticity: From Synapse to Cognition 

Prof. Sir Richard J. Roberts Why You Should Love GMOs 

22 Aug 

Prof. David Jonathan Gross The Frontiers of Fundamental Physics 

Mr. Goh Peng Ooi A Study on Mathematical Systems and Its Relationships 

to Science, Economy, Management and Wealth 

Prof. Emeritus Yong Hoi Sen Exceptions to the Rule: Gems of Biodiversity 

Tan Sri Dato’ Seri Lee Oi Hian Palm Oil: “God’s Gift to the World” 

24 Aug 

Prof. Suzanne Cory Regulating Cell Life and Death in Health and Disease 

Prof. Jerry McKee Adams How Understanding of the Control of Cell Death has Led 

to A Promising New Cancer Therapy 

Tan Sri Dr. Lim Wee Chai Manufacturing Excellence for the World 

Ir. Academician Datuk Hong Lee Pee Innovation Makes You Fly Higher 

 Cultural Showcase 

8月 22日夕方には、Cultural Showcaseとしてマレーシアの伝統文化を体験する時間が設けられた。マレーシアの

伝統楽器や民族衣装、書道などを体験できるブースやマレーシア料理、お菓子、ゲーム等が体験できるブースが

Dewan Tun Dr. Ling Liong Sik大講堂内に設けられ、派遣員達は他国の参加者とともに思い思いのアクティビティを

楽しんだ。 
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13 

プレゼンテーションは各ポスターの前で行われ、代表者 1 名が 1 分間 3 回別々の審査員に向けてプレゼンした。

優れたグループが表彰されることもあり、限られた時間の中でどのグループも熱心に自分達のアイデアを説明した。 

 

 

 

 

 

  

 

 IC and Country Representative Meeting 

派遣員の皆がポスタープレゼンテーションの準備をしている間、ASCの ICメンバー、ASC2017の主催者や各国の

引率者で ASC2017 期間中の改善点等を話し合う会議が開かれた。この会議の内容は ASC2017 主催者に伝えると

共に、次年度開催のインドネシアに計画に活かしていただくための会議で、引率者からは、Lecture だけではなく講

師と ASC 参加者が議論できる、Camp の時間を設けてもらいたいという意見や、ASC に参加できなかった生徒達の

ために、リアルタイムで Lecture動画をネット上で配信できないかという意見が出た。 

 Closing Ceremony/Cultural Evening  

白熱したポスタープレゼンテーション後、閉会式が Dewan Tun Dr. Ling 

Liong Sik 大講堂内で行われた。ASC2017 の参加証が各国代表者に渡

された後、Dialogue Session Q & A Competition の上位 3 グループと

Poster Competitionの各タイトルの上位 3グループの表彰が行われた。 

 

Title 受賞 Groups (日本派遣員) 

「 Energy, 

Air Water」 

Winner ：Group 01 (妹尾さん) 

 

1st runner up ：Group 05 (助田さん) 

 

開会式後、Cultural Eveningでは、各国参加団によるパフォーマンス

が披露され、日本の派遣員たちはソーラン節を披露し、大きな歓声を

受けた。また、最後には来年のASCがインドネシア・マナドにて開催さ

れることが発表された。その後 Farewell Party となったが、派遣員たち

にとっては ASC で出会った仲間たちと交流を深める最後の機会でも

あり、いつまでも名残惜しげに語り合う姿があった。 

 

12 

 

 Poster Preparation & Consultation /Presentation 

ASC のプログラムの集大成。参加者は各国混成の 59 グループに分かれ、グループで協力して、限られた時間で

ポスターを作成し発表するセッションである。8月 21日にポスター発表の説明があり、くじ引きで、4つのタイトルから

1つが各グループに割り振られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスター準備は、24 日の夕方と 25 日のお昼頃に設けられた。ほとんどのグループが夕食後に宿舎のコンピュー

ター室等に集まってアイデアをぶつけ合い、25 日午後の発表までに見事にポスターを作りあげた。出来上がった 59

枚のポスターは、Dewan Tun Dr. Ling Liong Sik大講堂内に貼り出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geological Museum 

恐竜の模型や、鉱物の

標本等があり様々なこ

とについて学ぶことが

できる博物館だった。 

Kek Look Tong 

自然に囲まれた、洞窟

寺院に訪れ、洞窟内を

見てまわったり、日本で

もみかける足つぼを試し

たりとリラックスした時間

を過ごした。 

 

Theme： 

Sustaining a green living environment with healthier lifestyles 

 

①Energy, Air and Water 

②Food Security 

④Modern Lifestyle and Diseases 

③Wildlife Conservation 

12
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 帰国 

8月 26日早朝に送迎バスでクアラルンプール国際空港へ移動。空港上空混雑の影響で少し離陸が遅れた

が、同日22時30分頃に羽田空港に到着した。到着が深夜だったため、ほとんどの生徒が空港近郊のホテルに一

泊し翌朝 27日解散となり、全員が無事に帰宅した。 

（文責：国立研究開発法人科学技術振興機構）
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17 

  可塑性における重要な時期は成長期であり、異なる脳の回路は各自の機能をもち、それぞれが成長において重

要な役割を果たす。例えば、視覚のシステムにおける最も重要な時期が 1-3歳で、言語システムのそれは 2-7歳で

ある。また、成長期の子どもと、それを過ぎた大人でも可塑性は異なる。成長期の脳内では大規模なニューロン回

路の再編が行われるが、大人の場合では学習と記憶の基礎となる神経可塑性は限られた範囲内でのみ回路の再

編に関わっている。さらに、外傷によって引き起こされた広範囲での再編は、外傷を受けていないニューロンの発芽

によって行われる。大人のモデルマウスで、成長的可塑性は再編されることが可能であることも明らかになった。 

  ここで、また別の実験が示された。研究結果によると、人間と類人猿は鏡による自己認識の能力をもつ。人間の

赤ん坊では２歳頃からそれが備わってくる。そのため、アカゲザルは神経回路のメカニズムの研究に使われている。

さらに、人間の自己認識における減損は、鏡の前で視覚的・体性感覚に関連したトレーニングを行うことで治すこと

が出来るということも示された。 

 

③参加者へのメッセージ 

現段階では、人間において脳神経はまだまだ謎の部分が多いが、技術の革新とともに明らかになっている。現在、

医療では神経系の病気である ALS（萎縮性側索硬化症）や脊髄小脳萎縮症、パーキンソン病などにおいては治療

法がなく、研究が進められている。脳神経は、人間の知能を司る中枢であり、人間の体を今以上によく知るためには、

この分野を避けては通れない。それらも踏まえて、神経という動物に不可欠な情報の伝達ツールを解明することが

我々次世代の研究者である。 

 

④感想 

横井 小夏： 

私は神経系に興味を持っていた。大学では脳神経に重点を置いた研究を行いたいと思っていたので、蒲教授の

神経の可塑性に関するレクチャーは、私にとって大きな啓発である。学校の授業で上部しか触れたことのなかった

分野で、研究者の講義を受けることができて。知識と英語力がともに不足していた私にとっては講義の半分も理解

できなかったため、レポートを作成するにあたり辞書とインターネットの情報なしでは完成できなかった。数年後には

これを議論できるほど勉強し、さらには脳神経だけではなく他の分野も幅広く知識を得て少しでも世界の研究者の方

に近づけるようになりたい。 
 

小堀 菜花： 

 私は Prof. Poo Mu-mingの講義を視聴するまで脳・神経学に可塑性が４つも存在することを知らなかった。Prof. 

Poo Mu-mingはそれら可塑性は時によって私たち人間に良い方向にも、悪い方向にも作用することを講義にて教え

てくれた。脳というのは人間にとってとてもデリケートな組織であり、その中を可視化するということは難しいことだと

思う。しかし、人が学習したり記憶したりできるのは脳のおかげである。このことを、講義を踏まえてさらに詳しくいう

と「シナプス可塑性」が脳内で実現されているためであると言える。Prof. Poo Mu-mingの講義は、日頃の考えるとい

う行動を脳科学的側面から見ることができとても興味深かった。今回学んだことを活かして、もっと自分の脳科学に

対する理解を深めていければと思う。また、違う科学的側面からみた脳とは一体どのように定義されるのかも調べて

みたい。 

 

江波 太： 

Prof. Poo Mu-mingの講演は、僕らがこのプログラムで初めて受けたものだった。 

始めは、片っ端からメモをとっていたが、難しい専門用語の嵐で、理解することができなかった。結局講演が終わ
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「レクチャー」レポート 
 

11名の化学、生物学、物理学、数学の分野に亘るノーベル賞受賞者、著名な研究者や企業の経営者による

講演の内 7名の講演の様子を、派遣リーダーと派遣員の皆さんにレポートしてもらいました。 

 

ASCレポート①：Prof. Poo Mu-ming 

担当：横井小夏、村上栞太、江波太、小堀菜花 

①講師について 

経歴：1970年中国国立清華大学卒。1974年 The Johns Hopkins University 博士号取得。 

2000年中国中央研究院研究員当選。2003年パリ高等師範学校栄誉博士取得。2009年アメリカ米国科学アカ

デミー研究員となる。2011年中国科学院外籍研究員に当選。 

  講師の研究内容：神経科学について。神経科学とは、神経系に関する研究を行う自然科学の一分野である。

研究の対象として、神経系の構造、機能、発達、遺伝学、生化学、生理学、薬理学、栄養学および病理学など

がある。（ウィキペディアより） 

 

②レクチャーについて 

  脳神経系可塑性にはまだたくさんの謎がある。Prof. Poo Mu-mingは、その一部を新たに開拓し、私たちに科学

の可能性を見せてくれた。 

  脳神経の可塑性（神経系は外界の刺激などによって常に機能的、構造的な変化を起こしている性質のことを指

す）は、主に４つある。①一般的な可塑性は学習や記憶、認識を行う。②損傷可塑性は、発達疾患(ADHD、自閉症、

アスペルガー症候など)を引き起こす。③適応可塑性は、脳が大きなダメージを受けたときに、新たな神経のルート

がつくられることや、枝分かれが生じることで新しい経験に適応する。④不適応可塑性は、中毒や慢性的な痛みな

ど、そして四肢と幻肢痛と関連があると考えられる。これらは、脳内の異なる部分で異変が起こることによって引き起

こされる。大脳皮質の働きを説明する｢脳内の小人｣を連想していただくとわかりやすい。それらは主に運動野で起こ

っているものだと明らかになった。講義の中では、｢人の運動野の可塑性｣に関する実験が示された。この実験の結

論として、弦楽器を演奏する人の大脳皮質運動野は、しない人に比べ広く、更には習い始めた年齢が幼いほど範囲

が広くなるということもわかった。 

  ここで、ヘッブの学習法則が示された。この法則では、シナプスにおいて、シナプス前ニューロンの繰り返し発火

によってシナプス後ニューロンに発火が起きると、そのシナプスの伝達効率が増強されるが、逆に発火が長期間起

こらないと、そのシナプスの伝達効率は減退するというものである。すなわち、継続的に発火することが大切なので

ある。（ここにおける発火とは、ニューロンの発生である） 

  ヘッブの細胞集団の仮説には、２種類ある。１つ目は、視覚の刺激の円である。これは、集団の中にある細胞間

の結合強度を高めるものである。2つ目に、部分的な視覚がある。これは、細胞の集団全体を再活性させ、円を再び

現れさせるものである。中間的な過程として、集団の中の細胞の部分集合の部分的な再活性をさせる。 

  その仮説をまとめると以下の 2点になる。 

i. 相関のある活動は、ニューロンの特定の集合においてシナプスのつながりを強化することによって、知覚に

おける記憶の容量が上がる。 

ii. 特定の集合を再活性化させることによって知覚の記憶を取り戻す/呼び戻すことが可能である。 
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始めは、片っ端からメモをとっていたが、難しい専門用語の嵐で、理解することができなかった。結局講演が終わ
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「レクチャー」レポート 
 

11名の化学、生物学、物理学、数学の分野に亘るノーベル賞受賞者、著名な研究者や企業の経営者による

講演の内 7名の講演の様子を、派遣リーダーと派遣員の皆さんにレポートしてもらいました。 

 

ASCレポート①：Prof. Poo Mu-ming 

担当：横井小夏、村上栞太、江波太、小堀菜花 

①講師について 

経歴：1970年中国国立清華大学卒。1974年 The Johns Hopkins University 博士号取得。 

2000年中国中央研究院研究員当選。2003年パリ高等師範学校栄誉博士取得。2009年アメリカ米国科学アカ

デミー研究員となる。2011年中国科学院外籍研究員に当選。 

  講師の研究内容：神経科学について。神経科学とは、神経系に関する研究を行う自然科学の一分野である。

研究の対象として、神経系の構造、機能、発達、遺伝学、生化学、生理学、薬理学、栄養学および病理学など

がある。（ウィキペディアより） 

 

②レクチャーについて 

  脳神経系可塑性にはまだたくさんの謎がある。Prof. Poo Mu-mingは、その一部を新たに開拓し、私たちに科学

の可能性を見せてくれた。 

  脳神経の可塑性（神経系は外界の刺激などによって常に機能的、構造的な変化を起こしている性質のことを指

す）は、主に４つある。①一般的な可塑性は学習や記憶、認識を行う。②損傷可塑性は、発達疾患(ADHD、自閉症、

アスペルガー症候など)を引き起こす。③適応可塑性は、脳が大きなダメージを受けたときに、新たな神経のルート

がつくられることや、枝分かれが生じることで新しい経験に適応する。④不適応可塑性は、中毒や慢性的な痛みな

ど、そして四肢と幻肢痛と関連があると考えられる。これらは、脳内の異なる部分で異変が起こることによって引き起

こされる。大脳皮質の働きを説明する｢脳内の小人｣を連想していただくとわかりやすい。それらは主に運動野で起こ

っているものだと明らかになった。講義の中では、｢人の運動野の可塑性｣に関する実験が示された。この実験の結

論として、弦楽器を演奏する人の大脳皮質運動野は、しない人に比べ広く、更には習い始めた年齢が幼いほど範囲

が広くなるということもわかった。 

  ここで、ヘッブの学習法則が示された。この法則では、シナプスにおいて、シナプス前ニューロンの繰り返し発火

によってシナプス後ニューロンに発火が起きると、そのシナプスの伝達効率が増強されるが、逆に発火が長期間起

こらないと、そのシナプスの伝達効率は減退するというものである。すなわち、継続的に発火することが大切なので

ある。（ここにおける発火とは、ニューロンの発生である） 

  ヘッブの細胞集団の仮説には、２種類ある。１つ目は、視覚の刺激の円である。これは、集団の中にある細胞間

の結合強度を高めるものである。2つ目に、部分的な視覚がある。これは、細胞の集団全体を再活性させ、円を再び

現れさせるものである。中間的な過程として、集団の中の細胞の部分集合の部分的な再活性をさせる。 

  その仮説をまとめると以下の 2点になる。 

i. 相関のある活動は、ニューロンの特定の集合においてシナプスのつながりを強化することによって、知覚に

おける記憶の容量が上がる。 

ii. 特定の集合を再活性化させることによって知覚の記憶を取り戻す/呼び戻すことが可能である。 
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Sir Richard J. Roberts の Lecture 

 ~Why You Should Love GMOs~ 

報告者： 池田和香 東海林紬 渋井理 君付龍祐 

 

1. 講師の経歴 

 Sir Richard J. Roberts教授はイギリス出身の生化学者と分子生物学者である。1968

年にシェフィールド大学で有機化学の博士号を取得後、ハーバード大学で博士研究員

となり、1972年から 1992年にはコールド・スプリング・ハーバー研究所でジェームズ・デ

ューイ・ワトソンの下で働いた。ここではⅡ型制限酵素についてをテーマに研究を行い、

アデノウイルスを用いたイントロン及び mRNA スプライシングの発見で、1993 年にノー

ベル医学・生理学賞を受賞。現在はマサチューセッツのノースイースタン大学で教授を

務めるほか、ニュー・イングランド生物研究所で主任研究者としても研究を続けてい

る。 

 

2. 遺伝子組換え生物とは 

 遺伝子組換え生物とはバイオテクノロジー

を用いて遺伝子を一部改変した生物である。

遺伝子組換えでは制限酵素や DNA リガーゼ

などの酵素が用いられる。組換え遺伝子はベ

クターと呼ばれる、いわゆる「運び屋」によっ

て細胞に導入される。ベクターにはプラスミド

やウイルスがよく用いられる。 

 特に遺伝子組換え作物ではマルク・ファン・

モンタギューとジェフ・シェルに発見されたア

グロバクテリウム法によって画期的に研究が

発展した。アグロバクテリウムは土の中に存

在する細菌でプラスミドを持っている。その一部に T-DNA と呼ばれる遺伝子が存在するが、この細菌は植物細胞に

T-DNA 遺伝子を送り込む性質がある。この性質を利用して遺伝子組換え作物が開発されているのだ。まずは、細

菌のプラスミドにある T-DNA を除去し、そこに新たな遺伝子やある遺伝子の発現を促進・抑制する遺伝子を組み込

む。そして、目的の遺伝子をもつプラスミドが植物の細胞内に入ると作物の遺伝子組換えができ、新たな特徴をもつ

作物ができるのだ。 

 このような方法で今では様々な食物が誕生している。除草剤耐性、病害虫耐性、貯蔵性増大など農業を営む者に

とって有益な特徴をもつ作物や、成分改変、有害物質の減少、アレルゲンを除去した作物など消費者にとっても有

益な特徴をもつ作物が出てきている。 

 

3. 遺伝子組換え作物の虚実と事実 

 一般的に遺伝子組換え作物は健康被害への懸念材料の一つとなっている。しかしながら実際にはそれを示す研

究はなされておらず、遺伝子組換え作物への風評に過ぎない。 
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り、何一つ理解できず。リスニング、専門用語の重要さに泣かされた。 

帰国して再び視聴させていただき、持った感想が一つある。 

神経系の異常により発症する病は多く、深刻だ。しかし、研究を進めて解決策を導き出すことでしか解決はしない。

研究者の存在は大きいのだと知った。少し思ったのが、iPS細胞に可能性があると思う。免疫拒絶無しに患者自身

の細胞から生み出されたニューロンを患者に注入することができる技術に期待できると感じた。 

 

村上 栞太： 

それまで脳科学の知識がほとんどなかった私にとって、Mu-ming教授の講義は非常に興味深いものだった。 

講義では、一部であるシナプスがどうやって情報を受け渡しするのか、外界からの刺激によって人間の頭の中で

何が起こっているのかということを詳細に知ることができた 。頭の中で記憶が形成される仕組みや、運動が脳に与

える影響などの知識は、実生活にも応用できるものだと感じた。また、単に脳科学の知識が得られただけでなく、自

分が興味を持っている人工知能の研究についてより深く考えるきっかけになったという意味で、この講義は貴重な体

験だったと感じている。 

 このように、脳科学とは実生活に役立つだけでなく、医療分野、コンピューター分野など多くの分野と関わる重要な

研究分野だと知ることができた。今後も独自に脳科学の勉強を続けていきたいと考えている。 
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Golden rice  (写真右) 

・Golden rice   

Golden rice は スイスとドイツの科学者により遺伝子組換え技術を用いて開発

された米である。この米はビタミン A の前駆である βカロチンが生合成されている。

これにより、世界中で年間に 67万人もの、ビタミン A 欠乏症を持った 5歳以下の

子供の命を救うことができた。 

 

・バナナ  

アフリカではバナナは重要なカロリー源であるが、数年前バナナ青枯病と呼ばれるバナナの真菌病が流行した。

これにより多くのバナナが生育しなくなり、人にも危害を与える可能性もが示唆された。しかし、遺伝子組換えによっ

てその病気の遺伝子を根絶し、病気の深刻化を止めることに成功した。 

 

・パパイヤ   

ハワイでは 1990 年代前半に蔓延して以来、「パパイヤリングスポットウイルス（PRSV）」による病害が深刻で、パ

パイヤ産業は壊滅的な被害を受けた。しかし、遺伝子組み換え技術により、「パパイヤリングスポットウイルス抵抗

性パパイヤ 55-1 系統」を開発し、弱毒化されたウイルスのコートタンパク質をパパイヤの遺伝子に導入することで、

ウイルスの感染による影響を受けずに生育できるようになった。アメリカの研究によると、ハワイで病気にかからな

かったパパイヤの 70%は遺伝子組換えのものであった。 

 

5. Dialogue session 

 今回講義を頂いた Richard・J・Roberts教授は遺伝子組換え技術の発見者である。Dialogue Sessionでは、参加者

から寄せられる一つ一つの質問に対し、自身の発見した技術に誇りを持ちながら真摯に回答されていた姿が印象

的である。 

 いずれの参加者の質問も内容がハイレベルなものであった。最近出された論文の内容やアメリカの研究機関の研

究成果を踏まえた質問をする参加者も多く、彼らの情報収集力、そして知識量の豊富さに驚かされた。ただ科学に

対しての興味を持つだけでなく、常に貪欲な姿勢で新しい情報を取り入れ、どんどん自分の知識としている。

Dialogue Sessionは、そのような参加者の姿勢を目のあたりにできた時間でもあった。 

 また、講義のテーマが遺伝子組換え作物ということもあり、遺伝子組換え作物に関する議論に対してどのように対

処するのか、といった、この技術に批判的な立場を含めて考えた質問も多く見られた。そのような質問に対しても先

生は、批判的な立場の人々がいることを認めたうえでお答えになっていた。 

 

6. 感想 

 遺伝子組換え作物や、この技術について少し警戒した見方をしている人が日本には多いのではないのだろうか。

日本にも、EU のように遺伝子組換え作物を使用している商品には、その旨を表示しなければならないという義務が

ある。「遺伝子組換え作物を使用していません。」この表示を見て心なしか安心したことがあったかもしれない。 

講義を受けて気づいたのは、知らず知らずのうちに、「遺伝子組換えは危険だ」という固定観念を持ってしまって

いたということである。先生は、多くの観点から遺伝子組み換え作物を肯定する意見を聞かせて下さった。これまで

に、批判的な立場の意見しか聞かず、その上それで自分の考えを確立できていると思い込んでいた自分を恥じた。

最も危険なのは、何がどのようにいいのか、悪いのかを知らないまま、自分の身近で声高に叫ばれる考え方を盲信

してしまうことなのだと改めて気づくことができた。遺伝子組換え作物について、両方の立場からの意見を知ることが
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 このような風評が立った背景にはヨーロッパの農業事情があげられる。ヨーロッパでは遺伝子組換えに頼らない農

法の開発に莫大な金額をかけてきた。しかし結果は思わしくなく、西洋の一部でしか広まらない事態となった。それ

に輪をかけるように遺伝子組換え作物がヨーロッパ圏を含む先進国に紹介された。ヨーロッパ諸国では農家だけで

なく政府までもが、アメリカの穀物メジャーの市場への介入を恐れた。そこで政府は遺伝子組換え作物の流入を防ぐ

ためにも一種の「煽動政治」を行ったのである。政治家たちは遺伝子組換えが新しい手法であり、想定されていない

危険性が潜んでいる可能性があることに注目した。遺伝子組換え作物が危険であることを流布させることによって、

遺伝子組換え作物の流入を抑えることを合理化したのである。 

 しかし、ヨーロッパでは危険とされている作物がほかの国では安全とするのは非合理的である。そこに目を付けた

のが Greenpeaceをはじめとする環境保護活動団体である。彼らは科学的な根拠には則らず、遺伝子組換え作物が

危険であることを世界に広めているのである。時には遺伝子組換え作物が日の目を見ることを防ぐために、政府に

働きかけたり、作物を焼くこともしているのだ。 

 実際のところ遺伝子組換え作物が危険であることを示す根拠はまったく存在しない。むしろ、これまで行われてき

た多くの研究では、遺伝子組換え作物は安全であるという結果が指摘されてきた。遺伝子組換え作物が市場に出て

以来、それによる健康被害はまったくないうえ、それを飼料として与えられた動物の健康状態はよくなっていると報

告されている。そもそも我々が遺伝子組換えでないとしている作物も、実際には遺伝子組換えと同様のプロセスをた

どってきている。自然に行われた交配によって遺伝子が変異し、育ちやすくなったものに過ぎない。この自然に行わ

れてきたプロセスを、人工的に早めているのが遺伝子組換え作物なのである。そのような作物が我々に悪影響を及

ぼすとはとても考えにくい。 

 実際に遺伝子組換え作物は我々に多くの利益をもたらすのだ。例えば、遺伝子の組み換えは作物の成長を促進

させるほか、病気や害虫に対して抵抗力を持たせることができる。さらに特定の栄養価を高めることで、発展途上国

での栄養失調を防ぐこともできる。これらは特に食糧不足に悩む発展途上国にとって、重大な解決策となりうる。遺

伝子組換え作物がもたらす利益は後の第４項目において詳しく述べる。 

 心理学的に人間は恐怖心を煽られることは簡単であるが、それを忘れることは容易ではない。そのため遺伝子組

換え作物に対する正しい知識が定着せず、いつまでも危険であることがいわれ続けているのである。発展途上国で

食糧不足に悩む人たちを救うためにも、より多くの人が正しい知識を持ち、広めることが求められている。なお遺伝

子組換え作物についての正しい知識拡散を目的に、本公演の講師自身が立ち上げに協力したウェブサイトが存在

する。遺伝子組換え作物について深く知りたい方はぜひ参考にしていただきたい。 

http://supportprecisionagriculture.org/ 

 

