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平成 27 年度 アメリカトーマスジェファーソン高校サイエンス研修報告書 

市川学園 高校二年 宇佐美茉由 

 

SSH 連携校と協力してワシントン DC を訪問し、STEM 教育を行っているトーマスジェファーソン

高校(Thomas Jefferson High School for Science Technology)で科学発表を行う同研修に 1月

4日～9日まで 4泊 6日参加いたしました。同校への訪問は一日ですが、NASA をはじめとした

アメリカの科学関連の施設に訪問し、科学に関する見識を深めました。 

横浜サイエンスフロンティア高校(YSFH)、筑波大学附属駒場高校、都立戸山高校、市川学園、

東京工業大学附属科学技術高校の SSH 連携校５校が協力して研修を行い、生徒 9名、引率教師

6名の計 15名が参加しました。 

この度は高校生という多感な時期にこのような貴重な経験をさせていただいたことは大変あり

がたく、とても光栄に思います。 

 

このサイエンス研修に参加希望したのは、自分の行っている研究を向上させ、生きた英語に触

れ、アメリカの誇る科学技術関連の施設に訪れたいと思ったからです。 

私は高校一年生のときに学校の企画する、イギリスのケンブリッジ大学への二週間の研修とニ

ュージーランドへのホームステイプログラムに参加しました。ケンブリッジ大学で英語を使っ

て世界の人とコミュニケーションをする楽しさを実感し、大学の研究室を見学して科学や医学

への興味を持ちました。またニュージーランドへのホームステイで国外の文化に色濃く触れ、

違う文化圏の人々の世界をもっと見てみたいと思うようになりました。 

高校二年生になってからは SSH での課題研究が始まって研究の楽しさを知り、生物をはじめと

する科学への関心がさらに高まりました。 

そのためこの研修でアメリカのトップレベルの高校であるトーマスジェファーソン高校で研究

発表を行うことにとても大きな期待をしており、より良い研究発表になるようにと研究を進め

て参りました。 

 

私は「水の硬度はトマトの糖度にどのような影響を与えるのか？」という生物の課題研究を

SSH で行っています。 

この研究は与える水の硬度を変え、トマトを品種改良せずに甘くすることを目指しています。 

水の硬度とは水に含まれるマグネシウムイオンとカルシウムイオンの量の指標で、どちらも肥

料の必須栄養素です。特にマグネシウムイオンは葉緑素の合成に不可欠で、また光合成作用を

活発にさせます。そのため硬度の高い水を与えるほど、トマトは甘くなるのではないかと仮説

を立て実験を行いました。 

与える水を 4条件に分けて計 48 株のマイクロトマトを栽培しました。条件は硬度 304、130、

70、0 の 4つで、草丈・葉の大きさ・実のグルコース濃度を測定しました。 

結果として、栄養生長には特に変化はなく、高硬度の水を与えたトマトほど実に含まれるグル

コース濃度が高くなり、硬度 0の水を与えたトマトの実が壊疽しました。カルシウムが欠乏す
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ることによって細胞の一部が死滅して腐ったことが原因で壊疽が起こったと考えられます。 

したがって、高硬度の水を与えるとトマトの実は甘く、かつ健康に育つとの結果が得られまし

た。 

この研究成果について、トーマスジェファーソン高校でポスター発表を行いました。 

以下に研修報告をいたします。 

 

≪研修内容≫ 

 1 日目(1 月 4日) 

ワシントン DC 到着後、午前中リンカーン記念堂、ホワイトハウスに行きました。 

午後には、スミソニアン国立歴史博物館を訪問しバーナード・フィン博士によるエジソンの白

熱電球の発明の講義を伺いました。その後スミソニアン自然史博物館を見学しました。 

  

リンカーン記念堂    リンカーン像 

 

  

ワシントン記念塔    ホワイトハウス 
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スミソニアン歴史博物館    スミソニアン自然史博物館 

 

 

 感想、学んだこと 

リンカーン記念堂にはリンカーンのゲティスバーグ演説が刻まれていました。‶government of 

the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.” という

後の一節が有名な、民主主義を謳った演説です。またリンカーン記念堂は、マーティン・ル

ーサー・キング牧師の ‶I have a dream.” というスピーチがなされた場所でもあります。

アメリカ 大の内戦である南北戦争を終結させアメリカをまとめあげたリンカーンの偉大さ

と、民主主義と自由を掲げたアメリカの歴史がつまっている場に深い感慨を感じました。 

 

ホワイトハウスでは、近くの道路に車で入るには厳重なチェックを受けなければならず、また

ホワイトハウスの屋上にはスナイパーがいて、柵を越えて敷地に入ると問答無用で撃たれるそ

うです。オバマ大統領やアメリカの要人は移動の際には専用ヘリを使い、更にヘリを複数飛ば

してどこに大統領が乗っているかわからないような工夫をしていると聞きました。その警備体

制の強固さに、首相官邸にドローンが落下し、二週間その事態に気づかないという事件があっ

たような日本の危機管理体制と全く異なっていると思いました。 

日本が安全であるというのは美点ではありますが、安全であるからゆえ国民が危機に対してあ

まりに無防備で無警戒であるのは危ういことだと思いました。ISなどによるテロの可能性が現

在高まっていますが、対策がきちんとなされているのか不安に感じます。テロや安全に対する

日本の意識の希薄さとアメリカの高い危機管理意識の違いを実感しました。 

 