4. 遺伝子組換え作物が人々を救った事例 

 前述のように多くの遺伝子組換え否定派によりその危険性が指摘されているが、遺伝子組み換え作物には実際

に多くの人々を救った事例がある。例えばトウモロコシの場合、遺伝子組換えをしたものはそうでないものに比べて、

倒れづらい芯の通った大きなものを生育することができる。この作物は継続的かつ十分な食糧を供給することがで

き、開発途上国において多くの飢餓を救った。また、従来農業には多くの農薬が使用されてきたが、これらは多くの

毒性物質を生産し、有害なバクテリアを殺菌するにとどまらず、人間をも危険にさらすこともある。しかし、遺伝子組

換え作物はそのような農薬の使用を抑え、安全性を高めることもできる。他にも講義では以下のような事例が挙げら

れた。 
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レポート③－Prof. David Jonathan Gross Lecture & Dialogue 

斉藤秀洋、川村梨菜、坂部圭哉、妹尾梨子 

１．経歴 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校カブリ理論物理学研究所の理論物理学者。フランク・ウィルチェックとともに

量子色力学の漸近的自由性を発見し、強い核力の理論を定式化した。これにより、電磁気力、弱い力、強い力の基

本の力３つを記述する標準理論が完成し、2004年ノーベル物理学賞を受賞した。また、標準理論に重力を組み込む

超弦理論の発展にも大きく貢献し、宇宙の基本的な４つの力を 1つにまとめる理論の候補、ヘテロティック弦理論の

構成にも関わった。 

 

２．宇宙とは何なのか 

 137億年前、ビックバンが宇宙を創造した。はじめは高温により電子と原子核がバラバラのプラズマ状態だった宇

宙も膨張するとともに冷え、分子が形作られ、約 4億年後最初の星が生まれた。その後、新たにつくられた星々は銀

河を形成し、今我々が存在する宇宙ができた。今なお、宇宙は加速膨張している。 

 

https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-286-the-early-universe-fall-2013/index.htmより 

 

 宇宙にはいまだ説明できないことが数多くある。とくに有名なのはダークマター・ダークエネルギーだ。 

ダークマターはどうやって調べればよいか？近年、２つの銀河が衝突、すり抜けるときに、銀河内の物質が一般

的な物質のみでは説明のつかない動きをすれば、ダークマターの存在を証明できるとともに、その性質を知ることが

できることがわかった。この研究は進行中であり、研究者がダークマターの存在を証明する日が来るのかもしれな

い。 

 ダークエネルギーとは何なのか？宇宙の加速膨張とアインシュタインがかつて捨てた宇宙定数、そして真空がそ

の謎を解き明かしてくれるのかもしれない。昔、多くの科学者が宇宙の膨張など思いもよらなかった。天才アインシュ

タインですら、宇宙は膨張や収縮のない静的であると信じて自らの作った方程式に宇宙定数を盛り込んだ。しかし、

あらゆる観測データが示すのは宇宙が膨張しているという事実だった。この結果は時がたつとともに受け入れられ、

アインシュタインも宇宙定数を削除した。その後、宇宙の加速膨張、それにもかかわらず真空エネルギーが減らない

ことがわかり、科学者は宇宙定数を再度アインシュタイン方程式に導入する。この減らないエネルギーの問題を解

決するために考え出されたのがダークエネルギーだ。その性質はいまだ明らかになっていないが、多くの科学者が

この謎に取り組んでいる。 
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できた今、どちらの主張にもそれぞれ納得できる点と疑問に思わざるを得ない点がある。それらを加味したうえで、

自分の立場を確立するのはとても難しいことのように思える。  

今回のテーマの他にも、よく聞く考え方をそのまま自分の考え方にしてしまっていることがあるかもしれない。これ

を機に、自分の意見を持つ際に、できるだけ多くの考えを聞き、十分な知識を持ってから判断ができるよう、心がけ

たいと思う。 

 

 

参考文献 

http://gmo.luna-organic.org/wp-content/uploads/2014/04/アグロバクテリウム法-2.png 

https://www.youtube.com/watch?v=u2E-nprsK6I 

http://diamondstar.co.jp/food/hawaiian_papaya/gm.html 

http://supportprecisionagriculture.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22



23 

レポート③－Prof. David Jonathan Gross Lecture & Dialogue 

斉藤秀洋、川村梨菜、坂部圭哉、妹尾梨子 

１．経歴 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校カブリ理論物理学研究所の理論物理学者。フランク・ウィルチェックとともに

量子色力学の漸近的自由性を発見し、強い核力の理論を定式化した。これにより、電磁気力、弱い力、強い力の基

本の力３つを記述する標準理論が完成し、2004年ノーベル物理学賞を受賞した。また、標準理論に重力を組み込む

超弦理論の発展にも大きく貢献し、宇宙の基本的な４つの力を 1つにまとめる理論の候補、ヘテロティック弦理論の

構成にも関わった。 

 

２．宇宙とは何なのか 

 137億年前、ビックバンが宇宙を創造した。はじめは高温により電子と原子核がバラバラのプラズマ状態だった宇

宙も膨張するとともに冷え、分子が形作られ、約 4億年後最初の星が生まれた。その後、新たにつくられた星々は銀

河を形成し、今我々が存在する宇宙ができた。今なお、宇宙は加速膨張している。 

 

https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-286-the-early-universe-fall-2013/index.htmより 

 

 宇宙にはいまだ説明できないことが数多くある。とくに有名なのはダークマター・ダークエネルギーだ。 

ダークマターはどうやって調べればよいか？近年、２つの銀河が衝突、すり抜けるときに、銀河内の物質が一般

的な物質のみでは説明のつかない動きをすれば、ダークマターの存在を証明できるとともに、その性質を知ることが

できることがわかった。この研究は進行中であり、研究者がダークマターの存在を証明する日が来るのかもしれな

い。 

 ダークエネルギーとは何なのか？宇宙の加速膨張とアインシュタインがかつて捨てた宇宙定数、そして真空がそ

の謎を解き明かしてくれるのかもしれない。昔、多くの科学者が宇宙の膨張など思いもよらなかった。天才アインシュ

タインですら、宇宙は膨張や収縮のない静的であると信じて自らの作った方程式に宇宙定数を盛り込んだ。しかし、

あらゆる観測データが示すのは宇宙が膨張しているという事実だった。この結果は時がたつとともに受け入れられ、

アインシュタインも宇宙定数を削除した。その後、宇宙の加速膨張、それにもかかわらず真空エネルギーが減らない

ことがわかり、科学者は宇宙定数を再度アインシュタイン方程式に導入する。この減らないエネルギーの問題を解

決するために考え出されたのがダークエネルギーだ。その性質はいまだ明らかになっていないが、多くの科学者が

この謎に取り組んでいる。 
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できた今、どちらの主張にもそれぞれ納得できる点と疑問に思わざるを得ない点がある。それらを加味したうえで、

自分の立場を確立するのはとても難しいことのように思える。  

今回のテーマの他にも、よく聞く考え方をそのまま自分の考え方にしてしまっていることがあるかもしれない。これ

を機に、自分の意見を持つ際に、できるだけ多くの考えを聞き、十分な知識を持ってから判断ができるよう、心がけ

たいと思う。 

 

 

参考文献 

http://gmo.luna-organic.org/wp-content/uploads/2014/04/アグロバクテリウム法-2.png 

https://www.youtube.com/watch?v=u2E-nprsK6I 

http://diamondstar.co.jp/food/hawaiian_papaya/gm.html 

http://supportprecisionagriculture.org/ 
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○坂部 圭哉 

 Gross教授の講義では、最新の現代物理学の一端を見ることができた。その中で最も印象に残っていることは、「4

つの力は、小さなスケールでは一緒になる(かもしれない)」ということだった。講義の前から、この 4つの力を 1つの

式で記述しようとする話は、少し聞いていたのだが、それが小さな空間では一緒になる、という理論は衝撃的だっ

た。 

 それと同時に Gross教授は、物理学に限らずサイエンス全般に関することとして、「無知であること」を話の軸として

講義を進めていらっしゃった。私の印象に残っていることとして、彼は講義後の質疑応答の中でも、「私には分かりま

せん。」といった内容の回答を何度かしていらっしゃった。当然分からないと言った後に、彼なりの意見を付け加えて

いたのだが。誰だってもちろん答えられない質問をされることはあるだろうが、彼の「分かりません」はなぜか、とても

堂々としているように感じられたのだ。それはきっと、彼は研究をしている中で、無知の大切さを身を以て感じたから

なのだろう。 
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３．量子力学でみる世界 

 宇宙には 4つの力がある。重力、電磁気力、弱い力、強い力だ。これら 4つの力は 10-33ｍ、途方もなく短い距離で

一つになる。ほかにも、この宇宙空間が実は 3次元でなく、残りの次元は小さく織り込まれているのではないかと考

える科学者もいる。こう考えると、4つの力の性質や物体の形、質量について良く説明できるというのだ。小さな世界

には世界の真理が隠されているのかもしれない。 

 

４．参加者へのメッセージ 

 科学者はこの 50 年間、原子から素粒子、素粒子から物理学的対象の最小単位へと、研究対象をより小さなもの

へ変えていった。物体を制御する力の理論も少しずつ進化し、あらゆる力は 4 つの力にまとめられ、さらにはそれら

基本的な力もまとめられようとしている。新たな発見をするうえで、若い科学者は心にとめておかねばならないことが

ある。 

「知識がもたらす最も大切なものは、無知である。」 

新しい知識は新しい謎を生む。新たに生み出された謎は観察・実験・理論によって解決されるのだ。 

 

５．感想 

〇斉藤 秀洋 

 アインシュタインが一般相対性理論を発表してから 101年、多くの物理現象がアインシュタイン方程式によって理

論的に予測され、観測・実験により証明されてきた。四つの基本的な力をまとめるために超弦理論、ループ量子重

力理論といった多くの仮説が生まれ、一般相対性理論と量子力学もまとめられるのかもしれない。デイビット・グロス

教授は私たちに現代物理学の最先端の一端を見せてくれた。教授が持つ物理学の英知は想像をはるかに超えて

奥深く、科学に対する姿勢に私たちは科学の面白さを再認識した。教授のおっしゃった、無知こそ新たな発見のもと

であることを心にとめ、私たちは教授のおっしゃたような未解決の謎に興味を持っていこうと思う。 

 

○妹尾 梨子 

  科学の研究ではよくその研究が何に役立つかということが重視されている。しかしデイビット・グロス教授は、研

究のすべてが何にとってよいものであるのかなんて誰にもわからないのだと、ファラデーの言葉を使って仰った。何

かの役に立つために研究を進める事はもちろん重要であると思う。しかし教授のお話を聞き、知りたい事についてと

ことん探求していくことも大切であり、すぐに何かの役に立たなくても、100年前に発見され、今日技術で優位を占め

ている量子メカニズムのように、いつか役に立つ時がくる研究も重要であると感じた。教授のお話には熱がこもって

おり、目を輝かせながら科学の面白さについて語って下さった。私も教授のような、科学の面白さを噛みしめながら

熱心に研究する科学者になりたい。 

 

○川村 梨菜 

 “The most important product of knowledge is ignorance.”というデイビット・グロス教授の有名な言葉はレクチャーを

聞いて以来、私の頭の中で流れ続けている。知識を得るたび、自分が無知であるということを認識させられ、新しい

疑問が生まれ、それを研究することにより、新たな発見と知識が増え、またさらに調べるべき疑問が増える。この知

識の循環がまさに科学技術の中心なのだ。知らないということは、世界の無数の不思議を発見するための鍵である

ので、いつも疑問を持つことが大切であるとグロス教授は私に気づかせてくれた。 
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（Silverlake Axis とは） 

Silverlake Axis はソフトウェアを開発している会社である。特に銀行システムのソフトウェアは、東南アジアの銀行の

40%で使われている。他にも、ゲーム理論をベースとしたソフトウェアを開発しており、銀行以外にも電子決済の代替、

投資、保険、物流などでシェアを広げている。総収入は 5 億〜6 億 RM で、収入の多くは以前売った商品のメンテナ

ンスなどから得ている。 

 

（参考文献） 

・Silverlake Axis: Digital Reimagined – From Finance to Fintech 

(http://www.silverlakeaxis.com) 

・Theory of a software genius - Business News | The Star Online 

（http://www.thestar.com.my/business/business-news/2015/04/04/theory-of-a-software-genius/） 

・Peng Ooi Goh: Executive Profile & Biography - Bloomberg 

（http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=8384839&privcapId=8080671） 

 

○圏の考え方 

圏論というものの捉え方には大きくわけて２通りあります。1 つは、様々なことを可能にする「理論」としての捉え方、

もう１つは便利な道具としての「言葉」という捉え方です。抽象的な概念であるため一般化することは困難であるが、

あるモノに定義が与えられているとき、それを別のある特定の言い方で表すことを可能にするという特徴があります。

圏の考え方をつかうことで、１つのモノを違った視点から捉えることができるのです。１つのモノを２通りで表せるので、

本質が見出しやすくなります。 

 

圏論には大きく３つの概念があり、“射”、“関手”、“自然変換”にわけられます。 

“射”とはノードに対応させたいものとエッジに対応させたいものの集まりをつなげる対応関係のことであり、その

“射”の組が有機的につながったネットワークの存在が圏の大事な性質となります。関手”とはそれら圏と圏とを結び

つけるもの、さらに自然変換”とは関手と関手を結びつけるものです。 

 

○Goh Peng Ooi氏と圏論 

圏とは、関連する様々なクラスの数学的構造に、共通する性質を見出そうとする試みだということができます。異な

った理論間の関係に共通した関わり方を見出す際に非常に効果的に働きます。もともと圏の考え方は、ある種の数

学的構造を理解するために、その構造を保つ対応関係をの必要性から生まれました。しかし、ここで Goh Peng Ooi

氏は金融社会に数学的知見としての圏の考え方をもたらすことで、Fintech(金融と技術の造語)の革命を起こそうと

試みました。Goh Peng Ooi氏は今やコンピューターと経済のもつれの減少は不可避であると考え、 

その理念のもとに成り立っているのが Silverlake Axis社である。すべての現象がもつ、数学的、技術的、経済的、そ

して社会的な意味合いを上手く取り扱うために、Silverlake Axis 社は自らの技術を生み出そうとしています。このこと

は、数学が自然界を形成するという Goh Peng Ooi氏の信念に基づいているようです。 

 

○参考文献 

http://www.silverlakeaxis.com/investor-relations/corporate-information/a-word-from-the-chairman.html 

http://www.phys.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~tanimura/lectures/tanimura-category.pdf#search=%27圏%27 

http://alg-d.com/math/kan_extension/intro.pdf 
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アジアサイエンスキャンプ レクチャー４  

Mr Goh Peng Ooi, シルバーレイクグループの創始者であり会長  

加藤桃子、佐野翔子、佐藤ふたば 

 

Asian Science Campでのレクチャーの内容について 

 

数学のシステムについて、またサイエンス、経済、経営、利益との関係の話だった。 

Goh 氏は若い学生のとき、物理と数学は同等であると考えていた。なぜなら私たちの時間、空間は数学的であるか

らである。しかし彼の確信は彼の大学生活では活かされなかった。そこで彼は“未開の数学の想像”というものがあ

ると信じて卒業したが、それは彼の考えには二度とあらわれることはなかった。IBM で 8 年目だった 1988 年に彼は

ふと、圏論を銀行の重要なシステムに使うことを思い付いた。その考えはとりわけ会議ではよい反応ではなかった。

しかしそれは彼の人生における数学の深い意味を再び探すきっかけとなった。彼は数学の証明とシンボルを応用す

るために何が広く受け入れられているかにふけった。彼の群論は圏論と理論の一般的な姿に導くものとなり、彼の

考えとアイディアをふくらませ、シルバーレイクは生まれた。 

彼の人生は数学と混ざったものである。数学とサイエンスによる商業は経済とビジネスにほぼ反対に位置する。そし

て彼の新しい理論は彼のビジネスに適用された。 

このレクチャーを通して彼が伝えたかったことは、どのようにして彼が日々の生活に彼の理論を適用させたかという

ことである。彼の経験を彼と同じような夢を持つ人に共有してインスパイアさせようとした。また彼が確実に与えてく

れたものとは、Goh氏が過去の人生で選んできたものとは驚くほど目的があり、理論的で経済的である。 

 

参考文献 

Silverlake Axis: Digital Reimagined – From Finance to Fintech 

(http://www.silverlakeaxis.com) 

 

（Goh Peng Ooi氏の経歴） 

Goh Peng Ooi氏は 1953年にマレーシアで 10人兄弟の７番目に生まれ、中華系の中学校に通った。その後、ペナン

の英語教育の高校に進学し、辞書を買うお金すらなかったのでバイトなどをしながら猛勉強した。そこで数学の楽し

さに気づき、数学書を買って読んだりするようになった。インド人の数学の担当教師は、授業中に数学書を読む Goh 

Peng Ooi氏を尊敬し、クラスで唯一杖で叩かれなかったという。苦学して文部科学省の奨学金で1980年に東京大学

で電子工学の学位を取得した。その後三菱から IBM に転職し、短期間で IBM マレーシアの金融担当として No.2 に

上り詰めた。1987 年にはしかし、あまりにも早い出世に退屈して辞職した。当時の東南アジアの銀行の近代化を受

けて、1989 年に Silverlake Axis という金融システム開発の会社を設立した。マレーシア初の億万長者になり、2017

年には Asean Legacy Awardを授与された。 

圏論を用いた経営で Silverlake Axis をマレーシア屈指の大企業に育てた。Goh Mathematical Intelligence Game 

Theory（ゲーム理論の一種）の考案者でもある。 
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○参考文献 

http://www.silverlakeaxis.com/investor-relations/corporate-information/a-word-from-the-chairman.html 

http://www.phys.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~tanimura/lectures/tanimura-category.pdf#search=%27圏%27 

http://alg-d.com/math/kan_extension/intro.pdf 
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アジアサイエンスキャンプ レクチャー４  

Mr Goh Peng Ooi, シルバーレイクグループの創始者であり会長  

加藤桃子、佐野翔子、佐藤ふたば 

 

Asian Science Campでのレクチャーの内容について 

 

数学のシステムについて、またサイエンス、経済、経営、利益との関係の話だった。 

Goh 氏は若い学生のとき、物理と数学は同等であると考えていた。なぜなら私たちの時間、空間は数学的であるか

らである。しかし彼の確信は彼の大学生活では活かされなかった。そこで彼は“未開の数学の想像”というものがあ

ると信じて卒業したが、それは彼の考えには二度とあらわれることはなかった。IBM で 8 年目だった 1988 年に彼は

ふと、圏論を銀行の重要なシステムに使うことを思い付いた。その考えはとりわけ会議ではよい反応ではなかった。

しかしそれは彼の人生における数学の深い意味を再び探すきっかけとなった。彼は数学の証明とシンボルを応用す

るために何が広く受け入れられているかにふけった。彼の群論は圏論と理論の一般的な姿に導くものとなり、彼の

考えとアイディアをふくらませ、シルバーレイクは生まれた。 

彼の人生は数学と混ざったものである。数学とサイエンスによる商業は経済とビジネスにほぼ反対に位置する。そし

て彼の新しい理論は彼のビジネスに適用された。 

このレクチャーを通して彼が伝えたかったことは、どのようにして彼が日々の生活に彼の理論を適用させたかという

ことである。彼の経験を彼と同じような夢を持つ人に共有してインスパイアさせようとした。また彼が確実に与えてく

れたものとは、Goh氏が過去の人生で選んできたものとは驚くほど目的があり、理論的で経済的である。 

 

参考文献 

Silverlake Axis: Digital Reimagined – From Finance to Fintech 

(http://www.silverlakeaxis.com) 

 

（Goh Peng Ooi氏の経歴） 

Goh Peng Ooi氏は 1953年にマレーシアで 10人兄弟の７番目に生まれ、中華系の中学校に通った。その後、ペナン

の英語教育の高校に進学し、辞書を買うお金すらなかったのでバイトなどをしながら猛勉強した。そこで数学の楽し

さに気づき、数学書を買って読んだりするようになった。インド人の数学の担当教師は、授業中に数学書を読む Goh 

Peng Ooi氏を尊敬し、クラスで唯一杖で叩かれなかったという。苦学して文部科学省の奨学金で1980年に東京大学

で電子工学の学位を取得した。その後三菱から IBM に転職し、短期間で IBM マレーシアの金融担当として No.2 に

上り詰めた。1987 年にはしかし、あまりにも早い出世に退屈して辞職した。当時の東南アジアの銀行の近代化を受

けて、1989 年に Silverlake Axis という金融システム開発の会社を設立した。マレーシア初の億万長者になり、2017

年には Asean Legacy Awardを授与された。 

圏論を用いた経営で Silverlake Axis をマレーシア屈指の大企業に育てた。Goh Mathematical Intelligence Game 

Theory（ゲーム理論の一種）の考案者でもある。 
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BH3-only タンパク質がアポトーシスの引き金であり、これが、アポトーシスを促進するタンパク質、Bax と Bakの

活性化を Bcl-2が抑制する効果を相殺することで起こる。Bcl-2は細胞が生き残ることを促進する遺伝子である。

Bcl-2と似た構造をもつタンパク質は多数あり、これらはBcl-2ファミリーとよばれている。Bcl-2ファミリーは細胞

の生と死のスイッチであり、機能的に、Bcl-2を始めとするアポトーシスを抑制するメンバーと、Baxのようにアポ

トーシスを促進するメンバーの２つに大別される。ミトコンドリア外膜で Bax と Bakが BH3-only タンパク質からの

細胞死のシグナルを受けて活性化すると、ミトコンドリア内でタンパク質の一種のシトクロム c の放出が促進さ

れる。このシトクロム cがタンパク質複合体であるアポトソームを活性化することで、細胞にアポトーシスを起こさ

せるシグナル伝達経路を構成するカスパーゼが活性化し、アポトーシスが起こるのである（図 3）。 

 

3.2 How Understanding of the Control of Cell 

Death has Led to A Promising New Cancer 

Therapy （細胞死を理解することでどのように

新しいガンの治療法が生まれたか） 

 アダムス先生による、Bcl-2を標的とする新し

いガン治療薬の開発の話。アポトーシスを促進

するタンパク質を真似て設計した薬でガン細胞を

細胞死させることができるという。講演には新薬

開発の難しさについても含まれていた。 

・BH3模倣薬 

 ガン治療のために設計された薬。BH3 ドメ

インを模倣した小さな化学物質で、アポトーシスを引き起こす能力を持つ。最初の BH3模倣薬である ABT-737

は Bcl-2ファミリーと強く結合して、Bax と Bak とともに、Bcl -2 ファミリー依存性の細胞のアポトーシスを誘導す

る。ABT -199は Bcl-2に特異的で、Bcl -2に依存する細胞だけに働き、初めて臨床での継続的利用が許可さ

れた薬だ。研究から臨床への応用は長く、難しく、高価なものであるが、今後の展望としては mcl -2を標的とす

る薬の開発を目指しているという。 

 

 

図 3 

図 4 BH3 模倣薬の作用機序と長所 
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レポート⑤ －Suzanne Cory先生と Jerry Adams 先生の講義 

                            白井文菜、鵜木海緒、須田紫野、禹周賢 

１. 講師について 

Suzanne Cory先生 

 分子生物学者。オーストラリア生まれ。メルボルン大学で生化学を学んだ後、ケンブリッ

ジ大学で博士号を取得、ジュネーヴ大学での研究を経て現在はウォルターアンドエリザホ

ールインスティテュートの研究員である。専門は免疫学とがん。 

 

Jerry Adams先生 

 分子生物学者。アメリカ生まれ。エモリー大学卒業、ハーバード大学大学院博士課程修

了。ジュネーヴ大学で博士研究員を務めたのちウォルターアンドエリザホールインスティテ

ュートの研究員になった。がんの研究が専門である。 

 

２. 講義内容 

3.1  Regulating Cell Life and Death in Health and Disease（健康と病気における細胞の生死を制御する） 

 コリー先生による、アポトーシスの制御とガンとの関わりの話。主に Bcl-2 という細胞死抑制遺伝子が、どのよ

うに発見されどのように細胞死を抑制しているのか、Bcl-2をコントロールすることがどのようにがんの治療につ

ながるかに着目されていた。 

・ガンとその原因 

 ガンとは、細胞の成長のコントロールが効かなくなることにより、異常な細胞が発達・蓄積したものである。細

胞の増殖を促す遺伝子の活性化や、増殖を抑える遺伝子の不活性化が誘発する DNAの突然変異が原因であ

る。突然変異には遺伝的なものもあるが、95%以上は喫煙やアスベストへの曝露等による獲得的なものだ。 

・ガンを引き起こす遺伝子 

 多くのガン遺伝子はレトロウイルス（一本鎖RNAと逆転写酵素を持つウイルス）と

白血病やリンパ腫に見られる染色体異常によって発見された。ウイルス性のガン

原遺伝子である v-srcは普通の遺伝子から進化した遺伝子である。また、ヒトのバ

ーキットリンパ腫にみられる、染色体の転座（図 1）は、ガン遺伝子mycを活性化す

る。myc 遺伝子は細胞の成長・分裂を促進する働きがあるので、転座により myc

遺伝子が活性化されると、細胞は分裂を止めなければいけない時も止まらず分裂

し続けることとなる。 

・アポトーシスの役割とメカニズム 

 アポトーシスは、余剰の細胞や危険な細胞を取り除くた

めにその細胞自らが死ぬという遺伝子のプログラムである

（図 2）。タンパク質カスパーゼがシグナル伝達経路を構成

することで発生する。胚の組織形成から大人における組織

の恒常性を保つことや免疫系を発達させることまで、生命

に不可欠な現象である。現在は腫瘍の 

成長の大きなステップとしても認められている。 

図 1 

図 2 
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レポート⑥ Tan Sri Dr.Lim Wee Chai による Lecture 

助田一晟 

Abstract 

世界を股にかけ活躍する大手ゴム手袋製造企業 Top Glove Corporation BhD の設立者、現社長である彼

が ASC2017 のイベントの一環で生徒に向けて行なって下さった lecture の内容と、彼の略歴や企業の概要

を以下に報告したいと思う。 

1 Tan Sri Dr. Lim Wee Chaiについて 

1.1 略歴 
• 1982 マレーシアのマラヤ大学で優等学士学位(物理学)取得 

• 1985 テキサス州アルパインのサルロス州立大学で修士号(経営学)取得 

• 1991 Top Glove Corporation BhDを設立 

• 1997-1999 Malaysian Rubber Glove Manufacturers’ Associationn (MARGMA)の会長を務める 

• 1998,1999 Association of Malaysia Medical Industries(AMMI)の理事を務める 

• 1998,1999 Malaysian Rubber Board(MRB)のメンバーを務める 

• 2010 Federation of Malaysian Manufacturers(FMM)の役員を務める 

• 2011 East Asia Business Council(EABC)の役員会のメンバーを務める 

• 2013 Federation of Malaysian Manufacturers(FMM)の副会長に就任 

• 2015 マレーシアの科学大学セランゴール(UNISEL)でPhD取得(経営学)取得 

• 2016 オクラホマ州のオクラホマシティ大学で経営学の名誉博士号を授与される 

• 2016 Federation of Malaysian Manufacturers(FMM)の会長に就任 

1.2 現在 

• Top Glove Corporation の社長を務める 

• 2017 マレーシア首相によってNational Science Council のメンバーに任命、2019まで務める予定 

2 Lecture内容 

2.1 PV 

Lecture はまず”Top Glove”のプロモーションビデオの上映から始まった。 

(この動画はYouTube上にも公開されている) 企業の概要が密に詰まった6分間のビデオとなっており、Top 

Gloveがいかに手袋の製造に情熱と力を注いでいるかが十分に伝わってきた。やはり映像というのは人々の意識

を集めやすいもので、レクチャーの一番初めにビデオを見せることで聞き手の注目を引きつけたのは、他の教授や

博士の方々のプレゼンと一味違って社員の上に立つ社長ならではだと感じた。特にビデオ終盤の面白い歌で会場
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３.感想 

 ガンに対する治療法は抗ガン剤などしか聞いたことがなかったため、興味深い内容であった。科学における新

しい考え、観念、ものの見方、イノベーションの重要性を改めて感じたとともに、ガンという複雑で全貌のわから

ない敵に向かって研究を通じて戦っていく科学の大切さ、すごさを考えさせられた。科学というものの最終目的、

それは誰にもわからないと思うが「なぜ」という疑問からくる科学がどこまで複雑に発展を遂げていくのか、科学

という行為自体がとても面白いことだし考え続けていきたいと思う。（白井） 

 ガンがどのような遺伝子から引き起こされるのか知らなかったので、講義を興味深く聞くことができた。また、た

くさんの種類のタンパク質がアポトーシスに関わっていることに強く惹かれた。それは複雑であり、生命が細胞を

間違って殺さないように、また危険な細胞は確実に排除するために進化し工夫してきた成果なのだろうと思え、

大変面白かった。 

実際に研究を行っている方々から講義を直接聞くことが出来たのも私にとっていい経験になった。最新の研究

内容を知るだけでなく、先生方の研究に対する熱い思いを感じることが出来たからだ。私もこのような研究に携

わって、医療分野において少しでも貢献出来たらという思いを改めて強く感じた。（鵜木） 

 遺伝子のすごさを感じた。最近は遺伝子配列から顔までほぼ正確に予測できるというけれど、講義からガンを

実例として小さな分子や遺伝子の突然変異の影響力を改めて考えることができた。同時に、生きていることは何

なのか、まだ分からない部分も多いと思うと、個々の解明された現象の隙間に心のざわめきを感じもした。 

ガンは自然選択で淘汰される存在ではなく、恐竜にも見られたというほどずっと昔からある病気で、天然痘のよ

うに撲滅は不可能に近い気がするが、研究によって人類の健康をより良くする、コリー先生とアダムス先生が、

とてもかっこよかった。（須田） 

 普段関心のあったガン研究の最先端について少しでも学ぶことができて本当に意味のある講義だった。特に

Suzanne Cory教授がご説明した細胞の解体方法であるアポトーシスの話を聞いて、細胞とDNAを深く知る機会

になった。また、Jerry Adams教授の研究室で発見されたBCL-2と呼ばれるタンパク質を治療する、合成化合物

の話を聞くこともできた。実際に BCL-2を標的とした最初の化合物は、積極的な白血病治療薬として承認され、

多くの他のガン研究の対象となっているという話を聞いて、私もそのような研究をしてみたいと思った。私の将来

の夢が医者、医療分野で活躍できる研究者なので、教授の講義を機に具体的な目標を立てる原動力になった

と思う。（禹） 

 

４. 参考文献 

Asian Science Camp 2017，https://www.asc2017.net（2人の先生の写真も借用した。） 

Mitochondrial Control of Apoptosis，https://www.cstj.co.jp/reference/pathway/Apoptosis_Mitochondrial.php  

Oncogene，http://www.nature.com/onc/journal/v26/n9/full/1210220a.html 
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レポート⑥ Tan Sri Dr.Lim Wee Chai による Lecture 

助田一晟 

Abstract 

世界を股にかけ活躍する大手ゴム手袋製造企業 Top Glove Corporation BhD の設立者、現社長である彼

が ASC2017 のイベントの一環で生徒に向けて行なって下さった lecture の内容と、彼の略歴や企業の概要

を以下に報告したいと思う。 

1 Tan Sri Dr. Lim Wee Chaiについて 

1.1 略歴 
• 1982 マレーシアのマラヤ大学で優等学士学位(物理学)取得 

• 1985 テキサス州アルパインのサルロス州立大学で修士号(経営学)取得 

• 1991 Top Glove Corporation BhDを設立 

• 1997-1999 Malaysian Rubber Glove Manufacturers’ Associationn (MARGMA)の会長を務める 

• 1998,1999 Association of Malaysia Medical Industries(AMMI)の理事を務める 

• 1998,1999 Malaysian Rubber Board(MRB)のメンバーを務める 

• 2010 Federation of Malaysian Manufacturers(FMM)の役員を務める 

• 2011 East Asia Business Council(EABC)の役員会のメンバーを務める 

• 2013 Federation of Malaysian Manufacturers(FMM)の副会長に就任 

• 2015 マレーシアの科学大学セランゴール(UNISEL)でPhD取得(経営学)取得 
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を集めやすいもので、レクチャーの一番初めにビデオを見せることで聞き手の注目を引きつけたのは、他の教授や

博士の方々のプレゼンと一味違って社員の上に立つ社長ならではだと感じた。特にビデオ終盤の面白い歌で会場
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３.感想 
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の話を聞くこともできた。実際に BCL-2を標的とした最初の化合物は、積極的な白血病治療薬として承認され、

多くの他のガン研究の対象となっているという話を聞いて、私もそのような研究をしてみたいと思った。私の将来

の夢が医者、医療分野で活躍できる研究者なので、教授の講義を機に具体的な目標を立てる原動力になった

と思う。（禹） 
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いくものだと思っていた。しかし、この企業のようにとても立派な規律が実践されており、しかも高評価されて

いる様子を見ると、やはり大人になってからこそ責任というものが生まれ、規律正しく働くことが求められる。

あるいは、大勢の社員とその家族たちの生活がかかっている社長にとってはそれが正しい選択なのだろう、

というようなことを色々考えさせられた。場合によっては小学校でも「当たり前」と教わるようなこと、会社という

責任も重く規模も大きな組織ではそういったことだからこそ軽視せずにむしろ徹底する。そのような姿勢が大

切なのだろうということを学べた講義であった。 

社員の健康 

手袋産業と全く関係がないことではあるが、社員の健康をとても強調していたのも印象的であった。Business 

Rules の１つとしても”Do not lose our health”が2番目に言及されているほどだ。健康に力を注いでいる証

として、TGGD MEDICAL DENTAL CLINICの経営や、TOP HEALHY FITNESSというジムがある。 

※個人的解釈なので、Lim社長が伝えようとしていたこととずれているかもしれません。ご了承下さい。 

 

3 Lectureの感想 

最後に、ここまで触れなかった点に対する僕個人の感想をいくつか書こうと思う。 

まず、Lecture内容を読んでいただいた方は気づいたかもしれないが、今回のレクチャーは講義というよりも社長

による企業紹介のようなものであった。このことを僕は肯定的に捉えている。(今回企業の宣伝目的があったかは

僕には判断できないが)Lim社長が僕たちに伝えたいメッセージは全て彼の会社の理念に含まれており、社会で

実践されているというのは素晴らしく偉大なことだと思う。強い信念を持った上で自分の会社で実践できる経営

力や実践力を持った社長でなければ、企業紹介自体がメッセージとなる今回のようなプレゼンはできないのだろ

う。Lim社長はとても堂々としていたし、手袋製造に関して熱意も技術も品質も自分の会社はどこにも負けない

という自信が感じられた。それにしても、当然分野にもよるが、軽く調べてみた印象では世界シェア25%という数字

はとても高そうである。 

また、この方は学士までは物理学を専攻していたが、修士以降は経営学に転向しているという経歴が興味深い。

日本のように理系文系という枠にとらわれていない。社長のようなリーダーを務める人材にはどのような条件が必

要かという話題の際に、「教養深さ」という答えをよく聞く。僕の推測だが、ゴム手袋の研究開発では強度や軽量化

で力学や材料工学は必須だと思う。Lim社長は経営手腕が高いだけではなく、物理学出身であるため物理に関す

る教養や知識が深いこともTop Gloveの経営に活きているのだろうと思う。僕自身、科学に物凄く興味がある訳で

ないことを悲観的に思っていたが、これを機に将来の職業に関わらず今のうちから理系分野の教養を出来る限り

身につけておこうと考えるようになった。 

References 

[1] Top  Glove(URL:www.topglove.com 2017/9/3閲覧) 

[2] Lim Wee-Chai -  Wikipedia(URL:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lim Wee-Chai 2017/9/3閲覧) 
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が盛り上がっていた様子は印象的であった。(僕個人的には手袋

工場の製造ラインの映像を初めて見て、大量の手袋がくるくる回

転しながら流れていくのが何故か妙に面白く笑ってしまった(笑))そ

の後は社長自ら”Top Glove”という企業の理念・目標・心構えやこ

れまでの活動内容を紹介していくという構成であった。 

2.2 TOP GLOVE という会社 

2.2.1 企業概要 

1991年、Top Glove Corporation BhD設立当初は1つの工場と3つ

の生産ラインのみであったが、ゴム手袋の世界シェアの約25% を占める世界最大のゴム手袋企業にまで成長

した。現在はマレーシア、タイ、中国、アメリカ、ヨーロッパにまで拠点を拡大している。 

2.2.2 実績 

1998年から2017年の間に”Asia Pacific Entrepreneurship Award 2017”等、実に30以上の賞を受賞。 

詳細は企業HP(www.topglove.com/awards/)参照のこと。 

2.3 これからの手袋産業 

例えば情報通信の分野では、初めての電話が現れてから今日のスマートフォンの普及まで急速な発展を

遂げてきた。   これと同様に手袋産業も品質や軽量化の面で水準が向上してきた。現在のゴム手袋は3gだ

そうだ。ただもうすぐ、次の世代ではより軽い2.5g程度のものが台頭してきて主流になるとの予想だそうだ。その

主流な手袋を製造する企業の枠に”Top Glove”を入れる、そう語っていた。「2020年までに世界シェアの30%を占

める！」 

2.4 Key Success Factors 成功の秘訣 

成功を収めてくることが出来た秘訣としてプレゼンで挙げられていたもののうち、以下の4つを紹介する。 

Business Ethics(上手い訳語が思い当たりませんでした...) 

♣  Honesty...正直でいること 

♣  Integrity...誠実でいること 

♣  Transparency...やましいことはせず堂々としていること 

質への拘り 

プレゼン中、”Top Quality”という言葉を何度も耳にした。高品質の手袋を安くお客様に提供する。お客様

の安全を第一に考えて、R&Dは修士号や博士号を持つ研究員で行なっているそうだ。そのようにして質

への信頼を勝ち取っていると言える。この姿勢が世界水準、あるいは世界水準を上回る高品質を生み出

しているのだろう。 

規律 

具体的には、例えば、「落ちているゴミを1日最低１つ拾う！」のようなものであった。社員に徹底して意識づけ

るために、社内のあちこち、社員の目に必ず入る所にこのような意識を呼びかける看板を設置しているそうだ。

この取り組みを聞いて僕は少し意外であった。というのも、僕自身とても自由な校風の学校に通っており、こう

いった規律が全くと言っていいほど無い環境で育ってきた。僕は、大人になるにつれて規律は徐々に減って
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いくものだと思っていた。しかし、この企業のようにとても立派な規律が実践されており、しかも高評価されて

いる様子を見ると、やはり大人になってからこそ責任というものが生まれ、規律正しく働くことが求められる。

あるいは、大勢の社員とその家族たちの生活がかかっている社長にとってはそれが正しい選択なのだろう、

というようなことを色々考えさせられた。場合によっては小学校でも「当たり前」と教わるようなこと、会社という

責任も重く規模も大きな組織ではそういったことだからこそ軽視せずにむしろ徹底する。そのような姿勢が大

切なのだろうということを学べた講義であった。 

社員の健康 

手袋産業と全く関係がないことではあるが、社員の健康をとても強調していたのも印象的であった。Business 

Rules の１つとしても”Do not lose our health”が2番目に言及されているほどだ。健康に力を注いでいる証

として、TGGD MEDICAL DENTAL CLINICの経営や、TOP HEALHY FITNESSというジムがある。 
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日本のように理系文系という枠にとらわれていない。社長のようなリーダーを務める人材にはどのような条件が必

要かという話題の際に、「教養深さ」という答えをよく聞く。僕の推測だが、ゴム手袋の研究開発では強度や軽量化

で力学や材料工学は必須だと思う。Lim社長は経営手腕が高いだけではなく、物理学出身であるため物理に関す

る教養や知識が深いこともTop Gloveの経営に活きているのだろうと思う。僕自身、科学に物凄く興味がある訳で

ないことを悲観的に思っていたが、これを機に将来の職業に関わらず今のうちから理系分野の教養を出来る限り

身につけておこうと考えるようになった。 
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遂げてきた。   これと同様に手袋産業も品質や軽量化の面で水準が向上してきた。現在のゴム手袋は3gだ

そうだ。ただもうすぐ、次の世代ではより軽い2.5g程度のものが台頭してきて主流になるとの予想だそうだ。その

主流な手袋を製造する企業の枠に”Top Glove”を入れる、そう語っていた。「2020年までに世界シェアの30%を占

める！」 

2.4 Key Success Factors 成功の秘訣 

成功を収めてくることが出来た秘訣としてプレゼンで挙げられていたもののうち、以下の4つを紹介する。 
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るために、社内のあちこち、社員の目に必ず入る所にこのような意識を呼びかける看板を設置しているそうだ。

この取り組みを聞いて僕は少し意外であった。というのも、僕自身とても自由な校風の学校に通っており、こう
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未知を追う 

須田 紫野 

 

 一目惚れして応募した ASC。 

 そんな、念願のプログラムに参加できて、一番印象に残っているのは、自分が英語が話せなかったことだ。 

 はじめて英語を話さないといけない場所に来て、とにかく全然話せなくて、すごく悔しかった。読めば、聞けば、分か

るのに、アウトプット力の欠如による完全敗北だった。まわりの子たちの流暢さに、年上なのに、大学生なのに、情け

なくて、英語が出来ない私だけよそ者であるという疎外感まで感じて怯えていた。 

 ポスター作りのときに、私の英語の話せなさはもっと顕著に現れた。英語が話せないから自分の意見が言えないし、

科学的に間違っていることがあっても、訂正できない。そんな自分がもどかしくて、腹立たしかった。メモ帳に言いた

いことを書いてから話すなどあがいてはみたものの、結局議論の中心は一度も持てないまま終わってしまった。 

 何も分からない不安、というわけではない。大学で選択授業は英語をとって、英会話プログラムにも参加して、それ

なりに対策はしたはずだった。だから少しは通じると思っていた。 

 もちろん英語がそんな状態でも、中国人の親友が出来た。たくさんの人や考え方に触れた。初めて海外の大学形

式の講義と対話も経験したし、日本チームのみんなの暖かさも感じた。だから、楽しいこと、嬉しいことも山ほどあっ

た。みんな、ありがとう。 

 だけど、話せなかった分、未知が気になる。もしもっと話せていたら、友だちのことをもっとよく理解できていたかも

しれない、友だちに焦れったい思いをさせなかったかもしれない。それに、話せる人は言葉の面白さをもっと知ってい

るはずだ。私も、すごく知りたい。そして、みんなの科学への情熱を感じて、私も置いていかれないように頑張らなく

ちゃと決意した。 

帰国してから、受験時にも使わなかった単語帳を開いた。 

 

  まだ何も書かれていない予定表 

  なんでも書ける 

  これから書ける                          俵万智 

 

 私はもうすぐ 20 歳になるが、ASC で出会ったみんなの持つ大きな夢に負けない夢を抱いた。こんなに具体的に大

きな夢を抱いたのは生まれて初めてだ。普通、年をとるにつれて夢は小さくなっていくものなのに、今まで挫折だらけ

だったけど、もう、これ以上諦めなくてもいいのかもしれない、そんな気がした。 

ASCを通して、私はたぶん、また少し強くなった。 

 会場のざわめき、ご飯のにおい、ずっと高いところにある太陽。目に染みるほど強く輝くたくさんの瞬間。そんな

ASCで感じたことと一緒に、私は苦さもずっと忘れない。 

 

未知が好きだ。 
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佐野 翔子 

 

私は今回アジアサイエンスキャンプの日本団リーダーの一人としてマレーシアを訪れました。アジアの小さい子供

達に対して科学の楽しさや影響力、身近さを伝えたいという思いで私は学生 NPO 法人に所属してカンボジアで活動

しています。そんな中、今回のサイエンスキャンプでは、同世代の科学に特に興味を持つ人たちが科学をどんな風

にとらえているのかを知る貴重な体験になりました。 

 著名な科学者の講義やポスター発表など、やることが詰まったアジアサイエンスキャンプでしたが、私にとって一番

心に残っているのはある特定のプログラムというわけではなく、およそ 30カ国から集まった300人程の参加者との交

流から、今の自分をもう一度振り返り、見つめ直せたことでした。 

 私の大学では、２年の前半までは学部に分かれて勉強することなく、まずは教養を幅広く勉強します。私は高校の

ときから有人宇宙開発について興味をもっていたため、秋からは航空宇宙工学科に進学して専門の勉強を始めよう

というところでした。科学の研究をしたいのか、誰かに科学を伝えることをしたいのか、自分の芯として本当にやりた

いことがわからないまま臨んだのがこのアジアサイエンスキャンプでした。そこで２つ気付いたことがあります。 

１つは、自分自身に本当に打ち込みたいと思えるトピックを自分で見つけられていないことです。参加者の中には自

分の興味のある分野において研究活動に取り組み、何をしているかどう魅力的なのかを目を輝かせて話してくれま

した。私はそのとき、彼らのことを心からすごいなと思ったし、同時に他人に科学の魅力を伝えるには自分自身がそ

の魅力を十分に理解できていないと成しえないと痛感しました。伝えたいという思いより前に、自分が知りたいと思う

ステップがまだまだ欠けていました。 

２つ目は、コミュニケーションに必要な英語力です。私は初めて会った人でも特に人見知りすることはありませんが、

やはり科学的な話やより深い話をしたいとなるとコミュニケーションをしようという意思に加えて、ツールとしての英語

が必ず必要になります。英語が母国語でもないのにぺらぺらの友人をみて、会話の中身や講義が英語力不足でわ

からなくなってしまうことがすごくもったいなく悔しさを感じました。 

 今回のキャンプでは、日々の中で見過ごしていた自分のさらに成長させるべき部分を強く自覚させられました。こ

のチャンスを無駄にすることなく、真正面から向き合って自分自身に必要なこと、やりたいと心から思えることをこれ

から専門を学ぶ上でしっかり考えていきたいと思います。 

 最後になりましたが、お世話になった事務局の方々、それから一緒に参加したプログラムのメンバーに心から感謝

したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の派遣員の皆さんに、参加して何を学んだのか、どんなことを感じたのかを書いてもらいました。 
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これらの反省を生かし、地球温暖化とその解決法について勉強を重ね、多くを伝染させ、多くに伝染される人間に

なる。そしてこのプログラムに関わった方々に恩返しするつもりだ。 

ASC 派遣事務局の皆さん、このような貴重で意味深い経験に参加させていただき、感謝しています。ありがとうご

ざいました。 

そして ASC に参加したいと思われている皆さん、心持ちにもよりますが、このプログラムで自分の核となる部分が

磨かれる素晴らしい体験ができます。参加する正当な理由と綿密な準備があれば誰でも参加できるはずです。是非

経験してみてください。 
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伝染させる技量、 

伝染される技量。 
                          江波 太 

 

異なる言葉、考えを持つ人々と議論を重ね、新しい解決策を作り上げるという経験をしたことで、世界規模の問題

を解決するに当たり必要な技量である、人に伝染させるという力を特に養うことができのだが…… 

 

僕がこの ASC での経験を通じ、学ばせてもらったことは数え切れない。外国人とのコミュニケーションの取り方（友

の作り方）、各国で問題になっている出来事とその解決法、異国の文化、自分が心を開く大切さ、Who cares?精神、

ポスター作りの世界レベル、日本団と語った自分たちの将来、夜まで数学にのめり込む日本団、アジア全体での団

結、などなど。すべてが有意義だった。ここでその全てを語りたいのは山々だが、1 つのトピックについて語りたいと

思う。アイデアの“伝染”について。 

ASC に興味がある方が多いと思うので、参加を申し込んだときの話からする。僕は地球温暖化が緊急の問題だと

考えている。そこで、この問題について異なる環境・背景を持った多くの人と議論したいと志望動機に書いた。 

それから ASC に参加させていただき、“ポスタープレゼンテーション”というプログラムが始動した。これは、異なる

国から集まった 5 人があるテーマについてアイデアを 1 枚のポスターにまとめ、発表するもの。僕らのテーマは”Air, 

Water and Energy”。僕の得意分野だった。フィリピンのチームメート(Katsu)に、”I want to research about Global 

warming and its solution. My research is like this. と言って、用意してきた自分のポスターを見せた。このポスターも

あって、”Oh, I think it’s a good idea! ”と、賛同を得ることができた。1 人伝染。残りの 3 人にも見せ、さらに１人に伝

染できた。が、残りの 2 人にはできなかった。そしてその 2 人から質問の嵐。完璧に答えてやるつもりだったのだが、

英語が早く、ほとんど聞き取ることができなかった。何度”One more time, please.”と言ったことか。しまいに

は、”What you want to say is that ~~~ ,right?”と聞いて全部外す始末。完全に自信を失ってしまった。かなりこたえて

いたその時、Katsu が救ってくれた。自分の言いたいことを代弁してくれたのだ。遂に彼のおかげで 2 人も納得し、賛

成してくれた。これでメンバー全員に伝染し、地球温暖化解決策についてのポスターを作ることになった。 

ここまでは良かったのだが、僕が本番並みのポスターを持参していたためか、一人旅感が否めず、微妙な雰囲気

だった。そこで、４人をモチベートすることにした。外的動機付け（コンペで優勝しようなど）と内的動機付け（どれほど

重要で緊急か、君のこの分野と関連付けてみるのはどうか、など）を使って。１人１人の重要性を訴えた。”It’s not 

my research. We’ll create a new one!”と言って。 

それから４人の目が変わって、一気に議論が進み、僕が考えていたものの遙か上を行くよいものを創り出すこと

ができた。その国出身だからこそ出せたアイデアも出て、議論しながら感動していた。 

発表の時。僕はアイデア元にもかかわらず、何もしなかった。オーストラリアの Gadeer がスピーカーを買って出た

のだ。彼女は時間制限いっぱいを使って、早口になりながらも全てを伝えた。切れる Katsu がアシスト。こんなに１人

１人が役割を持ち、１つになれるとは思っておらず、感動しつつ発表を見ていた。 

しかし、結果は賞なし。原因は直前の１人１人のデータ統合ミスだと推測する。フォーマットを確定していなかった

のだ。１人１人がばらばらで、全体として小さな字が９０％を占めていた。そのため非常に読みにくいポスターになっ

てしまった。あくまでポイントを書くだけに留めておくべきだったと思う。 

個人的に ASC を通し、反省すべき点が２点ある。議論を進めるにあたり必要なリスニング能力の欠如と伝染され

る技量の欠如だ。伝染される技量の欠如とは、他人のアイデアを受け取る力。自分は他人に自分の意見は重要で

緊急なのかを伝えるすべを身につけた。しかし、他人が出す素晴らしいアイデアに伝染される気すらなかった。アイ

デアを享受する気がなかったのだ。自分ももっと他の素晴らしいアイデアに触れ、理解すべきだった。 
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忘れることの出来ない一週間 

加藤 桃子 

 

学校で偶然キャンプのことを知り、1 週間程で急いで応募書類を書き上げた記憶が懐かしいです。まさか自分が参

加者として選ばれるとは思いもしませんでした。他の日本団の方々はそれぞれ好きなことを研究していて、英語にも

不自由しておらず素晴らしい人たちと行けるのだなと感心していました。 

自分の英語力でレクチャーなどが理解できるのかと思っていました。案の定、内容が専門的で理解できないことの

方が多かったですが、実際は周りの他の国々の人も理解しておらず、みんなでそのレクチャーを理解した大学生に

説明してもらうなどしてました。レクチャーの内容はノーベル賞のことから、お金持ちになる方法まで多岐にわたり非

常に興味深いものでした。 

ポスタープレゼンテーションでは最初に集まった人が 5人中 3人で、なかなか話が進みませんでした。他のチームは

とても進んでいるように見え、最初の数日間はとても焦っていました。4日目にポスターの準備が 2時間ほどあり、よ

うやく全員が集まり一気に話がまとまり、その日の夜にポスターが完成しました。5 日目ポスター発表の日おそらく私

たちが一番最初に準備が終わったのではないかというくらいとてもスムーズでした。残念ながら入賞は無かったです

がいいポスターに仕上がったと思います。ほかの国の人とポスターを作るということが初めてでとても良い経験とな

りました。 

30 もの国々の人々が参加していて、初めて友達になる国の人ばかりでとても新鮮でした。しかし話せなかった国の

人もおり、それだけが心残りです。キャンプに参加している人たちはみんな優しくてとてもフレンドリーでした。一緒に

いたのは 5 日間だけだったとは思えないくらいとても仲良くなることができました。色んな国の人が私が日本人という

だけで声をかけてくれたりして、日本は愛されているんだなと感じました。しかもみんな戦争で日本が東南アジアなど

でしたことなどを知っていてそれでも日本を好きでいてくれるなんてすごいなと思いました。日本も戦争の教育をもっ

とするべきなのではと、より感じました。他にもインドとパキスタンは仲が悪く、インドの人がパキスタンの人からお土

産としてもらった国旗のピンは持ち帰れないなということを聞いて本当に身近にそのようなことが起きているのだなと

痛感しました。世界からみると日本は島国で安全な国だということを初めて考えさせられました。 

このキャンプを通して最先端の研究などはもちろん、世界の国の文化、人柄を感じることが出来ました。これに参加

できたのは JST の方々や、苫小牧高専の先生方、マレーシアの方や URAR の学生の人々など本当にたくさんの力

添えがあったからだと思います。本当にありがとうございました。将来自分も人の役に立てるよう、まずは自分の今

の勉強をしっかりやっていこうと思います。また英語ももっと話せるようになりたいと感じました。そしたらたぶんもっと

たくさんの人と仲良くなることが出来たとおもいます。 

1週間と短いものですが毎日がとても充実していました。忘れることの出来ない 1週間です。 
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Success in Science 

Nodoka Ikeda 

 

“Enthusiasm” and “passion” are the words that can be used to describe the atmosphere at the Asian 

Science Camp. The camp participants, researchers, organisers and even our chaperones at the Camp were all 

looking forward for all the events that were about to happen, and I honestly would never forget this remarkable 

experience.  

 One thing that has struck me from this Camp was the importance of international cooperation and 

competition for the advancement of scientific knowledge. I especially felt this during the lectures by Prof. Suzanne 

Cory and Prof. Jerry McKee Adam about the discovery of Bcl-2 protein which contributes to the development of 

lymphoma. I learnt how collaboration by numerous labs around the world has, in 2016, led to the approval of a drug 

that treats aggressive form of leukaemia, and that international collaboration is crucial for the advancement of 

scientific knowledge. At the same time, the competition between different lab teams around the world has allowed 

the drug to be discovered at a much faster rate, and this has emphasised the importance of international competition 

between researchers. The lecture by Prof. Sir Richard J. Roberts has further emphasised this point by claiming the 

importance of scientists to combat the stigma created by the Green parties about GMOs to help our society improve 

access to food supplies, especially in developing countries. I now acknowledge the fact that discovery of new 

scientific knowledge requires international cooperation, and that there is no such thing as geographical boundaries in 

the field of science.  

 Another notable thing was that each and every researcher had a completely different personality and that 

there is no one set guide for becoming a successful researcher. The commonality was that all of the researchers 

were knowledgeable and passionate about their field of study, but the way in which they presented their thoughts 

and answered to our questions during the Dialogue Session were distinct - some were seemingly aggressive, some 

constantly demanded for solid evidence, some were very considerate, and some showed sheer excitement when we 

asked tough questions. This made me think that success does not follow one predetermined path, and that success 

comes from the passion and persistence for the discovery of knowledge. 

 Moreover, the week would not have been equally amazing without all of the other participants. Sharing our 

future ambitions has given me a source of inspiration, and the way we have shared our experiences through the joyful 

laughter and thought-provoking discussions has allowed 

us to form unbreakable friendship amongst us. We have 

intellectually stimulated each other and emotionally 

supported each other, and this is what remains in my 

heart the most. 

 Lastly, I would like to express my greatest 

gratitude to all of the organisers who made this event 

possible. Thank you.         
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アジアサイエンスキャンプ 2017に参加して 

君付 龍祐 

 

 海外の同世代の人たちと過ごすサイエンスキャンプは筆者にとっては新しいことではなかった。過去にも何度か

（実験と発表がメインの）国際的なサイエンスキャンプには参加した経験がある。しかしこれまで参加したサイエンス

キャンプでもそうであったように、今回のアジアサイエンスキャンプ 2017 でも非常に濃い経験と親密な人間関係を築

くことができた。 

 今回のサイエンスキャンプがこれまで筆者が参加してきたものと大きく違っていた点はそのスケールの大きさであ

ろう。31の国と地域から 300人近くもの同世代の人たちが一堂に会する機会はこれが初めてである。レクチャーホー

ルには様々な人種や肌の色の人が混在し、（公用語は英語であるが）様々な言語が飛び交っていた。筆者は日本

語以外には英語しか話せないが、一部の参加者は日本語を話せる者もおり、驚くとともに己の未熟さを痛感した。同

じ日本人団の中でも多言語を話せる者もおり、驚くばかりであった。 

 今回のキャンプへの応募に踏み切ったのは、締め切りの直前のことであった。海外の大学への進学に興味のあっ

た筆者に対して物理の先生が要項を持ってきてくださったのがきっかけだ。当時は日本の大学への進学の思いも強

く、とても難しい選択であった。応募書類の配達が間に合うギリギリまで悩んだ末、応募を決意した。一か月ほどで

合格の通知が届いた。それからは日本人団と交流をはじめ、当日を待ち望む日が続いた。 

 ほどなくしてキャンプは始まり、国際色豊かな UTARの講堂で、他国の生徒たちに囲まれて座っていた。毎日たくさ

んの著名人による講義を聞き、多くの刺激を受けることができた。中でも興味深かったのが今回報告担当をした、遺

伝子組換え作物に関する講義である。この講義では遺伝子組換え作物について今までとは異なる視点で考えること

ができ、批判的にものを考えることや、科学的な根拠の重要性を学んだ。 

 そして何よりたくさんの出会いのあるキャンプであった。たくさんの国から人が集まった分、たくさんの文化や考え

方があった。またそれぞれ研究を行っていたり、様々な科学分野に興味を持っており、普段の生活ではしないような

話をすることができた。さらに筆者の場合は科学関係に限らず、趣味の範囲においても出会いがあった。筆者は写

真撮影を趣味としており、当日も一眼レフを常に持ち歩いていた。ほかにもカメラを持っている人や、写真に興味を

持っている人たちと、科学とは関係のない趣味の話で盛り上がることができたのもとても面白かった。 

 アジアサイエンスキャンプを終え、筆者は参加する選択をしてよかったと思う。たくさんの国の同世代と会談し、著

名な科学者たちの話を聞くことのできたこのサイエンスキャンプは一生の宝物である。また、キャンプへの参加後本

格的に海外の大学を目指すことに決めた。今後どのような運命が待ち受けているかわからないが、今回の経験と出

会った友達を大切にしていきたい。 

   

 

 

 

 

 

 

40 

A Room Full of Potential 

Rina Kawamura 

 

To be entirely honest, I had little clue as to what participating in 

Asian Science Camp would be like.  

I just knew that I was going to be travelling to Malaysia, and that 

the other participants were all going to have an interest in science, 

like myself. And so I blindly dove into the experience, ecstatic, but 

also nervous.  

 

Meeting the other Japanese participants for the first time quickly dissolved any fraction of anxiety 

that was left in my mind. Everyone was so welcoming and conversations flourished. I couldn’t have 

wished for a better group of people to experience Malaysia with. Together, we got on the 5000km flight, 

chattering away about what was to come.  

 

The earsplitting beeping of motorcycles on busy roads, together with the unique concoction of scents 

of spices, herbs and durian that lingered in the air triggered a sense of nostalgia, as it brought back 

memories from my time living in Malaysia a few years back. The camp in this stimulating environment 

of Southeast Asia was better than anything I could’ve ever imagined.  

 

The Nobel Prize Laureates, technologists and CEOs that honored us with their lectures all shared a 

common love and passion for their respective fields of study. It was inspiring to see the gleam in the 

speakers’ eyes as they lectured us on mathematical concepts, GMOs that are changing the world, the 

origin of the universe, the cure to cancer, and so much more. Listening to the other participants’ 

questions for the lecturers made me realize how much potential the room of roughly 300 participants 

contained. The people, with whom I had the opportunity to converse with, had some of the most 

intelligent insights as to how science and technology will develop and influence the 21st century. I 

have no doubt in my mind that every bright mind in that room will end up making some sort of 

contribution to science. This experience motivated me to pursue the path of science and technology, 

seeing what new wonders can be brought into the world, developing nations across the globe.  
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人生を変えた仲間との出会い 

村上 栞太 
 

 このアジアサイエンスキャンプで特に印象に残った出来事は、世界中から集まった学生と毎日ともに語り合い、深

い絆を築くことができたことだと思う。 

 初めはなかなか他国の生徒の会話に入っていけなかったが、キャンプでの日々を過ごしていく中で徐々に本音で

語り合えるようになっていった。そのきっかけときっかけとなった出来事は、グループごとにポスターを作成してプレ

ゼンを行うポスターセッションだ。私たちのグループは毎日全員で集まって、夜遅くまで話し合いやポスター作りをし

ていた。話し合いの中で私たちはより良いアイデアを出そうと、自分達が持てる限りの科学の知識を総動員して徹底

的に話し合った。そうして互いに科学の面白さや、科学に対する情熱を共有することで、強い絆を築くことができたの

だと思う。 

 また、私はアジア中からの参加者と交流することでひとつ大きな発見をすることができた。それは、ほとんどの国の

参加者は自分の将来に対して強いビジョンを持っていて、かつ自分の国に対して誇りを持っているということだ。私

は 1 人の参加者が、「自分がこの国の農業を発展させて国を豊かにしたい」と話していたの聞いて驚いた。なぜなら、

今まで自分の将来に対して、「なんとなくこれをやりたい」といった気持ちしか抱いていなかったからだ。もちろん何か

を純粋に好きになるという気持ちは大切だが、私は彼らの意識の高さ、そして自国への帰属意識というものに強く刺

激を受けた。 

 キャンプが終わった後で振り返ってみると、様々な国からの参加者と対話し、言語の壁を超えて共に一つのものを

作り上げるという経験は、その後の私の科学への考え方を変えてくれた。科学の世界がもつ魅力は言語や文化の

超えた交流を可能にするということ、そして、世界中で多くの

人々が科学の力を使って１つの国、ひいては世界を変えよう

と努力しているということを知った。それだけでなく、海外の

高校生や大学生が物怖じせずに積極的に質問を投げかけ

ていき姿勢、グループディスカッションでチームを引っ張って

いくリーダーシップ、そして何より彼らの卓越した知識と 

好奇心には強い刺激を受けた。 

出会った仲間達に少しでも近づける 

ように、今後も成長していきたい。 
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科学者とは 

小堀 菜花 

 

 マレーシアで行われたアジアサイエンスキャンプ 2017は、高校 2年生の夏休みにした一番貴重な体験である、と

断言できる。なぜなら、科学の偉人の講義を視聴することができ、アジア諸国から来た約 300人の未来の科学者に

なり得る参加者と出会うことができたからだ。さらに、例年場所を変えて行われるアジアサイエンスキャンプならでは

で、マレーシアの文化や歴史を学ぶこともできた。アジアサイエンスキャンプにて得られたものの中で一番大きいの

は、それらの一つ一つの貴重な体験を通して「科学者とは何か」、と考えることができたことである。 

 アジアサイエンスキャンプ 2017の最大の魅力は、雲の上の存在ともいえるノーベル賞を受賞した科学者や、有名

な企業者の講義を聞けたことである。講義者と一口に言っても様々な学問を専門にしている人がいて、バックグラウ

ンドも全く異なっていた。特に私が一番印象に残っている講義は、2004年にフランク・ウィルチェック氏とヒュー・デビ

ット・ポリツァー氏と共に「強い相互作用の理論における漸近的自由性の発見」でノーベル物理学賞を受賞したデイ

ビット・グロス氏による、“The Frontiers of Fundamental Physics”である。講義を聞く前は、物理を深く理解していなく

知識がさほどない私に分かるのか、と不安であった。しかし、デイビット氏は物理学という分野を原子やクオークなど

の初歩的な話から入り、物理学が私たちにどのような影響力を持っているのか丁寧に話してくれた。また、使われて

いた英語にも気を使ってなるべく専門用語を使用しないようにしていたようにも思えた。私は、デイビット・グロス氏の

講義を通して、科学者には伝える力も必要なのだと考えることができた。 

 アジアサイエンスキャンプには自分と同じような年代の学生が、アジア各国から参加していた。また、日本人派遣

グループも、全国からの高校生で構成されていた。このことがアジアサイエンスキャンプの二つ目の魅力であり、私

にとっては挑戦であった。私は参加者皆に初めてあった時、それぞれの積極性と英語力にとても驚いてしまった。私

はこのとき自分の強みである英語力を発揮しようにも、積極性がなく怖気付いてしまった。しかし、このままではアジ

アサイエンスキャンプに参加した目的が損なわれてしまうと考え、参加者に刺激を受けて積極的になろうと頑張るこ

とができた。すると、話をしてみると参加者はとても暖かく優しく自分を受け入れてくれた。コミュニケーションをとるこ

とで、その子の国の文化や情勢を知ることができた。反対に、私は日本のことについて教えてあげることが可能であ

った。私は、この経験を通して科学者は高度な英語力だけを持ち合わせていても意味がないことに気づかされた。そ

の英語力はただの媒介物的存在であり、そこに積極性またはコミュニケーション力が加わってこそコミュニケーション

が成り立つことを改めて感じることができた。 

 私はアジアサイエンスキャンプ 2017 という貴重な一週間を経験できた。しかし、それを良い思い出として過去の出

来事にはしたくない。今回自分の目指すべき科学者像を視覚化できたため、次に考えるべきはこの体験をどう今後

の自分に活かすことができるのか、である。そのため私はさらなる探求を続けていきたいと思う。最後に、今回出会

うことができた全ての方々に感謝したい。本当にありがとうございました。 
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小堀 菜花 
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ASCで感じたこと 

坂部 圭哉 

 

ASCでは、講義や観光などのイベントを通じ、様々な国の人と交流でき、とても有意義な一週間を過ごすことがで

きた。その中でも、特に印象に残ったエピソードが 3つある。 

まず、今回の ASCでは、ノーベル賞受賞者の講義の他に、ポスターセッションというものがあった。これは、今地

球で問題となっていることに対して、5, 6人のグループで解決のためのアイデアを考えて、それをポスターにまとめて

発表する、というものだった。当然、アイデアを出す段が必要なのだが、私たちのグループでは、ブレインストーミン

グとして、付箋にアイデアを書いて机に貼る、ということをした。どんな突拍子もないアイデアでも良いというもので、

時間がたつにつれて机の上にアイデアがたまるので、それをヒントにまたアイデアを思いつくことができた。「付箋を

使ってアイデアを出す」というのは聞いたことがあったが、実際にやってみたのは初めてだった。おもしろいアイデア

をたくさん思いつくことができ、それだけで楽しかった。ポスターセッションで賞を取ることは結局できなかったが、こ

れからはアイデアが欲しいときは付箋を使ってみようと思った。 

また、ASCではたくさんの講義があったのだが、質問をしたいときは講義中に「質問票」を提出し、もしそれが選ば

れたら最後に質問することができた。私は学校の授業でよく質問をしていたので自信があったのだが、ASCでは一

度も選ばれず悔しかった。どうして私の質問は選ばれなかったのだろうか。私の質問は普段から、単純に「講義中に

分からないところを質問する」というものが多かった。講義を聞き、少しでも分からなければ即座に突っ込む、という

のが私のスタイルだった。そんな私の質問は、講義の文脈にきちんと沿っていたものの、「閉じた質問」になりがちだ

ったりして、独創性が感じられなかったのかもしれない。それに対して選ばれた質問は、非常に自由である、という印

象を受けた。ノーベル賞受賞者に質問できる滅多に無いチャンスを生かすために、講義の文脈に沿っていなくてもい

いから、普段から疑問に思っていることを質問するんだ、という熱意を感じた。もう少し「自由に質問する」練習を行っ

ておくと、ASCで質問することができたかもしれないし、更にはこれからの国際社会で評価される人間になれるかも

しれない、と思った。 

最後に、私は ASCに、「逆立ち独楽」を持って行った。これは、回転すると上下反転し、止まると元の向きに戻る、

不思議な独楽である。話のタネにして、あわよくば原理が分かれば良いな、と思ったのだった。マレーシアでは、話し

た人ほぼ全員に逆立ち独楽を見せた。反転の原理は物理の問題だが、面白いことに、「物理系」の人でなくても大い

に興味を示してくれた。やはり皆(私もであるが)、不思議なことには分野を問わず興味があるようだ。この不思議を

解明しようと、たくさんの外国人と議論をしたりもした。もちろん議論は英語で行ったのだが、日常会話に比べて科学

系の会話は難しかった。科学系の会話にはもちろん専門用語が必要なのだが、それ以上に直感的な説明も必要で、

結局は総合的な英語力が必要であることを実感した。結局最後まで不思議は解明されなかったが、悲しい気持ちに

はならず、むしろ独楽が不思議であることが証明された気分になって嬉しかった。 
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やはり科学は面白い！ 

斉藤 秀洋 

 

 アジアサイエンスキャンプを調べたとき、まず初めに日本人が多い、そしてレクチャーの数が多すぎると思いました。

私は人と話すこと、とりわけ科学の話をすることが好きで、なおかつ英語がそんなに得意じゃなかったので、日本人

と多く話そう、レクチャーは自分のわかる分野だけ頑張って聞こうと思っていたのですが、実際マレーシアに行ってみ

ると、想像とはだいぶ違いました。日本人とは日常生活から研究内容まであらゆることを多く話したのですが、海外

の方ともノートとペンで、汎関数を用いた二点を結ぶ最短距離を満たす曲線の導出、円に内接する三角形の内心の

素晴らしい性質など、多くの科学的会話をしました。また、レクチャーは想像以上に難しく、私が未修の生物系の講

演が多かったことも相まってあまりわかりませんでした。 

 科学の話は数学、物理、化学の各分野多方面にわたり、ノートが一冊と

半分埋まりました。特に難しかったのは坂部さんの出した囚人と箱の問題

です。1から 100までの番号が書かれた箱に 1から 100までの番号の球が

ひとつずつ適当に入っており、これまた番号のついた囚人 100人が箱を 50

個開けて、球の番号が自分と一致したら脱獄できます。一人脱獄したら箱

も球もすべて元通りにし、囚人同士の接触がないとき、100人全員が脱獄

する最善の方法を求めなければなりません。これにはまいってしまい、ネッ

トで検索して答えを見つけました。また、右にあるのはある外国人と、酸化

還元電位とギブスエネルギーの関係について話し合った時のノートです。

今見返すとめちゃくちゃで、何が何だかわかりません。 

 科学的に非常に充実した日々を過ごせて本当に良かったです。また同じ

ような機会を得ていろんなことをたくさん話したいです。 
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坂部 圭哉 
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れからはアイデアが欲しいときは付箋を使ってみようと思った。 

また、ASCではたくさんの講義があったのだが、質問をしたいときは講義中に「質問票」を提出し、もしそれが選ば

れたら最後に質問することができた。私は学校の授業でよく質問をしていたので自信があったのだが、ASCでは一

度も選ばれず悔しかった。どうして私の質問は選ばれなかったのだろうか。私の質問は普段から、単純に「講義中に

分からないところを質問する」というものが多かった。講義を聞き、少しでも分からなければ即座に突っ込む、という

のが私のスタイルだった。そんな私の質問は、講義の文脈にきちんと沿っていたものの、「閉じた質問」になりがちだ

ったりして、独創性が感じられなかったのかもしれない。それに対して選ばれた質問は、非常に自由である、という印

象を受けた。ノーベル賞受賞者に質問できる滅多に無いチャンスを生かすために、講義の文脈に沿っていなくてもい

いから、普段から疑問に思っていることを質問するんだ、という熱意を感じた。もう少し「自由に質問する」練習を行っ

ておくと、ASCで質問することができたかもしれないし、更にはこれからの国際社会で評価される人間になれるかも

しれない、と思った。 

最後に、私は ASCに、「逆立ち独楽」を持って行った。これは、回転すると上下反転し、止まると元の向きに戻る、

不思議な独楽である。話のタネにして、あわよくば原理が分かれば良いな、と思ったのだった。マレーシアでは、話し

た人ほぼ全員に逆立ち独楽を見せた。反転の原理は物理の問題だが、面白いことに、「物理系」の人でなくても大い

に興味を示してくれた。やはり皆(私もであるが)、不思議なことには分野を問わず興味があるようだ。この不思議を

解明しようと、たくさんの外国人と議論をしたりもした。もちろん議論は英語で行ったのだが、日常会話に比べて科学

系の会話は難しかった。科学系の会話にはもちろん専門用語が必要なのだが、それ以上に直感的な説明も必要で、

結局は総合的な英語力が必要であることを実感した。結局最後まで不思議は解明されなかったが、悲しい気持ちに

はならず、むしろ独楽が不思議であることが証明された気分になって嬉しかった。 
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やはり科学は面白い！ 

斉藤 秀洋 

 

 アジアサイエンスキャンプを調べたとき、まず初めに日本人が多い、そしてレクチャーの数が多すぎると思いました。

私は人と話すこと、とりわけ科学の話をすることが好きで、なおかつ英語がそんなに得意じゃなかったので、日本人

と多く話そう、レクチャーは自分のわかる分野だけ頑張って聞こうと思っていたのですが、実際マレーシアに行ってみ

ると、想像とはだいぶ違いました。日本人とは日常生活から研究内容まであらゆることを多く話したのですが、海外

の方ともノートとペンで、汎関数を用いた二点を結ぶ最短距離を満たす曲線の導出、円に内接する三角形の内心の

素晴らしい性質など、多くの科学的会話をしました。また、レクチャーは想像以上に難しく、私が未修の生物系の講

演が多かったことも相まってあまりわかりませんでした。 

 科学の話は数学、物理、化学の各分野多方面にわたり、ノートが一冊と

半分埋まりました。特に難しかったのは坂部さんの出した囚人と箱の問題

です。1から 100までの番号が書かれた箱に 1から 100までの番号の球が

ひとつずつ適当に入っており、これまた番号のついた囚人 100人が箱を 50

個開けて、球の番号が自分と一致したら脱獄できます。一人脱獄したら箱

も球もすべて元通りにし、囚人同士の接触がないとき、100人全員が脱獄

する最善の方法を求めなければなりません。これにはまいってしまい、ネッ

トで検索して答えを見つけました。また、右にあるのはある外国人と、酸化

還元電位とギブスエネルギーの関係について話し合った時のノートです。

今見返すとめちゃくちゃで、何が何だかわかりません。 

 科学的に非常に充実した日々を過ごせて本当に良かったです。また同じ

ような機会を得ていろんなことをたくさん話したいです。 
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Members of Group1! 

ASCを経て 

妹尾 梨子 

 

「日本には、アジアには、世界には、こんなにも科学好きな同級生達がたくさんいるんだ！」 

 これは、私がこのキャンプで感じた一番のうれしさだった。Tea break やバスの中での会話を通して、「科学は好

き？」と聞くと、どの人も潔く「Yes!」と潔く答えてくれた。科学のどの分野に興味があるか尋ねると、物理や生物数学

や、コンピュータサイエンスといった様々な答えが返ってきて、参加している人たちの興味を知るとともに、今まで自

分が知らなかった分野を知る事もできた。研究をやっている子や科学オリンピックに出ている子もたくさんいて、その

子達と出会い、仲良くすることが出来て嬉しかった。 

また日本人同士では、自分と近いテーマについて研究している人がいて、話を聞いてその人たちがどのような研

究をしているのかということを知ることや知識を深める事ができ、自分の研究の刺激になった。今まで研究について

話し合える人がほとんどいなかったので、このキャンプで話す事ができて本当に嬉しかった。また日本の派遣員があ

る問題について話し合っている時があり、私はそれを見て、みんな物事を考える事が好きで、物事を知りたいという

知的好奇心が強いということに気づいた。私も電池の研究をやっていた時は考える事、学ぶ事が好きで研究もすご

く楽しかった。最近楽しみながら問題や物事を考える事がなかったので、もっと色々なことに対して積極的に楽しん

で思考を巡らせて知識を広げ、深めていきたい。 

 今回のプログラムの中で私が一番楽しみにしていたグループでのポスター作製ではバスや夕食の時間を使って話

合ったり、メンバーそれぞれで解決方法考えたりした。英語を上手く使って会話する事はできなかったけれど、図示し

たり電子辞書を使ったりして自分のアイデアを伝えたり相手の言った事の確認をしたりして、メンバーも優しく、熱心

に対応してくれて、一緒に話し合う事ができた。ポスターは、イラストは私と Yuming、３Dモデルは BenとQui、文章は

Eddie と、それぞれの得意分野を活かしてグループ一丸となって作り上げた。このポスターで部門一位を取る事が出

来た時は、メンバーとハイタッチをして喜びを分かち合った。国や言葉が違っても、みんなで同じ目標に向かって頑

張れば一つの事を成し遂げることができることを知った。 

 科学に関することのほかに、様々な文化について知ることができた。マレーシアの文化紹介で料理や服を知ったり、

日本にはない壮大なスケールの美しい鍾乳洞（極楽洞）に行ったり、会話の中で各国の国の文化を教わったりして、

世界の広さを知り、海外への憧れが高まった。 

 今回のキャンプでたくさんの喜びや嬉しさを感じるとともに、少々悔しさも残った。英語に関しての悔しさだ。積極的

に色々な人に英語で話しかけに行ったり、たくさんの人たちと仲良くなれたものの、英語力が十分ではなく、相手の

言っている事が聞きとれなかったり、自分の言いたい事をスムーズに相手に伝える事が出来ない時が多々あった。

外国の子と英語で難なく盛り上がる他の人たちを見て、英語が出来ればもっとみんなと仲良くなれたのではないかと

感じ悔しかった。レクチャーについても、下調べをして、科学的

知識が追いつくか不安であったが、実際に聞いてみると科学

以前に英語を理解出来ずに終わる事が多かった。今回の悔し

さをバネに、もっと英語の学習に力を入れていきたい。 

 今回の ASC で得たたくさんのことを活かして、将来世界で活

躍できる科学者になるために、今出来るところから一歩ずつ踏

み出していきたい。 

 おわりに、この ASC に参加させていただいて、みなさんに出

会えて、本当によかったです。ありがとうございました。 
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かけがえのない友達 

佐藤 ふたば 

 

今回 ASC2017 に参加することができて本当に良かったです。このプログラムを通じてかけがえのない友達を海外

にも国内にも作ることができました。 

私は今まで他国の人とこんなに話したことはありませんでした。ニュースを見ても、ただ漠然とイメージしながら見

るのと、友達の顔を思い浮かべて聞くのでは受け止め方が全く異なります。国際情勢が不安定な中、このような視点

を持つことができるようになり、よかったです。 

また、さまざまな交流を通じて他国とは違うところもあるけれど、根本的なところは共通なのだとわかりました。一

番印象に残っているのは、ポスター作りの班が同じだった中国の大学生に「日本人はどうしてそんなに真面目なん

だ？」と聞かれたことです。中国では詰め込み教育が過激なため、誰かに強制されなければサボる人が多く、日本

人の参加者が自主的に努力する姿に驚いたそうです。日本は中国ほど詰め込み教育ではありませんが、自分の高

校のクラスメイトなどをみていても、誰かに強制されなければサボる姿は中国人と何ら変わりません。 

真面目な日本人に会えて嬉しかったのは私自身も同じです。日本からの他の派遣員の方々と会うことができ、こ

んなに頭がよくて努力家な人たちがいるのか、と驚きました。友達になれてとても嬉しかったです。私は数学が好き

なのですが、今まではなんとなくはばかられる気がしてそれをあまり人に言ってきませんでした。ASC で自分の好き

な分野に誇りを持っている人たちに会うことができて、私も素直に頑張ろうと思うことができました。これは大きな変

化です。それぞれ自分の好きなことを頑張っている人が海外にも国内にもいることを知ることができて、とても励みに

なりました。 

普通に高校に通っていると、なんとなく勉強を自分の興味があるから頑張っているということを言いづらい雰囲気

があります。数学も科学も英語も好き、目標のために頑張っているんだ、と自由に言えるようになったのは、ASC の

友達はそのことをちゃんと受け止めてくれるとわかったからです。 

ASC にこれから参加しようか迷っている人は、ぜひ応募してください。外に開いていろいろな人とつながることで、

もっと自由になれます。一緒に楽しい時間を過ごした友達がいることが、自分を貫くことを必ず支えてくれるでしょう。 
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Members of Group1! 

ASCを経て 

妹尾 梨子 

 

「日本には、アジアには、世界には、こんなにも科学好きな同級生達がたくさんいるんだ！」 

 これは、私がこのキャンプで感じた一番のうれしさだった。Tea break やバスの中での会話を通して、「科学は好

き？」と聞くと、どの人も潔く「Yes!」と潔く答えてくれた。科学のどの分野に興味があるか尋ねると、物理や生物数学

や、コンピュータサイエンスといった様々な答えが返ってきて、参加している人たちの興味を知るとともに、今まで自

分が知らなかった分野を知る事もできた。研究をやっている子や科学オリンピックに出ている子もたくさんいて、その

子達と出会い、仲良くすることが出来て嬉しかった。 

また日本人同士では、自分と近いテーマについて研究している人がいて、話を聞いてその人たちがどのような研

究をしているのかということを知ることや知識を深める事ができ、自分の研究の刺激になった。今まで研究について

話し合える人がほとんどいなかったので、このキャンプで話す事ができて本当に嬉しかった。また日本の派遣員があ

る問題について話し合っている時があり、私はそれを見て、みんな物事を考える事が好きで、物事を知りたいという

知的好奇心が強いということに気づいた。私も電池の研究をやっていた時は考える事、学ぶ事が好きで研究もすご

く楽しかった。最近楽しみながら問題や物事を考える事がなかったので、もっと色々なことに対して積極的に楽しん

で思考を巡らせて知識を広げ、深めていきたい。 

 今回のプログラムの中で私が一番楽しみにしていたグループでのポスター作製ではバスや夕食の時間を使って話

合ったり、メンバーそれぞれで解決方法考えたりした。英語を上手く使って会話する事はできなかったけれど、図示し

たり電子辞書を使ったりして自分のアイデアを伝えたり相手の言った事の確認をしたりして、メンバーも優しく、熱心

に対応してくれて、一緒に話し合う事ができた。ポスターは、イラストは私と Yuming、３Dモデルは BenとQui、文章は

Eddie と、それぞれの得意分野を活かしてグループ一丸となって作り上げた。このポスターで部門一位を取る事が出

来た時は、メンバーとハイタッチをして喜びを分かち合った。国や言葉が違っても、みんなで同じ目標に向かって頑

張れば一つの事を成し遂げることができることを知った。 

 科学に関することのほかに、様々な文化について知ることができた。マレーシアの文化紹介で料理や服を知ったり、

日本にはない壮大なスケールの美しい鍾乳洞（極楽洞）に行ったり、会話の中で各国の国の文化を教わったりして、

世界の広さを知り、海外への憧れが高まった。 

 今回のキャンプでたくさんの喜びや嬉しさを感じるとともに、少々悔しさも残った。英語に関しての悔しさだ。積極的

に色々な人に英語で話しかけに行ったり、たくさんの人たちと仲良くなれたものの、英語力が十分ではなく、相手の

言っている事が聞きとれなかったり、自分の言いたい事をスムーズに相手に伝える事が出来ない時が多々あった。

外国の子と英語で難なく盛り上がる他の人たちを見て、英語が出来ればもっとみんなと仲良くなれたのではないかと

感じ悔しかった。レクチャーについても、下調べをして、科学的

知識が追いつくか不安であったが、実際に聞いてみると科学

以前に英語を理解出来ずに終わる事が多かった。今回の悔し

さをバネに、もっと英語の学習に力を入れていきたい。 

 今回の ASC で得たたくさんのことを活かして、将来世界で活

躍できる科学者になるために、今出来るところから一歩ずつ踏

み出していきたい。 

 おわりに、この ASC に参加させていただいて、みなさんに出

会えて、本当によかったです。ありがとうございました。 
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かけがえのない友達 

佐藤 ふたば 

 

今回 ASC2017 に参加することができて本当に良かったです。このプログラムを通じてかけがえのない友達を海外

にも国内にも作ることができました。 

私は今まで他国の人とこんなに話したことはありませんでした。ニュースを見ても、ただ漠然とイメージしながら見

るのと、友達の顔を思い浮かべて聞くのでは受け止め方が全く異なります。国際情勢が不安定な中、このような視点

を持つことができるようになり、よかったです。 

また、さまざまな交流を通じて他国とは違うところもあるけれど、根本的なところは共通なのだとわかりました。一

番印象に残っているのは、ポスター作りの班が同じだった中国の大学生に「日本人はどうしてそんなに真面目なん

だ？」と聞かれたことです。中国では詰め込み教育が過激なため、誰かに強制されなければサボる人が多く、日本

人の参加者が自主的に努力する姿に驚いたそうです。日本は中国ほど詰め込み教育ではありませんが、自分の高

校のクラスメイトなどをみていても、誰かに強制されなければサボる姿は中国人と何ら変わりません。 

真面目な日本人に会えて嬉しかったのは私自身も同じです。日本からの他の派遣員の方々と会うことができ、こ

んなに頭がよくて努力家な人たちがいるのか、と驚きました。友達になれてとても嬉しかったです。私は数学が好き

なのですが、今まではなんとなくはばかられる気がしてそれをあまり人に言ってきませんでした。ASC で自分の好き

な分野に誇りを持っている人たちに会うことができて、私も素直に頑張ろうと思うことができました。これは大きな変

化です。それぞれ自分の好きなことを頑張っている人が海外にも国内にもいることを知ることができて、とても励みに

なりました。 

普通に高校に通っていると、なんとなく勉強を自分の興味があるから頑張っているということを言いづらい雰囲気

があります。数学も科学も英語も好き、目標のために頑張っているんだ、と自由に言えるようになったのは、ASC の

友達はそのことをちゃんと受け止めてくれるとわかったからです。 

ASC にこれから参加しようか迷っている人は、ぜひ応募してください。外に開いていろいろな人とつながることで、

もっと自由になれます。一緒に楽しい時間を過ごした友達がいることが、自分を貫くことを必ず支えてくれるでしょう。 
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Another new dot in my life 

Ayana Shirai 

 

 Connecting the dots of events. That is how my inspiring role model has been saying and what 

I believe about the life. One’s life, ever since the moment of birth, is about creating so many dots of 

events and connecting them at some point. The Asian Science Camp was one of the mind-blowing 

experiences for me, and it became another new dot in my life.  

 I have been interested in medicine for quite a while and thinking of going into the health field 

in university and as a profession. However, what I want to be has not been a doctor nor a researcher 

but I want to contribute in terms of the management in the health field at the intersection of the 

humanity and science. Why is that ? – because I believe that we need both specialists, and those who 

connects the experts, so called multipotentialites which I recognize myself as. I am interested in many 

different fields both in and outside of the science field. We need both science and humanities in our 

world. The question for me is how I, or we, can use both of them in the most effective way and the 

Asian Science Camp gave me another new and exciting perspective to this.  

 The Asian Science Camp is where people who are interested in science gather from all over 

the Asia and interact for a week, in a way, it is where the most diverse view on the science is brought 

together. It is the best place to share the view and the application of science in this world with the 

aspiring peers from all around Asia, let alone from the remarkable scientists. All the scientists had 

their own views and attitude towards the science and society, which made me think and learn in a way 

that I had never had before starting from the researchers working on the cutting-edge discovery in 

science to the entrepreneurs running their business based on the science. This reminded me about 

that the science is hugely intertwined with the humanity fields and it is never a separated field in the 

world.  

 The Asian Science Camp, the best experience I had this summer, is a dot in my life. In the 

following years, I will be experiencing more and more, producing more dots. I hope to, and I will connect 

the dot with something else and apply to the other parts of my life. I know the Asian Science Camp 

was definitely something left me with a huge dot that I can connect with something in my life.  
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渋井 理 

 

今回、アジアサイエンスキャンプに参加し、世界をリードする先生方から貴重なレクチャーを受けることができ、大

変光栄です。レクチャーでは私の価値観を変える多くの言葉と出会いました。その中でも私にとって最も印象的だっ

たのは Prof. Sir Richard J. Roberts のレクチャーにあったものです。それは先進国の GMOs批判に対する返答で、

「GMOsは発展途上国で本当に食料を必要とする人々のための技術であり、先進国には必要ない」という言葉です。

技術を必要とする人と場合を見極めたようなこの考えはより広い世界を見据えているように思われました。私は将来、

遺伝子編集のための研究をしたいと考えています。遺伝子編集は医療として人体に直接大きな影響を与える技術

であるため、今後ここで学んだことをもとにどのような場面でどのような人がこの技術を必要とするか、自分でよく考

えていきたいです。 

 多くのレクチャーがかけがえのないものになったのは、それを語り合える友人を国際的につくることができたことが

大きかったです。アジアサイエンスキャンプでは tea breakなどアジア周辺各国の人たちと交流できる機会がたくさん

あって、私も海外の方とたくさん科学の話題で盛り上がりました。とはいえ私ははじめ英語をほとんど話すことができ

ず、（yeah や I see. でせっかくの話題をつぶしてしまった回数は数え切れません）周囲の人はみんな流暢な英語を

話すので、実はそれが原因で幾度か心が折れそうになりました。しかし、私の拙い英語を誰も拒まず、うやむやにし

ようとしませんでした。どの国の人も一様に優しく、真剣に私の話を理解しようとしてくれました。出会った多くの人に

共通していたことは、相手を尊敬する態度でした。出会ったのは私と同年齢かそれ以上の方だけでしたが、その誰も

が私を同等の立場としてくれて私の意見を尊重してくれました。このような方たちと科学について沢山語り合えたの

は私にとってレクチャーそれ自体と同等に貴重で幸せな時間でした。 

 彼らと互いの文化について情報を交換できたのも楽しい経験でした。東南アジアの陽気な音楽や中東の優雅な踊

りなど様々な美しい文化に触れることができました。また tea break では各国の挨拶や言語を教えてもらったのも(聞

きなれずほとんど覚えていませんが)とても新鮮で嬉しかったです。 

 私はこのアジアサイエンスキャンプに行かせていただけたことを本当に感謝します。このキャンプは間違いなく私

の人生を変えるものでした。昨今グローバルという言葉が蔓延していますが、この言葉の曖昧な意味をとらえるには、

英語や私たちの母国語を思い通りに使える言語力は必要不可欠で、加えて相手を尊敬する態度と自分を表現する

に足る経験の量、質が必要です。アジアサイエンスキャンプではそのいずれも自分には足りないことを痛感しました。

これからたくさんの交流を通して世界を学んでいき Prof. Sir Richard J. Robertsの言葉に感じたように、自分がこれ

から研究していくことを誰がどの様な時に必要とするのかを見極められる広い視野を手にしたいです。 
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Another new dot in my life 

Ayana Shirai 
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渋井 理 
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僕がこの Asian Science Campについて知ることが出来たのは偶然の重なりであった。昨年の秋、参加応募〆切

当日に知らされた「科学の甲子園 2016」に、その場に居合わせた６人で急遽

参加を決めた。運よく地区予選を通過し、3月の全国大会へ。そこで配られた

資料の中に ASC2017のチラシを見つけた。高 3 とはいえ受験勉強ばかりの

夏を過ごしたくないと思っていたところ、こうして偶然知ることが出来たのも何

かの縁だと思え、またプログラム内容も魅力的だったので応募

することに決めた。 

国際交流、300人超の参加者 

今回の ASC2017は、参加生徒 297人、Accompany personを含めると 300人を超え

る大規模なイベントであった。出身国もアジア各地に加えオーストラリアからロシアまで

多岐にわたり、毎日様々な国の人と触れ合うことのできるこのキャンプは元々国際交

流が好きな僕にとって最高の環境であった。こ

れまでも学校の国際交流のイベント等に可能な

限り参加してきたが、やはり規模が違う。たった

5日間で 150人以上と交流することができた。 

各国の違いについて話し合い、日本では「フ

ァミリーマート」を「ファミマ」と省略することを教えた時にビックリされ、夜プー

ルに浸かってロシア語の挨拶や中国語のMandarinとCantoneseの読み方の

違いを教えてもらい、僕は詳しくない日本アニメの話を色々質問されたり

(笑) ・・・楽しかった日常会話がたくさん思い出される。何にせよ、今回さ

らに国際交流が好きになったのは間違いない。母国語の異なる人と、英語という共通言語を通してコミュケーション

が取ることは本当に楽しく素晴らしいことだと思う。 

理系が集うScience Camp 初参加 

 理系に強いとされている僕の学校でも休み時間に「量子力学」や「微分方程式」の話をするなんてことはほとんどな

い。が、今回 Lunchや Tea breakで数学や物理の話で盛り上がれたのは（しかも英語で！） どの国の参加者も理系

分野が大好きな Science Campならではの刺激だったと思う。大学生の参加者に専攻を聞き説明してもらったり、高

校生の参加者とは将来の話をしたり、また夜はホテルで物理や数学、統計力学ゲームで遊んだり(笑)。 Scienceの

話を英語でするのは日本語より Toughであり、数式や化合物名くらい英語でスラスラ言えるようになりたいと感じた。

普通に英語を勉強していても習得できる単語ではないのでこれからは意識して習得したいと思う。 

貴重な１０のLecture 

 今回ノーベル物理学賞受賞者、CEO、大学の教授といった偉大な方々から直接講義を受けることが出来た。自分

が今まで触れたことのない分野、英語で専門分野の話を理解することの難しさ、

高校の授業とは異なったプレゼンスタイルの授業、メモを取りつつ話を聞くこと

の難しさ、色々なことが経験できた 10の Lectureであった。授業内容は別ペー

ジを参照できるので省略するが、とりわけ印象に残っているのは Prof. David 

Jonathan Gross による 「String Theory (超弦理論)」 の話と、Mr. Goh Peng 

Ooi による 「Category Theory (圏論)」 だ。 

Prof. David Jonathan Grossの ”Heterotic String Theory” は通常の String 
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 アジアの色んな国の人たちと、科学について語り合いたいという気持ちで募集したものの、派遣が確定してからは

正直なところ、不安だらけであった。自分の英語力、そして科学的な知識量にも自信がなかったからである。不安を

解消するため、出発に先立って、Speaker の専門についてできる限り調べたり、過去の ASC の派遣員の方のレポー

トを読んだりした。今思えば、この準備をしたことで、派遣員同士で予習してきたことを共有できたし、キャンプの間、

多少苦労することがあっても、前向きな気持ちを保つことができたのだと思う。 

 私は今までに外国語で講義を受けた経験がなかったので、英語での Lecture はとても新鮮で、よい刺激となった。

自分の興味の枠に縛られることなく、多くの分野の講義を聞くことができたのもよかったと思う。Lecture の内容はも

ちろんだが、Dialogue session での他の参加者の質問は聞いていて、とても興味深かった。多様なものの見方に触

れたいと望んだことも、このキャンプに参加したいと思った理由の一つであったのだが、それを達成できたと感じた。

私も、Professor David Jonathan Grossに宇宙の起源を追究する意義と、宇宙探査のその先に何があるのかという

質問をさせて頂けたのだが、とても丁寧な回答を頂けて感動した。 

 そしてこのキャンプでの一番の収穫は、多くの友人ができたことである。バスでの移動中、食事、Poster 

Presentation など、他の参加者と交流できる機会がたくさんあり、Lecture について、自分の研究についてのほか、

食べ物の話、ファッションの話、映画の話など、本当にたくさんの人と色んな話をした。クアラルンプール空港からホ

テルに向かう道中の 3時間、隣の席のバングラデシュ出身の友人にずっとベンガル語を教えてもらっていたのだが、

そのとき、私は自分のその時の状況に心底驚いていた。それまで英語でそんなに長い時間話したことがなければ、

驚いたのは、多くの人が日本の文化や言語を知っていたことである。それに対して私はほとんどの国の文化につい

て知らなかったので、自国の文化について伝えられるようにするのはもちろんだが、これからは他の国の文化にも興

味を持って学びたいと思った。 

 ASC に参加したことで、科学を志す意識の高い仲間に出会うことができ、科学に対するモチベーションが以前より

も高まった。参加から約 2 か月経った今でも、ASC でできた友人とは頻繁に連絡を取り合っている。話すたびに多く

の発見や驚きがあり、ASC に参加して、本当によかったと思うことばかりである。マレーシアで過ごした 7 日間は、と

ても価値があった。 

 最後になりますが、ASC の運営をしてくださったすべての方、派遣員のみなさん、そして ASC への参加を勧めてく

ださり、サポートしてくださった先生に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。楽しかったです！ 
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51



53 

夢への第一歩 

鵜木 海緒 

 

 病に苦しむ人々のために役立つ研究がしたい、そのためには自分の世界を広げたい、そんな思いから ASC2017

への応募を決め、私なりに英語を頑張って勉強してきたつもりでした。しかし、いざレクチャーを聞いてみると、知らない

単語＆言い回しのオンパレード…。電子辞書を引きながら聴くのですが、単語が多すぎて追いつかずあまり理解出来ない

ところもありました。ポスタープレゼンテーションの内容を決める際にも、自分の意見を正確に英語で伝えることができず、

とても悔しかったのを覚えています。私のグループには、ロシア人、ミャンマー人、中国人二人がいたのですが、母国語が

英語ではないにも関わらず、とても流暢に話していました。自分の世界を広げるため、そしてもっと世界の人々とつながる

ためには、実践的な聞き取りや英語で意見を伝える練習の必要性を実感しました。 

このポスターを作るために私たちのグループは連絡を取り合い、夜に中国チームの部屋を借りてポスターを作りました。

英語のみでチームメイトと話し合い、笑いあいながら過ごしたその時間は、日本では体験することのできないような、国境

のない不思議な時間でした。加えて、このポスター作りを通して私は、英語が伝わらなかったとしても諦めずに何回も言い

換えたり、身振り手振りを使ってどうにか伝えようとしたりするメンタルの強さも大切なのだということを、身をもって体感し

ました。 

食事の時、とりあえず日本人はおのおのに散らばり、違う国の人の隣の席が空いてないか探します。そして座っていい

よと言われたら、名前とどこの出身かを聞く、これを毎回繰り返すのがなかなか楽しかったです。聞いたことのなかった国

や、ニュースの中でしか聞いたことのない国の人が、私と同じ空間にいて、私としゃべっている。それがとても不思議で、私

はこれまで日本という本当に小さな世界しか知らずに生きてきたのだと思い知らされた気がしました。そしてなによりたくさ

ん笑い、たくさん話し合うなかで感じることは、国境なんて関係ない、皆同じ人間だということです。そう感じた瞬間に自分

自身のなかに作っていた壁を取り払えた気がしました。 

この ASC2017 での経験によって、医療分野での研究の中で成果を出し人の役に立ちたいという私の願いをいっそう強

めるとともに、今後のやるべき課題が見えてきたことは大きな成果でした。 

本当に一瞬の間に過ぎたけれど、大切なものがぎゅっと詰まったかけがえのない一週間でした。活発で個性あふれる

日本チームと、この ASC2017 に参加することができて本当に良かったです。日本チーム、そして世界の仲間に恥じないよ

うに夢に向かってこれからも頑張っていきます！ 

最後に、この ASC2017 への派遣を支えてくださった善田さんを始めとする JST の皆様と引率をして下さった方々、世界

中のASC派遣員、日本チーム、木高の先生方、そして父や母、この貴重な機会を与えていただき本当に感謝しています。

この経験は絶対に夢を叶えるために活かします。ありがとうございました！ 

               Group11 ポスター作製中 

 

52 

Theoryすら知らなかった自分に到底理解できる内容ではないが、核力やプロトンの存在範囲の映像など視覚に訴

えかけるスライドを用いて下さったことが有難かった。圏論は正直なところ内容はさっぱりで社会にどのような点で役

に立っているのかも理解できない難しい話であったが、自分が将来関わりたい分野に関係のありそうな印象を受け

た数学の話であったので、今後自分で少し勉強してみようと思えた。 

また、講義後 「話難しくなかった？」 と皆で盛り上がれたのも振り返ってみれば良い思い出かもしれない(笑)。 

 

最後に、このような大変貴重な機会をいただけたこと、この場をお借りして心より感謝申し上げます。 
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「私の世界観」 

横井 小夏 

 

 今回ASCに参加したことで、見える世界が広がった。未経験の、全く知らなかった領域に足を踏み入れた。初めて出会う

国の人との交流で、世界をもっと知りたいと感じるようになった。 

 全アジアから集まった ASC派遣員たちの高いモチベーション、積極的なコミュニケーションと科学への熱意に圧倒された。

講義の合間には時間を惜むように各国の若者の間で学術的な議論が飛び交っていた。また、このプログラムを通して、自

分が漠然と抱いていた各国に対する先入観を完全に払拭することができた。そして、お互いを知ることにより異なる国で

生まれ育った人が自分とは違った価値観をもつことを知った。さらには、科学に対する考え方も、自分とは異なるということ

を気づかせてくれた。短期間であったが、たくさんの人と仲良くなった。今後も科学で彼らと繋がり続けたいと思った。 

 私のチームには、ミャンマー、中国、ロシアの三か国の仲間がいた。最も時間長く過ごしたのがミャンマー人である。彼女

は毎日民族衣装を着て、母国に関するたくさんのことを誇らしげに語ってくれた。私は彼女というフィルターを通してミャン

マーという国を見ていた。私たちは常に人を通して国を見ている。香港での滞在経験のある私は、日本の代表であること

を常に意識していた。そのことに気づいた瞬間、彼女の姿が自分と重なって見えた。今までの立場とは変わり、私に接して

きた香港人の友達と同じ視点で彼女を見ていたのであった。 

 私は今まで英語を学んでいた。しかし英語で学ぶことの重要性に気づいた。今回、英語は、自分を表現する一つのツー

ルであった。しかし私はそれをうまく駆使し、自分を十分にアピールすることができなかった。科学を母語で学ぶことは大

切である。同時にそれを人に伝えるためには言語をきちんと学ぶべきであると痛感した。これからは、道具として磨き上げ

るために英語力を向上させたいと考えている。 

 私は中学生の頃から ASC に参加したいと考えていた。志望動機の準備は万全であったが、一年目は失敗に終わった。

しかしどうしても諦めきれずに翌年も再挑戦し、合格することができた。諦めなかったことで参加できた ASC は、私の今後

の人生を大きく変えるものとなりつつある。 

 ASCの共通言語は英語である。科学には国境がない。我々は科学という共通語をもっている。 

短期間であったが、同じ意識をもつ仲間との思い出は私の一生の宝物となった。 
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Dreamlike Asian Science Camp 2017 

Woo Joo Hyeon(禹周賢) 

 

 Looking back the Asian Science Camp from August 20th to 26th, I firmly believe every moment, every second was 

memorable and unforgettable in Malaysia. I experienced so many things that I cannot practice easily in my daily life.  

 Before I join this camp, I was actually a person who was not active and was timid whenever communicating with 

people I first met. I had no confidence chatting and having fun with those people since it was hard for me to think of 

common topic that I can bring up. On the other hand, in this camp, all the participants are able to share the same interest 

of ‘Science’, but in slightly different field, which was such a great opportunity to explore and deepen science area 

regardless of my past interest. By having a talk with the participants as many as possible, I realized that many aspects 

even in one science field exists and I really should study science.  

 I could realize not only the scientific information, but also the cultural attributes with people all around the world. 

During the ASC, since almost all of the participants were all from different countries, I could easily encounter so many 

kinds of diverse culture. I found that every culture has unique characteristic, which was so interesting and new. I was also 

able to announce own Japanese culture to other foreign people. I was so happy that many people looked interested in 

Japan, thus I told many aspects in Japan, which was proud. I believe this camp was very crucial global cultural exchange, 

and I knew that the world is much wider than I had expected. Maybe, I was a big fish in a little pond before I join this camp. 

For me, it was stimulated by all of the camp participants. When communicating with them, I knew that almost all 

of the students were older than me, so I talked about their deep research field for one week. In fact, they were not only 

very intelligent but also clear at their individual goal. By learning to them, I really wanted to become like them by studying 

hard. 

 

 

 

Coming back to my real life, which is my ordinary high school life, my perspective seeing the world changed a lot than I 

have expected. By the virtue of the stimulus in Asian Science Camp, my attitude toward teachers, students and even 

every class became more active and considerate. It is not sure that I can experience such a wonderful camp like ASC in 

my whole life, but if I can meet various people once again, I will definitely be more positive, aggressive and enjoyable.  
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Dreamlike Asian Science Camp 2017 

Woo Joo Hyeon(禹周賢) 
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○Food Security  ○Modern Lifestyle and Diseases 

   

Group 16（池田和香） Group 17（東海林紬） Group 6（村上栞太） 

   

Group 11（鵜木海緒） Group 13（須田紫野） Group 14（小堀菜花） 

○Wildlife Conservation   

   

Group 7（白井文菜、坂部圭哉） Group 8（佐藤ふたば、渋井理） Group 15（佐野翔子） 
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Team Presentation～日本参加者チームのポスター～  
 

●受賞チームポスター 

○Energy, Air and Water 

最優秀賞：テーマ「Walking Well」 

 

第 1位：テーマ「GREEN MACHiNE 5」 

 

Group 1（妹尾梨子） Group 5（助田一晟） 

 

○Energy, Air and Water 

   

Group 3（江波太） Group 4（斉藤秀洋） Group 9（禹周賢、君付龍祐） 

○Energy, Air and Water ○Food Security  

   

Group 12（加藤桃子） Group 2（川村梨菜） Group 10（横井小夏） 
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◎特に印象に残っていることは何ですか？ 

✓ 参加者たちは皆他国の生徒とコミュニケーションを取ろうとする意欲が高く、相手の方から積極的に話しかけてきてくれたことが何

度かあったこと。また、向こうのほうから日本の文化を学ぼうという姿勢が伝わってきて、自分も見習いたいと感じたこと。 

✓ 数学の話を始めると人が集まってきてとても盛り上がったこと。数学の議論を英語でできたこと。 

✓ 他国の生徒が日本の地理や文化を知っているのに自分は他の国のことをあまり知らず、恥ずかしいと思ったこと。 

✓ マレーシアはイスラム教の国なので料理に鶏肉しか出なかったこと 

✓ 選抜されてきているとはいえ、日本人に比べて海外の学生の方が英語で自分の意見を伝える能力が高いと感じたこと。 

✓ 参加者が理系ばかりであったということで、共通の興味である科学分野の話で盛り上がれたこと。 

✓ 英語でコミュニケーションができることと、英語で学習ができることは別物だと感じた。 

✓ 色々な国の人との会話で知らなかったことを学べたこと 

✓ みんな「科学が好き？」と聞くと好きだと答えたこと。本当に世界中に科学好きの同年代の人がたくさんいるとわかったこと。 

✓ コンピューターや生物数学等、みんなそれぞれに興味のある分野が違い、今まで知らなかった分野があることを知れたこと。 

✓ 国によって学校の年数や制度が異なるのを知ったこと。 

✓ 知識の豊富な人は、物事について考えることが本当に好きだということを知ったこと。 

✓ 特に印象に残っているのは、異なる研究者の異なる科学への向き合い方と、異なる社会との関わり方。 

✓ 今回参加して一番嬉しかったことは、頭が良くて優しい友達が国内にも海外にもできたことです。こんなに科学や数学の話が通じ

て、努力家な人たちに会ったことはありません。一緒にいて、とても楽しかったです。私は高校で理数科に在籍していますが、数学

が好きだと言うとドン引きされてしまうことが多く、なかなか自分の興味の内容を具体的に友達に言ったことはありませんでした。

自分が全力でぶつかっても受け止めてくれる友達ができたのは初めてです。また、いろいろな国の人と話せたこともとても良かっ

たです。違うところもありますが、どこに行っても考えていることや持っている悩みはあまり変わらないということがわかったのが意

外でした。私が彼らの国についてよく知らなくても、向こうは日本語を知っていたりアニメが好きだったりして、興味を持ってくれてい

て嬉しかったです。他の国について考える時、漠然としたイメージを持つことと、自分の大事な友達の顔を思い浮かべることは全

然違います。新しい視点を持つことができて良かったです 

✓ ポスターセッションにて、自分の地球温暖化対策に対する熱意を 4人のメンバーに伝染させることができたこと。ポスターデザイン

の世界レベルに驚嘆したこと。 

✓ 行きのバス内にてバングラデシュの大学生と仲良くさせてもらい、一緒に新しい英語の歌を作ったこと。その彼と地球温暖化につ

いて語り合ったこと。 

✓ カルチャーセッションにて、地元の高校生に 2時間つきっきりでマレーシアの文化を教えてもらったこと。 

✓ これまであったことのない国の人と交流できたことが、一番の収穫だと感じています。 

✓ もちろん世界的な科学者のお話を聞けたのは素晴らしい経験となりましたが、自分の英語力、学力が足りずしっかり理解出来な

かったのは残念です。これからもっと勉強しようと思うことが出来ました。 

✓ Team presentation です。自分以外日本人のいないグループの中で、英語のみを使って意思疎通を図りポスターを作るのは初め

てで、最初は私にそんなことが出来るのかとても不安でした。しかし、精一杯お互いに自分の意見を英語で話して、みんなでポス

ターを創り上げていくのはやってみると実際とても楽しく、そして刺激的でした。一人一人が自分のやれる仕事をみつけて積極的

にポスターに関わっていくという姿勢がとても印象に残っています。 

✓ 私は非常に多くの国と地域の同年代の人たちに会うことができ、交流を深められたことが印象に残っています。まず日本人におい

ては、同じような進路を考えている人もおり、お互いに情報を交換できました。そのほかにも研究について語り合うなど、とても刺

激的な経験でした。 

✓ 日本国外の生徒とも様々な交流が深まりました。私は写真を撮ることが好きで、キャンプ中もほとんどの間カメラをぶら下げていま

した。その状態を見て写真について聞いてきたり、カメラについて語り合える人とも出会うことができました。現在もレンズの情報を

交換するなどしています。 
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事後アンケートの結果  
ASCを振り返って 

◎どの程度有意義だったと感じましたか？        ◎プログラムの難易度はどうでしたか？ 

 

◎ASC2017の中で、どんなことが体験できましたか？ 

 

◎参加して、どんなことを感じましたか？ 
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◎特に印象に残っていることは何ですか？ 

✓ 参加者たちは皆他国の生徒とコミュニケーションを取ろうとする意欲が高く、相手の方から積極的に話しかけてきてくれたことが何

度かあったこと。また、向こうのほうから日本の文化を学ぼうという姿勢が伝わってきて、自分も見習いたいと感じたこと。 

✓ 数学の話を始めると人が集まってきてとても盛り上がったこと。数学の議論を英語でできたこと。 

✓ 他国の生徒が日本の地理や文化を知っているのに自分は他の国のことをあまり知らず、恥ずかしいと思ったこと。 

✓ マレーシアはイスラム教の国なので料理に鶏肉しか出なかったこと 

✓ 選抜されてきているとはいえ、日本人に比べて海外の学生の方が英語で自分の意見を伝える能力が高いと感じたこと。 

✓ 参加者が理系ばかりであったということで、共通の興味である科学分野の話で盛り上がれたこと。 

✓ 英語でコミュニケーションができることと、英語で学習ができることは別物だと感じた。 

✓ 色々な国の人との会話で知らなかったことを学べたこと 

✓ みんな「科学が好き？」と聞くと好きだと答えたこと。本当に世界中に科学好きの同年代の人がたくさんいるとわかったこと。 

✓ コンピューターや生物数学等、みんなそれぞれに興味のある分野が違い、今まで知らなかった分野があることを知れたこと。 

✓ 国によって学校の年数や制度が異なるのを知ったこと。 

✓ 知識の豊富な人は、物事について考えることが本当に好きだということを知ったこと。 

✓ 特に印象に残っているのは、異なる研究者の異なる科学への向き合い方と、異なる社会との関わり方。 

✓ 今回参加して一番嬉しかったことは、頭が良くて優しい友達が国内にも海外にもできたことです。こんなに科学や数学の話が通じ

て、努力家な人たちに会ったことはありません。一緒にいて、とても楽しかったです。私は高校で理数科に在籍していますが、数学

が好きだと言うとドン引きされてしまうことが多く、なかなか自分の興味の内容を具体的に友達に言ったことはありませんでした。

自分が全力でぶつかっても受け止めてくれる友達ができたのは初めてです。また、いろいろな国の人と話せたこともとても良かっ

たです。違うところもありますが、どこに行っても考えていることや持っている悩みはあまり変わらないということがわかったのが意

外でした。私が彼らの国についてよく知らなくても、向こうは日本語を知っていたりアニメが好きだったりして、興味を持ってくれてい

て嬉しかったです。他の国について考える時、漠然としたイメージを持つことと、自分の大事な友達の顔を思い浮かべることは全

然違います。新しい視点を持つことができて良かったです 

✓ ポスターセッションにて、自分の地球温暖化対策に対する熱意を 4人のメンバーに伝染させることができたこと。ポスターデザイン

の世界レベルに驚嘆したこと。 

✓ 行きのバス内にてバングラデシュの大学生と仲良くさせてもらい、一緒に新しい英語の歌を作ったこと。その彼と地球温暖化につ

いて語り合ったこと。 

✓ カルチャーセッションにて、地元の高校生に 2時間つきっきりでマレーシアの文化を教えてもらったこと。 

✓ これまであったことのない国の人と交流できたことが、一番の収穫だと感じています。 

✓ もちろん世界的な科学者のお話を聞けたのは素晴らしい経験となりましたが、自分の英語力、学力が足りずしっかり理解出来な

かったのは残念です。これからもっと勉強しようと思うことが出来ました。 

✓ Team presentation です。自分以外日本人のいないグループの中で、英語のみを使って意思疎通を図りポスターを作るのは初め

てで、最初は私にそんなことが出来るのかとても不安でした。しかし、精一杯お互いに自分の意見を英語で話して、みんなでポス

ターを創り上げていくのはやってみると実際とても楽しく、そして刺激的でした。一人一人が自分のやれる仕事をみつけて積極的

にポスターに関わっていくという姿勢がとても印象に残っています。 

✓ 私は非常に多くの国と地域の同年代の人たちに会うことができ、交流を深められたことが印象に残っています。まず日本人におい

ては、同じような進路を考えている人もおり、お互いに情報を交換できました。そのほかにも研究について語り合うなど、とても刺

激的な経験でした。 

✓ 日本国外の生徒とも様々な交流が深まりました。私は写真を撮ることが好きで、キャンプ中もほとんどの間カメラをぶら下げていま

した。その状態を見て写真について聞いてきたり、カメラについて語り合える人とも出会うことができました。現在もレンズの情報を

交換するなどしています。 
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事後アンケートの結果  
ASCを振り返って 

◎どの程度有意義だったと感じましたか？        ◎プログラムの難易度はどうでしたか？ 

 

◎ASC2017の中で、どんなことが体験できましたか？ 

 

◎参加して、どんなことを感じましたか？ 
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✓ これからも自分の興味を掘り下げて、積極的に外に開いていこうと思います。 

✓ 英語や電気電子の勉強はもちろん、アジアという日本の周辺国の日本との関係性、歴史などを知りたいと思いました 

✓ 今回のキャンプでアジアの国々の人と友達になることが出来たので、いろんなことをきいてみたいと思います。また海外の人と関

わる上で、日本人である私よりも海外の人の方が日本について知っていることがあるので、もっと日本について知る必要があると

感じました。 

✓ 研究への興味が高まったので、大学では研究は別に興味がなかったが研究にも携わりたいと考えるようになりました。 

✓ 今回の癌に関するレクチャーを通して、医療分野での研究を将来やりたいと考えるようになりました。これからは、どの分野での研

究を一番やりたいのか、大学の学部をはじめ研究室も調べていきたいです。そして、今回のレクチャーで興味をもった部分は自分

でもっと深く調べていこうと考えています。 

✓ 現在は海外の大学に入学するという夢をかなえるため、本格的に準備を進めています。ASC参加の前後で大きく変わったこととし

ては海外への留学の決意が固まりました。参加前までは日本と海外大学の両方を受けることにしていましたが、参加後は海外大

学一本でいくことに決めました。その大きな理由としては海外で活躍する先生方の話を聞いて、海外の大学により強いあこがれを

持ったことと、とても積極的な他国の参加生の姿を目の当たりにしたからです。 

✓ 今まで学んだ科学の分野だけでなく、生物や地学といった今まで学んだことのない分野にも手を出そうと思いました。 

✓ 他国からの参加者が日本語や日本の文化をよく知っていたが、私は彼らに応えられるだけの外国の言語・文化に関する知識を全

く持ち合わせていなかった。書店で本を買い、読んだり、ASCで知り合った友人に教えてもらったりしながら、現在外国語を 2 カ国

語ほど勉強している。 

✓ 将来、外国の大学で学びたいという気持ちが高まったので、留学制度のある大学に進学したいと思うようになった。 

✓ 各国の学生と交流することにより、海外の大学に進学する意思が高まり、現在欧米の大学受験に向かって勉強している最中です 

✓ 今までは日常生活の中で自分がなぜこのようなことが起こるのか、と疑問を立て、それについて本やインターネットを使って調べて

いくことが多かった。しかし、それでは既存の答えしか得ることはできず、自分が考える隙がなくなってしまっていることにグループ

でポスター作成中に気づかされた。確かに常識を覆すことからも科学的な新発見はできると思う。だが、いつまでも既存の知識の

みでは科学は発展しない。このことを踏まえて、最近では何か疑問を見つけたらすぐに本やインターネットに頼るのではなく、自分

で今持っている知識のみで一回仮説を頭の中でブレイン・ストームしてから調べることにしている。こうすることで自分が立てた仮

説にはどのような矛盾点があるのか知ることができ、不足していた知識を疑問と結びつけることによって新しい知識として自分に

紹介できることが可能になってきていると考える。科学が進歩している中自分のオリジナリティーを出すことは難しくなってきている

と感じるが、まだまだ疑問点は沢山ある。それらをどのような視点で掘り下げていくのかが今後の鍵となるのではないかと思う。今

回の疑問に対する対応の改善によって、自分の考え方のアプローチが一歩全身できた。 

✓ 外国語を前よりも頑張り始めました。特に、ASCでできた親友が中国人で自分の第二外国語が中国語なので、今中国語にすごく

力を入れています。また、edXや couseraなどのオンライン授業を視聴しようと考えています。 

✓ 生命医学に関心があったので、ASCでの経験は将来どうすればいいのか、真剣に考えるきっかけにもなりました。 

✓ 物理や数学の時間は少し難しかったですが、この分野を生命医学に取り入れる研究をしてみたいと思います。 

✓ ビジネスとして科学の力を利用していくこと、一般のひとに生活と科学のつながりを知ってもらう活動をすること。 

✓ インターネットを使い、海外の学生と食糧問題についてなど、様々な議論をするようになりました。 

✓ 英語でのコミュニケーション能力を高めること 

✓ 同年代で研究を始めている人を見て、私も自分の研究テーマを持ち、常に熱中したいと思った 

✓ 学校の勉強だけでなく、研究をより重視し、自分のやりたいことを見つけたいと思った 
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✓ ある参加者から、汎関数を用いた二点間の距離の最小値となる曲線の導出方法を教えてもらったこと。 

✓ Speakerに質問をしたとき、答えがすごく丁寧で、感動した。先生方の研究への熱意は、自分の研究を進めることだけでなく、私た

ちのような若い世代に自分の研究分野について伝えていくということにも向けられていると感じた。 

✓ 今回のプログラムで、特に印象にのこっていることは Lecture 3の Prof. David Jonathan Grossである。私は、普段から積極的に科

学的な情報を耳にしたら調べているが物理のことはあまり詳しくない。自分自身で「漸近的自由性」について事前学習をしていると

きも曖昧な理解しか出来なかった。そのため講義を聞く前はきちんと理解できるのか心配だった。しかし、Prof. Grossのプレゼン

が始まったときその心配は、彼のプレゼン力と分かりやすさですぐに消え去った。私はもともとアメリカで英語を学んだので、キャン

プ中はマレーシアやその他の国のアクセントがある英語にとても苦戦していた。それはレクチャーのときもそうだったのだが、Prof. 

Grossは分かりやすく聞きやすいスピードの英語で、基礎の物理から話を始めてくれたのでとても助かった。また、プレゼンで使用

しているスライドには図式が多く添付されていて、文字がそんなに多くなかった。私は Prof. Grossのレクチャーを聞いて物理を学

ぶ楽しさを再発見することができた。個人的に科学的なプレゼンは人に伝えるときどうしても難しい用語や、専門的すぎ知識によっ

て分かりにくくなってしまうが、彼のプレゼンにはそういった困難がみつからず、心から感動した。私も自分の研究を校内や外部に

発表をする際は Prof. Grossのような明瞭で楽しいプレゼンにしたいと考える。 

✓ 各国から参加した学生たちの積極さと熱意には驚きました。質疑応答の時間ではみんな手を上げて、聞きたいことを何度も質問

する姿や科学への真摯な姿勢など、見習うべきことがたくさんありました。 

✓ 自分よりも年齢の若い高校生たちが自分の興味のある科学的トピックに興味を持ち、それを他人に伝え、より深めようとしている

のをみて、とても刺激を受けました。同時にそういう新たな仲間とのつながりができたことがこのプログラムでの一番の収穫です。 

✓ Richard先生の講義です。遺伝子組み換えの話を通して、一般的な考え方が必ずしも正しいとは限らないことを知り、真実を自分

で確かめなければいけないと感じ、印象的です。 

✓ たくさんの国からの参加者が科学に対する意欲が非常に強かったこと 

◎今回の経験をもとに、将来に向けて新たに取り組もうとしていることがあれば教えてください。 

✓ 以前から考えていた海外大学への進学を決意したこと 

✓ 数年のうちにアジア各国を旅したいと思ったこと。 

✓ 英語で自分の意見を伝える練習を日頃からすること。 

✓ 集団の中でリーダーシップを発揮できる能力を身に付けたいと思ったので、受験後はこういったプログムに参加するだけでなく運

営の立場にも回ろうと計画していること。 

✓ 科学は一人で学ぶよりも人と語り合った方が楽しいと思ったので、友達や先生に以前よりも積極的に質問するようにしたこと。 

✓ 英語でレクチャーを受けるというのが初めてであったが、引き続き取り組みたいと思い、ASC参加者の一人に勧められた edXを見

始めた。 

✓ 教養が足りずレクチャーを十分に理解できなかったのが不甲斐なかったので、日本の受験勉強にとらわれない学習をしようと思っ

た。 

✓ 海外に友達ができたのはとてもうれしいことであったので、messengers を使い始め、連絡を取っている。 

✓ 英語の講義の意味を理解しながら聞けるようになる為に TED を観ること。 

✓ 英語で表現出来るようになる為に思った事を英語で考え直すこと。 

✓ 気になる分野等があったら、それに関する本を読むこと。 

✓ 学校のサイエンス(国際バカロレア)の授業、医療に関係した論文を授業の一貫で一つ高校在学中に仕上げる。 

✓ 課題研究を頑張ろうと思っています。学校の授業で課題研究があり、ASCに行く前から少し始めてはいましたが、より真剣に取り

組みたいと思うようになりました。課題研究を通じて、自分が具体的にどんなことに興味があるのか、何を考えているのかを他の

人と共有することができるからです。英語のポスターをつくる機会もあるので、積極的に取り組んでいきたいです。また、イベントな

どを通じて積極的に友達を作っていこうと思います。ASCに参加して、イベントに来るような人なら数学の話をしても大丈夫だとい

うことや、私が思っているよりも皆気軽に友達になってくれることがわかり、安心しました。 
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✓ これからも自分の興味を掘り下げて、積極的に外に開いていこうと思います。 

✓ 英語や電気電子の勉強はもちろん、アジアという日本の周辺国の日本との関係性、歴史などを知りたいと思いました 

✓ 今回のキャンプでアジアの国々の人と友達になることが出来たので、いろんなことをきいてみたいと思います。また海外の人と関

わる上で、日本人である私よりも海外の人の方が日本について知っていることがあるので、もっと日本について知る必要があると

感じました。 

✓ 研究への興味が高まったので、大学では研究は別に興味がなかったが研究にも携わりたいと考えるようになりました。 

✓ 今回の癌に関するレクチャーを通して、医療分野での研究を将来やりたいと考えるようになりました。これからは、どの分野での研

究を一番やりたいのか、大学の学部をはじめ研究室も調べていきたいです。そして、今回のレクチャーで興味をもった部分は自分

でもっと深く調べていこうと考えています。 

✓ 現在は海外の大学に入学するという夢をかなえるため、本格的に準備を進めています。ASC参加の前後で大きく変わったこととし

ては海外への留学の決意が固まりました。参加前までは日本と海外大学の両方を受けることにしていましたが、参加後は海外大

学一本でいくことに決めました。その大きな理由としては海外で活躍する先生方の話を聞いて、海外の大学により強いあこがれを

持ったことと、とても積極的な他国の参加生の姿を目の当たりにしたからです。 

✓ 今まで学んだ科学の分野だけでなく、生物や地学といった今まで学んだことのない分野にも手を出そうと思いました。 

✓ 他国からの参加者が日本語や日本の文化をよく知っていたが、私は彼らに応えられるだけの外国の言語・文化に関する知識を全

く持ち合わせていなかった。書店で本を買い、読んだり、ASCで知り合った友人に教えてもらったりしながら、現在外国語を 2 カ国

語ほど勉強している。 

✓ 将来、外国の大学で学びたいという気持ちが高まったので、留学制度のある大学に進学したいと思うようになった。 

✓ 各国の学生と交流することにより、海外の大学に進学する意思が高まり、現在欧米の大学受験に向かって勉強している最中です 

✓ 今までは日常生活の中で自分がなぜこのようなことが起こるのか、と疑問を立て、それについて本やインターネットを使って調べて

いくことが多かった。しかし、それでは既存の答えしか得ることはできず、自分が考える隙がなくなってしまっていることにグループ

でポスター作成中に気づかされた。確かに常識を覆すことからも科学的な新発見はできると思う。だが、いつまでも既存の知識の

みでは科学は発展しない。このことを踏まえて、最近では何か疑問を見つけたらすぐに本やインターネットに頼るのではなく、自分

で今持っている知識のみで一回仮説を頭の中でブレイン・ストームしてから調べることにしている。こうすることで自分が立てた仮

説にはどのような矛盾点があるのか知ることができ、不足していた知識を疑問と結びつけることによって新しい知識として自分に

紹介できることが可能になってきていると考える。科学が進歩している中自分のオリジナリティーを出すことは難しくなってきている

と感じるが、まだまだ疑問点は沢山ある。それらをどのような視点で掘り下げていくのかが今後の鍵となるのではないかと思う。今

回の疑問に対する対応の改善によって、自分の考え方のアプローチが一歩全身できた。 

✓ 外国語を前よりも頑張り始めました。特に、ASCでできた親友が中国人で自分の第二外国語が中国語なので、今中国語にすごく

力を入れています。また、edXや couseraなどのオンライン授業を視聴しようと考えています。 

✓ 生命医学に関心があったので、ASCでの経験は将来どうすればいいのか、真剣に考えるきっかけにもなりました。 

✓ 物理や数学の時間は少し難しかったですが、この分野を生命医学に取り入れる研究をしてみたいと思います。 

✓ ビジネスとして科学の力を利用していくこと、一般のひとに生活と科学のつながりを知ってもらう活動をすること。 

✓ インターネットを使い、海外の学生と食糧問題についてなど、様々な議論をするようになりました。 

✓ 英語でのコミュニケーション能力を高めること 

✓ 同年代で研究を始めている人を見て、私も自分の研究テーマを持ち、常に熱中したいと思った 

✓ 学校の勉強だけでなく、研究をより重視し、自分のやりたいことを見つけたいと思った 
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✓ ある参加者から、汎関数を用いた二点間の距離の最小値となる曲線の導出方法を教えてもらったこと。 

✓ Speakerに質問をしたとき、答えがすごく丁寧で、感動した。先生方の研究への熱意は、自分の研究を進めることだけでなく、私た

ちのような若い世代に自分の研究分野について伝えていくということにも向けられていると感じた。 

✓ 今回のプログラムで、特に印象にのこっていることは Lecture 3の Prof. David Jonathan Grossである。私は、普段から積極的に科

学的な情報を耳にしたら調べているが物理のことはあまり詳しくない。自分自身で「漸近的自由性」について事前学習をしていると

きも曖昧な理解しか出来なかった。そのため講義を聞く前はきちんと理解できるのか心配だった。しかし、Prof. Grossのプレゼン

が始まったときその心配は、彼のプレゼン力と分かりやすさですぐに消え去った。私はもともとアメリカで英語を学んだので、キャン

プ中はマレーシアやその他の国のアクセントがある英語にとても苦戦していた。それはレクチャーのときもそうだったのだが、Prof. 

Grossは分かりやすく聞きやすいスピードの英語で、基礎の物理から話を始めてくれたのでとても助かった。また、プレゼンで使用

しているスライドには図式が多く添付されていて、文字がそんなに多くなかった。私は Prof. Grossのレクチャーを聞いて物理を学

ぶ楽しさを再発見することができた。個人的に科学的なプレゼンは人に伝えるときどうしても難しい用語や、専門的すぎ知識によっ

て分かりにくくなってしまうが、彼のプレゼンにはそういった困難がみつからず、心から感動した。私も自分の研究を校内や外部に

発表をする際は Prof. Grossのような明瞭で楽しいプレゼンにしたいと考える。 

✓ 各国から参加した学生たちの積極さと熱意には驚きました。質疑応答の時間ではみんな手を上げて、聞きたいことを何度も質問

する姿や科学への真摯な姿勢など、見習うべきことがたくさんありました。 

✓ 自分よりも年齢の若い高校生たちが自分の興味のある科学的トピックに興味を持ち、それを他人に伝え、より深めようとしている

のをみて、とても刺激を受けました。同時にそういう新たな仲間とのつながりができたことがこのプログラムでの一番の収穫です。 

✓ Richard先生の講義です。遺伝子組み換えの話を通して、一般的な考え方が必ずしも正しいとは限らないことを知り、真実を自分

で確かめなければいけないと感じ、印象的です。 

✓ たくさんの国からの参加者が科学に対する意欲が非常に強かったこと 

◎今回の経験をもとに、将来に向けて新たに取り組もうとしていることがあれば教えてください。 

✓ 以前から考えていた海外大学への進学を決意したこと 

✓ 数年のうちにアジア各国を旅したいと思ったこと。 

✓ 英語で自分の意見を伝える練習を日頃からすること。 

✓ 集団の中でリーダーシップを発揮できる能力を身に付けたいと思ったので、受験後はこういったプログムに参加するだけでなく運

営の立場にも回ろうと計画していること。 

✓ 科学は一人で学ぶよりも人と語り合った方が楽しいと思ったので、友達や先生に以前よりも積極的に質問するようにしたこと。 

✓ 英語でレクチャーを受けるというのが初めてであったが、引き続き取り組みたいと思い、ASC参加者の一人に勧められた edXを見

始めた。 

✓ 教養が足りずレクチャーを十分に理解できなかったのが不甲斐なかったので、日本の受験勉強にとらわれない学習をしようと思っ

た。 

✓ 海外に友達ができたのはとてもうれしいことであったので、messengers を使い始め、連絡を取っている。 

✓ 英語の講義の意味を理解しながら聞けるようになる為に TED を観ること。 

✓ 英語で表現出来るようになる為に思った事を英語で考え直すこと。 

✓ 気になる分野等があったら、それに関する本を読むこと。 

✓ 学校のサイエンス(国際バカロレア)の授業、医療に関係した論文を授業の一貫で一つ高校在学中に仕上げる。 

✓ 課題研究を頑張ろうと思っています。学校の授業で課題研究があり、ASCに行く前から少し始めてはいましたが、より真剣に取り

組みたいと思うようになりました。課題研究を通じて、自分が具体的にどんなことに興味があるのか、何を考えているのかを他の

人と共有することができるからです。英語のポスターをつくる機会もあるので、積極的に取り組んでいきたいです。また、イベントな

どを通じて積極的に友達を作っていこうと思います。ASCに参加して、イベントに来るような人なら数学の話をしても大丈夫だとい

うことや、私が思っているよりも皆気軽に友達になってくれることがわかり、安心しました。 
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✓ 友達を作るだけであれば、英検３-4級あれば何の問題もないと思います。友達になりたい！という思いがありさえすれば。しかし、

講義を理解する、科学的な議論をするとなれば話は別です。問題になってくるのは次の二点だと思います。まずリスニング能力。

スピードがえげつなく速いです。速さになれる対策をしておくといいと思います。つぎは単語量。講義を聴いていても専門用語はま

るで分かりません。自分の興味あるところだけでも単語の意味を理解できるようにしておくといいと思います。Youtube を利用する

のがおすすめです。 

✓ アジアの英語の発音になれていなかったため、他の国の学生と話している時聞き取りが難しいことがありました。ネットなどで耳を

慣らしておくのもいいと思いました。 

✓ たとえ英語が拙くても、相手の目を見て話し、にこにこしていれば大抵の人と仲良くなれます。自分からどんどん話しかけていくと、

相手はそれにちゃんと応えてくれるので、積極性が大事です！人数が多いので難しいとは思いますが、相手の名前とか出身国と

か覚えておいてあげると、多分喜ばれますよ！ 

✓ 私自身は英語を使うことに不自由を感じていないので、ASC でも特に言語のバリアは感じませんでした。しかし自身が英語に問題

がなかったとしても、いつも相手もそうであるとは限りません。話がうまく理解してもらえなかったり、独特のアクセントや話し方でう

まく聞き取れなかったりすることは度々ありました。大事なことは、いかに英語を駆使することができるかではなく（もちろんそれも

大事ではありますが）、いかに思いを伝えられるかだと思います。どうすれば一番伝わるかは人それぞれだと思うので、その方法

を探してみるといいと思います。なお、いくら英語がわかるとはいえ、専門用語には苦労しました。そのためスピーカーが出してい

る論文などを読むことができるのであればそうするべきであると思います。 

✓ 参加者はみんな科学の話が好きなので、たとえ英会話が下手でも数式や図を用いて議論できます。必要なのは積極性のみです。

ノートを一冊持っていくといいでしょう。彼らは科学の話を心待ちにしています。 

✓ 私は、自分の研究テーマを持っていたので、最低限、それについては英語でも説明ができるように準備をした。 

✓ 私は、出発前に英語に自信がなくて、不安になりすぎてしまったところがあった。しかし、意外と何とかなるものだと思った。名前と

出身国を言うだけでもいいので、できるだけ一人で他国の参加者との中に飛び込んでいった方がいいと思う。 

✓ Poster presentation の準備の際の話し合いで、最も英語でディスカッションをする力が求められたと思う。私は十分に議論に参加

することができなかった。何度聞き返してもいいと思うので、自分ができることをすべてやり、手が空いてしまう時間を作らないよう

にするべきだと思う。 

✓ Poster presentation は、できるだけポスターを見るだけでは分からないことも多かったので、できるだけ多く話を聞きに行った方が

いいと思う。すべてを分かることはできなくても、理解できた範囲で質問すればいいと思う。 

✓ 英語に自信がなくても、出来るだけ英語で話し、ジェスチャーなどを使うことにより思いは伝わるので、積極的に他国の参加者とコ

ミュニケーションをとると ASCはより良い経験になると思います。 

✓ 英語によるコミュニケーションは、4年間のアメリカ在住経験を生かせば問題がないと思っていた。しかし、現地に行ってみると参加

者は、自分がアメリカで学んだ英語とはかけ離れた発音や話し方をしていたことに驚いた。参加者は様々なアジア諸国から来てお

り、一人一人が違うバックグラウンドを持っていたため、会話が弾むときとそうでないときの差が顕著に現れた。例えば、私の趣味

の一つはアニメを観ることであり、共通のアニメを知っていたりする子と出会うとコミュニケーションが弾んだ。しかし、全くの共通認

識がなくお互いの文化について掘り下げるだけだと、いくら英語が理解できてもコミュニケーションをとることは難しかった。 

✓ 今回の体験を踏まえて、まず行く前には様々な英語の発音に慣れておくことが大切であると考える。現在のテクノロジーを用いて、

youtube などで英語を楽しく聞けるようにしたほうがいいと思う。例えば、海外のアニメには様々な話し方をするキャラクターが登場

するの。そういったものを参考にするのも英語力を向上させ、現地での聞き取りに戸惑わなくなる。また、共通認識を持つことによ

ってコミュニケーションは多いに差がつけられると思う。これは日本語でも同じであると感じる。コミュニケーションをとるためにして

おきたいことは、アジア諸国のニュースに少しでも耳を傾けておくことである。そうすることで、アジアの様々な国々の人々と同じ意

識を持って会話が成立することが可能である。 

✓ 大前提として、英語が出来ると「自分の世界」が広がるので、英語の勉強はとにかくしておいて損は無いと思います。 
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将来の進路について 

◎進学先に考えている分野は？            ◎将来どのような職業に就きたいですか？ 

 
  

アジアサイエンスキャンプに参加する後輩たちへのメッセージ  

a. 英語によるコミュニケーションについて 

✓ 日頃から英語のリスニング能力、スピーキング能力を鍛えること。 

✓ 勇気を出して話すこと。別の国の団体の中に一人で突っ込んで行くと必然的に英語で話すことになるのでオススメです。 

✓ 自分の好きなこと、興味があることについては特に英語で話せるよう練習をしておくこと。 

✓ アジアの人たちは皆英語をしゃべれます。日本人の普通以上には。でもコミュニケーションを取ることに関して言えば、必ずしも一

発で伝わる必要もないし、自分の言いたいことを一生懸命伝えようとする意識があれば十分だと思います。Discussion はどんどん

先へ進んでしまうので、思ったことを簡単な英語でもいいからパッと言える能力がないと置いて行かれてしまうかもしれない。 

✓ 科学が好きか、科学のどの分野が好きか、はどの人にも聞けたが、どんな研究をしているのかやその分野のどういうとこが好きだ

とかどういう分野なのかとかを詳しく聞かなかった。もう少し科学について色々聞けたらよかったと思ったのできけたら自分の知識

も増えるしいいと思った。 

✓ 相手の言語についていろいろ聞いてみると、言語も学べて話も弾んでよさそうだった。 

✓ 私は日本生まれ日本育ちですが中学３年間独学と公立中学で英語を勉強し話せるようになりました。近道はなく、地道な努力だと

思いますが、文法や単語といった基礎を侮らないことと積極的に英語を使う(例えば登下校中暇なら英語でいろいろ考えて見るな

ど)少しの積み重ねで上手くなると思います。 

✓ 今までの勉強の成果が出て、今回英語でのコミュニケーションでは特に困ることはありませんでした。向こうもほとんどの人はネイ

ティヴでは無いので、多少の文法の間違いは全然気にせず、伝わらなければ何度でも言い直すということに精神的に耐えられさ

えすれば大丈夫です。 

✓ 私が今までしてきた英語学習で役に立ったのは、スピーキングとリーディングの訓練です。スピーキングでは、半月に一度、オンラ

インで外国人講師と 30 分ほど英会話をしてきました（１年間筑波大学 GFEST に参加しており、そこでの特典でした）。そこでは科

学の話題についての教材を使ったり、毎回講師の先生が違うので自己紹介をしたりしていたため、ASC で自己紹介をするときや

レクチャーについて話す時に役に立ちました。自分の好きなことについてポジティブに話せることはとても大事だと思います。また、

学校で週に 3 日ほど毎朝長文の問題が配られて解いていたおかげで、長いレクチャーやスライドの説明でも集中力を切らさずに

頑張ることができました。 
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✓ 友達を作るだけであれば、英検３-4級あれば何の問題もないと思います。友達になりたい！という思いがありさえすれば。しかし、

講義を理解する、科学的な議論をするとなれば話は別です。問題になってくるのは次の二点だと思います。まずリスニング能力。

スピードがえげつなく速いです。速さになれる対策をしておくといいと思います。つぎは単語量。講義を聴いていても専門用語はま

るで分かりません。自分の興味あるところだけでも単語の意味を理解できるようにしておくといいと思います。Youtube を利用する

のがおすすめです。 

✓ アジアの英語の発音になれていなかったため、他の国の学生と話している時聞き取りが難しいことがありました。ネットなどで耳を

慣らしておくのもいいと思いました。 

✓ たとえ英語が拙くても、相手の目を見て話し、にこにこしていれば大抵の人と仲良くなれます。自分からどんどん話しかけていくと、

相手はそれにちゃんと応えてくれるので、積極性が大事です！人数が多いので難しいとは思いますが、相手の名前とか出身国と

か覚えておいてあげると、多分喜ばれますよ！ 

✓ 私自身は英語を使うことに不自由を感じていないので、ASC でも特に言語のバリアは感じませんでした。しかし自身が英語に問題

がなかったとしても、いつも相手もそうであるとは限りません。話がうまく理解してもらえなかったり、独特のアクセントや話し方でう

まく聞き取れなかったりすることは度々ありました。大事なことは、いかに英語を駆使することができるかではなく（もちろんそれも

大事ではありますが）、いかに思いを伝えられるかだと思います。どうすれば一番伝わるかは人それぞれだと思うので、その方法

を探してみるといいと思います。なお、いくら英語がわかるとはいえ、専門用語には苦労しました。そのためスピーカーが出してい

る論文などを読むことができるのであればそうするべきであると思います。 

✓ 参加者はみんな科学の話が好きなので、たとえ英会話が下手でも数式や図を用いて議論できます。必要なのは積極性のみです。

ノートを一冊持っていくといいでしょう。彼らは科学の話を心待ちにしています。 

✓ 私は、自分の研究テーマを持っていたので、最低限、それについては英語でも説明ができるように準備をした。 

✓ 私は、出発前に英語に自信がなくて、不安になりすぎてしまったところがあった。しかし、意外と何とかなるものだと思った。名前と

出身国を言うだけでもいいので、できるだけ一人で他国の参加者との中に飛び込んでいった方がいいと思う。 

✓ Poster presentation の準備の際の話し合いで、最も英語でディスカッションをする力が求められたと思う。私は十分に議論に参加

することができなかった。何度聞き返してもいいと思うので、自分ができることをすべてやり、手が空いてしまう時間を作らないよう

にするべきだと思う。 

✓ Poster presentation は、できるだけポスターを見るだけでは分からないことも多かったので、できるだけ多く話を聞きに行った方が

いいと思う。すべてを分かることはできなくても、理解できた範囲で質問すればいいと思う。 

✓ 英語に自信がなくても、出来るだけ英語で話し、ジェスチャーなどを使うことにより思いは伝わるので、積極的に他国の参加者とコ

ミュニケーションをとると ASCはより良い経験になると思います。 

✓ 英語によるコミュニケーションは、4年間のアメリカ在住経験を生かせば問題がないと思っていた。しかし、現地に行ってみると参加

者は、自分がアメリカで学んだ英語とはかけ離れた発音や話し方をしていたことに驚いた。参加者は様々なアジア諸国から来てお

り、一人一人が違うバックグラウンドを持っていたため、会話が弾むときとそうでないときの差が顕著に現れた。例えば、私の趣味

の一つはアニメを観ることであり、共通のアニメを知っていたりする子と出会うとコミュニケーションが弾んだ。しかし、全くの共通認

識がなくお互いの文化について掘り下げるだけだと、いくら英語が理解できてもコミュニケーションをとることは難しかった。 

✓ 今回の体験を踏まえて、まず行く前には様々な英語の発音に慣れておくことが大切であると考える。現在のテクノロジーを用いて、

youtube などで英語を楽しく聞けるようにしたほうがいいと思う。例えば、海外のアニメには様々な話し方をするキャラクターが登場

するの。そういったものを参考にするのも英語力を向上させ、現地での聞き取りに戸惑わなくなる。また、共通認識を持つことによ

ってコミュニケーションは多いに差がつけられると思う。これは日本語でも同じであると感じる。コミュニケーションをとるためにして

おきたいことは、アジア諸国のニュースに少しでも耳を傾けておくことである。そうすることで、アジアの様々な国々の人々と同じ意

識を持って会話が成立することが可能である。 

✓ 大前提として、英語が出来ると「自分の世界」が広がるので、英語の勉強はとにかくしておいて損は無いと思います。 
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将来の進路について 

◎進学先に考えている分野は？            ◎将来どのような職業に就きたいですか？ 

 
  

アジアサイエンスキャンプに参加する後輩たちへのメッセージ  

a. 英語によるコミュニケーションについて 

✓ 日頃から英語のリスニング能力、スピーキング能力を鍛えること。 

✓ 勇気を出して話すこと。別の国の団体の中に一人で突っ込んで行くと必然的に英語で話すことになるのでオススメです。 

✓ 自分の好きなこと、興味があることについては特に英語で話せるよう練習をしておくこと。 

✓ アジアの人たちは皆英語をしゃべれます。日本人の普通以上には。でもコミュニケーションを取ることに関して言えば、必ずしも一

発で伝わる必要もないし、自分の言いたいことを一生懸命伝えようとする意識があれば十分だと思います。Discussion はどんどん

先へ進んでしまうので、思ったことを簡単な英語でもいいからパッと言える能力がないと置いて行かれてしまうかもしれない。 

✓ 科学が好きか、科学のどの分野が好きか、はどの人にも聞けたが、どんな研究をしているのかやその分野のどういうとこが好きだ

とかどういう分野なのかとかを詳しく聞かなかった。もう少し科学について色々聞けたらよかったと思ったのできけたら自分の知識

も増えるしいいと思った。 

✓ 相手の言語についていろいろ聞いてみると、言語も学べて話も弾んでよさそうだった。 

✓ 私は日本生まれ日本育ちですが中学３年間独学と公立中学で英語を勉強し話せるようになりました。近道はなく、地道な努力だと

思いますが、文法や単語といった基礎を侮らないことと積極的に英語を使う(例えば登下校中暇なら英語でいろいろ考えて見るな

ど)少しの積み重ねで上手くなると思います。 

✓ 今までの勉強の成果が出て、今回英語でのコミュニケーションでは特に困ることはありませんでした。向こうもほとんどの人はネイ

ティヴでは無いので、多少の文法の間違いは全然気にせず、伝わらなければ何度でも言い直すということに精神的に耐えられさ

えすれば大丈夫です。 

✓ 私が今までしてきた英語学習で役に立ったのは、スピーキングとリーディングの訓練です。スピーキングでは、半月に一度、オンラ

インで外国人講師と 30 分ほど英会話をしてきました（１年間筑波大学 GFEST に参加しており、そこでの特典でした）。そこでは科

学の話題についての教材を使ったり、毎回講師の先生が違うので自己紹介をしたりしていたため、ASC で自己紹介をするときや

レクチャーについて話す時に役に立ちました。自分の好きなことについてポジティブに話せることはとても大事だと思います。また、

学校で週に 3 日ほど毎朝長文の問題が配られて解いていたおかげで、長いレクチャーやスライドの説明でも集中力を切らさずに

頑張ることができました。 
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✓ 科学の各分野に関する最低限の知識を持っておくべきです。自分の習った分野だけでなく、知らない分野のことも勉強しておくと

いいでしょう。 

✓ Speaker については事前に知らされているので、どういう質問ができるかを事前に考えておいた方がいいと思った。質問を考えて

書くことのできる時間はそんなに長くは与えられず、Lecture を聞きながら考え、書くことになるので、大体の考えをまとめておいた

方がその場でもっと考えを深められるようになると思う。 

✓ You Tubeで過去の ASCの Lectureの様子を視聴することができるので、それを視聴してから行った方が、話し方やスピードにより

ついていくことができたのかなと思う。 

✓ 自分の目指す分野・好きな分野しついての Lectureの準備がしやすいと思うので、その分野の準備は納得がいくまでやってもいい

と思う。しかし、その他の分野に関しても、興味がない、分からないと切り捨てることをせずに、よく分からないところがどこなのかを

知っておくだけで、質問するのに役立ったかもしれないと思っている。" 

✓ 私が一番やっておかなくてはいけないと思ったことは、英語がわからなくても、講義を行っていただく方々の履歴をよく調べておくこ

とである。講義者には、企業者からノーベル賞を受賞した科学者と、幅広い人々がいらっしゃった。そのため、自分があまりよく知

らない高度な経済学を用いた数学の話をされることもあった。しかし、その場で英語や話の内容が理解できなくても、事前に調べ

ていれば、自分の予備の知識とプレゼン内容をうまく結びつけることができる。この結びづけが出来ないと、講義を聞いていても全

く理解が出来ず意味のないものとなってしまいかねない。つまり、事前資料を送られてきてまずやるべきことはその人の研究を奥

深くまで探求することではなく、講義をしてくださる人の経歴を頭に抑えることだと思った。 

✓ 配布される冊子中の講義概要が一番重要に感じたので、良く読んで、分からない単語や物質名（例えばBcl-2遺伝子など）につい

て少し調べておいたら良いと思います。 

✓ スピーカーについては自分の専門分野と違うものをされている場合はかなり詳しく事前学習をしないとなかなかスピーチにも深入

りするのが難しいと感じました。また、参加者との議論については議論のテーマなどではなく、自分の国のこと自分のことを事前に

よく知っておくことが必要かなと思いました。やはり日本の代表として日本ではどうなの？と聞かれることも多いし、自分の国と他

の国を比較するためにとても大切だと思います。 

✓ 講義の内容は学校で習うのとは異なるので、できる範囲で事前学習はするべきだと思います。先生方はわかりやすく教えてくださ

るので、その先生の研究を完璧にするというより、興味を広げるように関連する分野を学んでおくとよいです。 

✓ 私はほとんど講師の方について事前学習をしなかったことを後悔しました。一人ずつの研究内容だけでも知っておけば、もっと講

義を理解することができ、得られたものも大きかったのではないかと思いました。さらに、ポスター製作の材料や道具も、あまり持

参しなかったので、グループのみんなに迷惑をかけてしまったことを申し訳なく思いました。 

c. 後輩に伝えたいメッセージ 

✓ キャンプ中は他国からの参加者と積極的にコミュニケーションをとることをお勧めします。日本人の参加者とは放って

おいてもきっと仲良くなるので、ここでしか出会うことのできない生徒とたくさん話して海外に友達をたくさん作りましょ

う。英語で自分の意見を上手に伝えられず苦しい思いをすることもあるかもしれませんが、一生懸命やったことは後

で振り返った時に必ずいい経験になると思います。勇気を出して頑張ってください。 

✓ この大規模での国際交流イベントはとても楽しいです！！ぜひ参加しよう！特にサイエンスキャンプに参加したこと

がない人たちにとっては、絶対貴重で良い経験になる！ 

✓ せっかくたくさんの人がいるからなるべく広く話そうと試みたけれど、関係を広く浅くし過ぎて、Face book 等を交換して

もどれが誰か解らなくなってしまう事があったので、もしたくさんの人と交換するなら一緒に写真を撮ってそれをその

人の連絡先に送るとか、名前とその人に関するメモを作るとか工夫をした方が良かったと思った。 

✓ ぜひ ASC に参加してください。できるだけいろいろな人と話してみてください。きっととてもいい友達ができると思いま

す。そして、胃腸薬を必ず持っていきましょう。 

 

64 

✓ 英語学習に楽な方法はありませんが、日本人は話す・聞く部分に弱い傾向があるため、インターネットで毎日英語を聞いたり、独

り言を英語で言ってみたりすると実際の会話で楽になると思います。 

✓ 外国人は大抵フレンドリーなので、遠慮なく話しかけましょう。無理に話しかける必要はありませんが。 

✓ 会話の中で、相手が速かったり訛っていたりして、英語が聞き取れないことが数多くあると思いますが、そのような時は何度も聞き

返しましょう。同様に、自分の英語が理解されないことも多いです。 

✓ 日常英会話に加えてサイエンス英語が必要でした。普通の高校ではどちらも触れる機会がないと思うので、インターネットを活用

するしかないのかな。無料で英会話ができるサイトもあるそうなので私も探索したいです。 

✓ 各国の人たちと交流を深めるには英語は必須だと改めて実感しました。私は英語を学ぶために外国へ行った経験はありませんが、

日本で学んだ英語でも ASC で楽しくコミュニケーションが取れました。英語を通じて、様々な経験と交流ができるので、怖がらずに

チャレンジしてみて下さい。 

✓ 私自身自分の言いたいことがなかなか言えなかったり、聞き取れない英語も多く、あらためて英語でのコミュニケーションの必要性

を感じました。普段から英語で人と対話できるチャンスがあればどんどん取り入れ、友達同士で英語を話してみるのはお互いに助

けあえてとてもいいと思います。 

✓ ASCには英語力の高い人がたくさん来ます。僕は海外経験がありませんでしたが、学校で習う英単語、英文法で十分コミュニケー

ションは取れると思います。しかし、日がたつにつれて深い話になると、相手の話が分からなくなる瞬間がありました。一度へこた

れてしまうと、簡単な話まで分からなくなってしまいました。大事なのはこのようなときに諦めないことだと思います。実際、そのあと

コミュニケーションをとり続けると、ASCの後半ではたくさんの人と話せるようになりました。 

b. 講義の事前学習について 

✓ その講義について大まかな内容を調べておくこと。自分の興味のある分野の講演は特に詳しく調べておくこと 

✓ 質問力を上げること。日頃から聴いた内容に対して質問を考え出す練習をしておくこと。 

✓ 難しい話を英語で聞く場合もあるので、それに備えて研究の概略を知ってから行くのはアリだと思います。そういった事前準備が

あったほうがいいプレゼンと、そうでないものとありましたが・・・。日本にいるうちに自分から積極的に話していける人になっておく

とキャンプ全体を通して楽しいと思います。DiscussionでもLunch Timeやバス移動での日常会話でも。あと、恐らく日本人からする

と科学用語の英語レベルが高めなので、事前にそういった英単語だけマークしていくとついていきやすいかも。（例えば

photosynthesisが出てきて「なんだっけ?」と 5秒ほど悩んでいたら勿体ない！） 

✓ TED等を聞いて聞く時の感覚をつかんでおけばよかった。 

✓ 当日、着くまではっきりとした内容はわからないのでリサーチは難しいですし、後からすれば良いと思います。それよりもわからな

い英語の単語があれば調べておいたり、どのようにノートをとりどのレクチャーから何を学びたいかといったりした個人の準備を重

視すべきだったと思いました 

✓ レクチャーの内容は専門的で、日本語で理解するのも難しいものが多かったので、もはや完全に理解できるように予習しておくの

は不可能だったとは思います。全てのレクチャーの予習をするのではなく、自分の興味があるレクチャーに的をしぼって、まずは自

分が一番勉強しやすい言語でその先生の研究なさっていることを勉強するのがいいのではないでしょうか。内容をその場で理解

するのはかなり難しいので、質問内容を思いつかなかったりしても気にしなくて大丈夫です 

✓ 日常会話が出来るレベルでしたが、やはりレクチャーの内容は高度で専門的でありました。なので出来る範囲で少し言葉を知って

いればより理解できると思います。しかし理解出来なくても周りで分かった人に教えてもらうこともできるので大丈夫だと思います。 

✓ 自分の不得意な分野があれば、事前に下調べしておいたほうがわかりやすいかもしれない。 

✓ スピーカーのしている研究を、日本語ででももっと詳しく学んでおけばもっとレクチャーは理解しやすかったのだろうと思いました。

どんな考え方をもとにその研究は成り立っているのかなど、根本的な理論を事前に理解しておくべきだったなと思っています。 

✓ 可能である限りスピーカーの出している論文等を読んでおけるとベストだと思います。それが可能でなかったとしても、関連する分

野の予備学習（特に専門用語）をしておくべきであると思います。 
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✓ 科学の各分野に関する最低限の知識を持っておくべきです。自分の習った分野だけでなく、知らない分野のことも勉強しておくと

いいでしょう。 

✓ Speaker については事前に知らされているので、どういう質問ができるかを事前に考えておいた方がいいと思った。質問を考えて

書くことのできる時間はそんなに長くは与えられず、Lecture を聞きながら考え、書くことになるので、大体の考えをまとめておいた

方がその場でもっと考えを深められるようになると思う。 

✓ You Tubeで過去の ASCの Lectureの様子を視聴することができるので、それを視聴してから行った方が、話し方やスピードにより

ついていくことができたのかなと思う。 

✓ 自分の目指す分野・好きな分野しついての Lectureの準備がしやすいと思うので、その分野の準備は納得がいくまでやってもいい

と思う。しかし、その他の分野に関しても、興味がない、分からないと切り捨てることをせずに、よく分からないところがどこなのかを

知っておくだけで、質問するのに役立ったかもしれないと思っている。" 

✓ 私が一番やっておかなくてはいけないと思ったことは、英語がわからなくても、講義を行っていただく方々の履歴をよく調べておくこ

とである。講義者には、企業者からノーベル賞を受賞した科学者と、幅広い人々がいらっしゃった。そのため、自分があまりよく知

らない高度な経済学を用いた数学の話をされることもあった。しかし、その場で英語や話の内容が理解できなくても、事前に調べ

ていれば、自分の予備の知識とプレゼン内容をうまく結びつけることができる。この結びづけが出来ないと、講義を聞いていても全

く理解が出来ず意味のないものとなってしまいかねない。つまり、事前資料を送られてきてまずやるべきことはその人の研究を奥

深くまで探求することではなく、講義をしてくださる人の経歴を頭に抑えることだと思った。 

✓ 配布される冊子中の講義概要が一番重要に感じたので、良く読んで、分からない単語や物質名（例えばBcl-2遺伝子など）につい

て少し調べておいたら良いと思います。 

✓ スピーカーについては自分の専門分野と違うものをされている場合はかなり詳しく事前学習をしないとなかなかスピーチにも深入

りするのが難しいと感じました。また、参加者との議論については議論のテーマなどではなく、自分の国のこと自分のことを事前に

よく知っておくことが必要かなと思いました。やはり日本の代表として日本ではどうなの？と聞かれることも多いし、自分の国と他

の国を比較するためにとても大切だと思います。 

✓ 講義の内容は学校で習うのとは異なるので、できる範囲で事前学習はするべきだと思います。先生方はわかりやすく教えてくださ

るので、その先生の研究を完璧にするというより、興味を広げるように関連する分野を学んでおくとよいです。 

✓ 私はほとんど講師の方について事前学習をしなかったことを後悔しました。一人ずつの研究内容だけでも知っておけば、もっと講

義を理解することができ、得られたものも大きかったのではないかと思いました。さらに、ポスター製作の材料や道具も、あまり持

参しなかったので、グループのみんなに迷惑をかけてしまったことを申し訳なく思いました。 

c. 後輩に伝えたいメッセージ 

✓ キャンプ中は他国からの参加者と積極的にコミュニケーションをとることをお勧めします。日本人の参加者とは放って
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✓ 英語学習に楽な方法はありませんが、日本人は話す・聞く部分に弱い傾向があるため、インターネットで毎日英語を聞いたり、独
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アジアサイエンスキャンプ 参加者募集

■概要

国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）は、２０１７年８月２０日から８月２６日にマレーシアで開催される第１

１回アジアサイエンスキャンプに派遣する物理、化学、生物学、数学分野の科学に興味を持つ、高等学校、中等教育

学校、高等専門学校、大学、大学校の生徒または学生（高校２年－大学２年相当）を募集します。

■アジアサイエンスキャンプとは

アジアサイエンスキャンプ ＡＳＣ は、ノーベル賞学者や世界のトップレベルの研究者による講演、講演者がリードする

ディスカッションセッションなどにより、アジアからの参加生徒･学生が直接科学の面白さを体験し、また生徒･学生同

士の交流を深める場です。２００５年のリンダウ会議の際、小柴昌俊博士（２００２年ノーベル物理学賞受賞者）と

博士（１９８６年ノーベル化学賞受賞者）の間で、アジアの若者のためにトップレベルの学者と若い生徒･

学生の交流プログラムを始めたいと発案されました。これまで、台湾・台北 ２００７年 、インドネシア・バリ ２００８年 、

日本・つくば ２００９年 、インド・ムンバイ（２０１０年）、韓国・テジョン（２０１１年）、イスラエル・エルサレム（２０１２

年）、日本・つくば ２０１３年 、シンガポール（２０１４年）、タイ・パトゥムターニー（２０１５年）、インド・バンガロール（２

０１６年）で開催されています。

■アジアサイエンスキャンプ （Ａｓｉａ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｃａｍｐ ）

第１１回のアジアサイエンスキャンプは２０１７年８月２０日から８月２６日までマレーシア・カンパーの

で開催されます。プログラムはすべて他国の生徒・学生とともに英語で学びます。ＪＳＴは日本

からの派遣の事務局として、アジアサイエンスキャンプ２０１７への日本からの参加者の募集と選抜、マレーシアの組

織委員会への参加登録を行います。世界のトップレベルの科学者から講義を受けて、アジア各国の仲間たちと出会う

ことができるチャンスです。参加を希望される方は、下記の募集要項にしたがって奮ってご応募ください。

☆アジアサイエンスキャンプ２０１７（マレーシア）ホームページ

※講師やプログラムの内容は随時発表されます。

☆ （予定）

・

・

・

・

・・・
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✓ もしも海外の人と連絡先を共有したいと思った時は、中国からの派遣員が Facebook も LINE も使えないことに気をつ

けてください。Wechat があると中華系の人とつながるのに便利です。また、Whatsapp なども中央アジアの方ではよく

使われていました。 

✓ 殻に閉じこもらないよう頑張ってください。自分が心を開きさえすれば有意義な時間を過ごせます。自分が興味ある

分野、および自分の考えをあらかじめ図を交えた英語のポスターを作っておくのがおすすめです。時間をかける価値

はあります。 

✓ 5 日間しか他の国の人と関わる時間がないので、悔いのないように楽しんでください。とても有意義なキャンプになる

と思います。一生忘れることは出来ないと思います。 

✓ こんなに様々な国の出身者とたくさんコミュニケーションをとれる機会はそうそうないと思います。いきなり初対面の人

と、名前と出身地を教えあう自己紹介をして、話題を探しながら会話を続けていくのは楽しいですよ。できるだけ積極

的に、目一杯楽しみながら参加してください。なにかしら、自分の中に変化が起きると思いますよ。 

✓ 個人的には名刺を作っていくことをお勧めします。私自身、今回は 30枚作っていきました。特に海外で自分や相手が

インターネットを使えない際にはとても便利です。相手にインパクトを与えられるのも一つの利点です。なお、名刺を

交換する際には最低限のマナーは守りましょう。 

✓ 一生に一度しか経験できない貴重な体験なので、積極的に全ての活動に参加し、全力で取り組んでほしいと思いま

す。 

✓ 日本にいる初日から知らない人に囲まれ、さらにそこに追い討ちをかけるようにその人たちと異国に行く。そこで、自

分が想像して数の人と出会い、コミュニケーションを約１週間もとらなくてはいけない。人見知りの私にとっては、初日

は地獄のようであり、ジャングルの探検へ行くようでもあり、心臓が鳴る音が煩かった。しかし、自分から行動しなくて

は何も得られないため通じなくてもいいという気持ちで皆の輪に入り込んでみると、意外にも皆自分のことを素直に受

け止めてくれた。私は怖がらずに、リスクを負ってもいいから飛び込んでみることが大切なのだ、ということに

ASC2017 を通して改めて気づかされた。そのため、たとえ人見知りでコミュニケーションが苦手でも挑戦をすることが

自分を成長させる第一歩なのだと思う。頑張ってください！ 

✓ 最終日以外は早く寝ましょう。海外で生活するだけでかなり疲れが溜まるので。 

✓ トランプなどを持っていくと遊ぶ際に盛り上がるかもしれませんが、あまり遊ぶ時間が無いかもしれません。 

✓ 応募作文は大変だけど、絶対に応募したほうがいい！自分のこと、科学のこと、外国のこと、学べることが山積みで

す♡ 

✓ 何より日本代表の派遣員との交流が楽しかったです。科学の話、将来の夢、進路の悩みなど、色んな視点から話し

てくれる。先輩や友だちができたことにはとても感謝しています。みんなも是非素晴らしい出会いを楽しんでください。 

✓ このキャンプほど様々なバックグラウンドを持った様々な国の学生たちが一斉に集まって議論しあえる場はないと思

います。メンバーであることに誇りと責任と感謝の気持ちをもって、目の前の一瞬一瞬に全力を注いでください。そう

すればきっと自分にとって最高の経験になると思います。 

✓ 僕は ASC に参加してアジア各国の学生と交流し得たものの一つに、自分の興味と同じ人、異なる人が海を隔ててこ

んなにいたのか、ということを知ることができたというものがあります。彼らと交流できたことで将来一緒に研究したい

と強く思え、それは今の僕の大きなモチベーションになりました。みなさんも是非このような「高み」を見られる貴重な

体験をしていただきたいです。 
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応募書類

（１） アジアサイエンスキャンプ 参加申込書 →ダウンロードして記入

（２） 成績証明書

※ 現在所属する学校（大学１年生の場合は卒業時）の成績証明書または通知簿の写し。

※ 日本語または英語で記載しているもの。

（３） 担任、あるいは指導教員による推薦書

現在所属する学校または高校時代の担任、あるいは指導教員に、英語の能力（読み書き、英会話及び総合評

価）、科学に対する興味、プログラムに参加する意欲等について記述してもらってください。Ａ４用紙２ページ以

内、様式自由。

※ 教員に推薦書の記述を依頼することが困難な方は、推薦書の提出が困難な理由と自己推薦文を書いて提

出してください。

※ 日本語または英語で記載してください。

（４） 英語による作文

次の３点について英語で記載したレポートを作成。あわせてＡ４用紙２ページ程度、様式自由。ただし、３つのテ

ーマは表題をつけて個別に記載してください。

①「これまでの科学（物理、化学、生物学、数学分野）に係る体験」

②「アジアサイエンスキャンプへの参加を通じてどう自分を高めたいか」

…①「これまでの科学（物理、化学、生物学、数学分野）に係る体験」を踏まえ、あなた自身がアジアサイエンス

キャンプにどのように取り組み、自分を高めたいと考えているか述べてください。

③「私の将来について」

…②「アジアサイエンスキャンプへの参加を通じてどう自分を高めたいか」で記載したことを踏まえ、自分の将来

にどのように活かしていきたいかを述べてください。

（５） 日本語による作文

① 次について記載したレポートを作成。Ａ４用紙１ページ程度、様式自由。表題をつけてください。

✓ 「私が伝えたい科学のニュース」

…近年の科学のニュースを取り上げ、あなたが感じたこと、考えたことを、あなたの周りの人にも伝わる

ように、わかりやすく説明してください。

② 次の２点について記載したレポートを作成。あわせてＡ４用紙１ページ程度、様式自由。ただし、２つのテーマ

は表題をつけて個別に記載してください。

✓ 「英語能力について」

…英語力をアピールしてください。

✓ 「課外活動等について」

…現在行っている研究、ボランティア、地域活動、コンテスト参加経験、留学経験、その他の活動を記

載してください。

（６） 英語関連の証明書（任意）

英検、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ、ＧＴＥＣ、ＩＥＬＴＳ、ＢＵＬＡＴＳ等の証明書があれば写しを添付。
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■アジアサイエンスキャンプ 参加者募集要項

アジアサイエンスキャンプ に日本派遣団の一員として参加する、高校生の派遣員と、高校生参加者をリードする

大学生の派遣員リーダーを募集します。

※本募集は平成２９年度政府予算の成立を前提としています。予算の成立状況によっては実施スケジュ

ール・内容の変更・調整が生じる場合があることを予めご了承ください。

派遣期間

２０１７年８月１９日（土）～８月２７日（日） （予定）

※ 上記は、アジアサイエンスキャンプの開催期間（２０１７年８月２０日～８月２６日）に加え、日本出発前の集合、渡

航、および帰国後の解散の時間が含まれています。交通手配等により、派遣期間が若干変更される場合がありま

す。

募集人員

派遣員および派遣員リーダー 計 名

※ 高校生の派遣員を主として募集し、大学生の派遣リーダーを若干名募集します。

応募資格

派遣員および派遣員リーダーとも、それぞれ（１）～（３）のすべてを満たす必要があります。なお、プログラムはすべて英

語で行われるため、ＣＥＦＲ（注） でＢ１ランク（英検２級程度）以上の英語力を持つことが望ましいです。また、マレー

シアへの渡航にはパスポートの残存が入国時６ヶ月以上残っている必要がありますので、パスポートを持っていない場

合と残存が入国時６ヶ月以下の方は、５月末までにパスポートを取得もしくは更新できるようにしてください。

（注）ＣＥＦＲ：Ｃｏｍｍｏｎ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ｏｆ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｆｏｒ Ｌａｎｇｕａｇｅｓ の略称。語学のコミュ

ニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧米で幅広く導入されつつある。

【派遣員】

（１）サイエンスキャンプ開始時点で、日本国内の高等学校または高等専門学校の２～３年生と中等教育学校の後期

課程の５～６年生かつ年齢が１６歳から２１歳までであること。

（２）自然科学（物理、化学、生物学）または数学に高い意欲と秀でた能力を有し、英語による議論、講演など全日程

に参加できる者。

（３）日本派遣団の一員として相応しい行動が取れる者。

【派遣員リーダー】

（１） サイエンスキャンプ開始時点で、日本国内の高等専門学校の４～５年生または大学、大学校の１～２年生かつ

年齢が１６歳から２１歳までであること。

（２） 自然科学（物理、化学、生物学）または数学に高い意欲と秀でた能力を有し、英語による議論、講演など全日程

に参加できる者。

（３） 日本派遣団の一員として相応しい行動が取れ、派遣員をリードする役割を担える者。
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個人情報の取扱について

ご提供いただいた個人情報は、国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「 という」）における「個人情報保

護規則」に基づき、次のように取り扱います。ご応募される方は、以下に記載された内容について同意された上、ご応

募くださいますようお願い致します。

・ 提供された個人情報は が適正に管理します。

・ に提供された個人情報は、アジアサイエンスキャンプ事業における選考や関連する各種のご案内及び本事

業の運営・改善のための申込者の実数・分布等の分析に使用します。個人情報の提供は任意ではありますが、

必要な情報が提供されない場合は事業の実施・参加に支障が生じる可能性がありますので、ご了承ください。

・ 提供された個人情報に関して、提供者本人（本人が未成年の場合は保護者を含む）から開示請求があった場合、

また、開示の結果、訂正、削除等の請求があった場合は、速やかに対応します。

・ アジアサイエンスキャンプが終了して一定期間経過後、廃棄いたします。

その他

・ マレーシアへの出入国は日本派遣団としてまとまって行動します。

・ 派遣終了後、報告書の作成にご協力いただきます。

参考情報

☆ アジアサイエンスキャンプ２０１３（日本）ホームページ

※日本開催時のプログラムや講義風景などがご覧になれます

☆ アジアサイエンスキャンプ２０１６（インド）日本派遣団の派遣報告書

☆ アジアサイエンスキャンプ２０１５（タイ）日本派遣団の派遣報告書

※昨年及び一昨年の参加者の感想等がご覧になれます

問い合せ先

国立研究開発法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）

理数学習推進部（才能育成グループ）

「アジアサイエンスキャンプ」派遣事務局

電話： ：

：ｉｎｔｌ
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応募手順

①下記の応募書類送付先に応募書類一式を送付してください。

※ 原則として、普通郵便、レターパック、書留、信書便で送付してください。

（ゆうメールでの信書の送付は認められていませんのでご注意ください）

② 応募書類を発送した当日に、参加申込書に記載したメールアドレス（携帯メールアドレスは不可）から

へ発送したことをメール連絡してください。

※ 氏名、学校名とともに「本日発送しました」と必ず記載してください。

③ アジアサイエンスキャンプ派遣事務局からの受領完了メールを受信

※ 発送した書類が事務局に到着したら、事務局から連絡のあったメールアドレスに対し、

受領完了のメールを送ります。発送後１週間経過しても事務局から受領完了の連絡がなかったら電話

で問い合わせてください。

応募書類送付先

〒３３２－００１２埼玉県川口市本町４－１－８川口センタービル

国立研究開発法人 科学技術振興機構 理数学習推進部（才能育成グループ）

「アジアサイエンスキャンプ」派遣事務局

※ 事務局では応募書類の不着、紛失についての責任は負いません。

応募受付期間

２０１７年４月３日（月）～４月２４日 月 必着

※ これより後に到着したものは審査対象となりません。十分な余裕をもって送付してください。

応募に係る諸注意

・未成年者は必ず保護者の同意を得た上で応募してください。未成年の参加者は、参加決定後に再度保護

者による承諾書の提出が必要です。

選考

・応募書類を厳正に審査し、参加者を決定します。選考結果は、５月下旬に書面にて通知する予定です。

・選考過程で事務局より問い合わせをする場合がありますので、申込書には必ず連絡が付く電話番号と、応

募者本人が使用するメールアドレス（携帯のメールアドレスは不可）を記載してください。

（ のメールアドレスを持っていない場合、 や メールを無料で取得することができます。）

参加費用

無料

※ マレーシア到着後の参加者の滞在に係わる費用はマレーシアの組織委員会が用意します。

※ 参加者の最寄り拠点駅からマレーシアまでの交通をＪＳＴが用意いたします。ただし、最寄り拠点 駅までの移

動交通費（バス等）が発生する場合は参加される方にご負担いただきます。

※ 渡航に関わる海外旅行傷害保険はＪＳＴで加入手配いたします。
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☆ アジアサイエンスキャンプ２０１６（インド）日本派遣団の派遣報告書

☆ アジアサイエンスキャンプ２０１５（タイ）日本派遣団の派遣報告書

※昨年及び一昨年の参加者の感想等がご覧になれます

問い合せ先

国立研究開発法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）

理数学習推進部（才能育成グループ）

「アジアサイエンスキャンプ」派遣事務局

電話： ：

：ｉｎｔｌ
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応募手順

①下記の応募書類送付先に応募書類一式を送付してください。

※ 原則として、普通郵便、レターパック、書留、信書便で送付してください。

（ゆうメールでの信書の送付は認められていませんのでご注意ください）

② 応募書類を発送した当日に、参加申込書に記載したメールアドレス（携帯メールアドレスは不可）から

へ発送したことをメール連絡してください。

※ 氏名、学校名とともに「本日発送しました」と必ず記載してください。

③ アジアサイエンスキャンプ派遣事務局からの受領完了メールを受信

※ 発送した書類が事務局に到着したら、事務局から連絡のあったメールアドレスに対し、

受領完了のメールを送ります。発送後１週間経過しても事務局から受領完了の連絡がなかったら電話

で問い合わせてください。

応募書類送付先

〒３３２－００１２埼玉県川口市本町４－１－８川口センタービル

国立研究開発法人 科学技術振興機構 理数学習推進部（才能育成グループ）

「アジアサイエンスキャンプ」派遣事務局

※ 事務局では応募書類の不着、紛失についての責任は負いません。

応募受付期間

２０１７年４月３日（月）～４月２４日 月 必着

※ これより後に到着したものは審査対象となりません。十分な余裕をもって送付してください。

応募に係る諸注意

・未成年者は必ず保護者の同意を得た上で応募してください。未成年の参加者は、参加決定後に再度保護

者による承諾書の提出が必要です。

選考

・応募書類を厳正に審査し、参加者を決定します。選考結果は、５月下旬に書面にて通知する予定です。

・選考過程で事務局より問い合わせをする場合がありますので、申込書には必ず連絡が付く電話番号と、応

募者本人が使用するメールアドレス（携帯のメールアドレスは不可）を記載してください。

（ のメールアドレスを持っていない場合、 や メールを無料で取得することができます。）

参加費用

無料

※ マレーシア到着後の参加者の滞在に係わる費用はマレーシアの組織委員会が用意します。

※ 参加者の最寄り拠点駅からマレーシアまでの交通をＪＳＴが用意いたします。ただし、最寄り拠点 駅までの移

動交通費（バス等）が発生する場合は参加される方にご負担いただきます。

※ 渡航に関わる海外旅行傷害保険はＪＳＴで加入手配いたします。

71



72 

アジアサイエンスキャンプ２０１７参加申込書

国立研究開発法人 科学技術振興機構「アジアサイエンスキャンプ」派遣事務局 御中

募集要項の内容および個人情報の取り扱いについて同意

のうえ、アジアサイエンスキャンプに申し込みます。

記載日： ２０１７年 ４月 日

フリガナ 性 別 年 齢

氏 名 （姓） （名）

男 ・ 女 歳英語表記 （ ） （ ）

学校名

記入例：〇〇県立〇〇高等学校

学 年 都道府県（学校）

年生

学校名

（英語表記）

科学技術に関する研究活動やコンテスト受

賞実績等があれば具体的にお書きください。

パスポートの有無 あり なし

※氏名の英語表記は、パスポートの表記で記載してください。

自宅にお住まいの場合

住所

〒 －

電話番号 － －

寮・下宿等にお住まいの場合 現住所 〒 －

連絡先電話番号 － －

本人携帯電話番号 － －

アドレス（携帯不可）

保護者氏名（未成年のみ）

※未成年の方は、参加に際し保護者了解が必要です。必ず、許可を得てお申し込みください。

添付書類（同封する下記の書類が揃っていればチェックしてください。）

□成績証明書 □推薦書 □英語作文 □日本語作文① □日本語作文② □英語資格証明（任意）

 

□同意します
（必ずチェックしてください）

都 道 
府 県 

都 道 
府 県 
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