スミソニアン国立歴史博物館のエジソンの白熱電球の発明の講義では、バーナード・フィン博

士はまず、「博物館で展示物を見る際には、その博物館が誰によって作られたかを意識しなけれ

ばならない」とおっしゃっていました。「例えばスミソニアン博物館は国立なので、戦争にまつ

わる展示品には戦争を正当化しようとするアメリカ政府の意向が含まれた展示の仕方になって
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いるかもしれない。そのまま鵜呑みにせずに自分で考えるということが重要だ」、ということで

す。私はそれまで、博物館の展示品をそのような客観的な視点で見ていなかったので、この言

葉は特に印象に残り、多角的な視野や客観視の重要さを感じました。 

エジソンの解説ではフィン博士がエジソンのフィラメントについて展示品と共にわかりやすく

説明してくださいました。白熱電球の元となる発明、エジソンの白熱電球の発明、その発明の

広告方法、それによって電球の開発競争が始まったこと、実用化、と 5つに分けた流れでエジ

ソンやフィラメントについて教えていただきました。 

そこで気付いたのは、エジソンは発明家や研究者というよりもビジネスマンとしての一面が大

きかったということです。エジソンは、より効果的に多くの研究資金を集める工夫として、ク

リスマスの夜にウォール街近くの建物に電気をつけて、たくさんの人と出資者を集めたそうで

す。研究を実用化するには発明だけではなく、多くの資金が必要不可欠であるということを理

解しました。 

また白熱電球が発明されてすぐに電球の開発競争が始まったというところにアメリカの自由競

争意識の高さや、より良いものを作ろうという意欲の高さを感じました。 

 

 

 2 日目(1 月 5日) 

トーソン大学のメリーランド・ローナー研究所で DNA について講義を受け、数種類のフルーツ

や自分の唾液から DNA を抽出する実験を行いました。 

その後 NASA ゴダード宇宙センターで、2018 年に打ち上げ予定の赤外線望遠鏡を搭載した人工

衛星(James Webb Space Telescope)の製作と衛星の実験場を案内していただき、James Webb 

Space Telescope について解説をしてもらいました。また、観測データから解析した地球の大

気・海流・気温を球体にホログラムで再現した装置を見学し、NASA で働く日本人研究者 4名か

らそれぞれの研究や宇宙に関してのプレゼンテーションを聞きました。 

  

 メリーランド・ローナー研究所     DNA 抽出実験 
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NASA2018 年打ち上げ予定の人工衛星模型  NASA 人工衛星の実験場 

 

NASA の日本人研究者によるプレゼンテーション 

 

 感想、学んだこと 

研究所の方による講義は動画やアニメーションを多用したスライドによるもので、とても分か

りやすく、DNA の構造の理解が深まりました。初めて英語での実験を行い、普段日本語で行う

実験に慣れているので貴重で新鮮な体験となりました。英語で複雑な実験ができるか不安でし

たが、作業は日本で行う実験とさほど変わらず、また事前学習としてエタノール沈殿による

DNA 抽出のメカニズムを調べて理解していたため、うまく DNA の抽出や実験の考察ができまし

た。 

NASA ではまず、厳重な管理体制と研究施設の大きさと広さに驚きました。一般の見学では入れ

ない研究所などに行くため、警察の方によるチェックを受けました。 

人工衛星の見学では、スケールの壮大さと 新の科学技術の凄さを実感しました。私たちが見

学した、制作中の赤外線望遠鏡は、従来のものよりも遥か遠く、ビッグバンほどの昔の光を見

ることができるそうです。 新の研究から、宇宙が急速に膨張していること、中性子星の存

在、ニュートリノについてなど、宇宙についての知識が深まりました。 

日本人研究者の研究は、惑星の X線の解析・太陽のフレアや黒点などについての研究・地球の

CO₂の観測とシミュレーションプログラムの開発・太陽圏物理のプラズマと宇宙について、だと

おっしゃっていました。 

NASA では宇宙のことに関する研究だけでなく、物理学など多種多様な研究がなされていると分

かり、その研究の複雑さに感心いたしました。 
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 3 日目(1 月 6日) 

トーマスジェファーソン高校では、生徒及び教員全員に約二人ずつバディとして生徒がつき、

バディ二人のそれぞれの午前の授業に参加しました。バディは皆、日本語の授業をとってい

て、レベルの差が多少あるものの全員日本語が話せます。私は設計技術(Design Tech)と、神経

科学(Neuro Science)の授業に参加しました。お昼はトーマスジェファーソン高校の生徒たちと

日本語科の教室で食べ、日本語と英語どちらも使って交流をしました。 

午後、トーマスジェファーソン高校の生徒に向けて学校紹介のプレゼンテーションを五校それ

ぞれが行い、その後に自分の研究のポスター発表を五回行いました。観客であるトーマスジェ

ファーソン高校の生徒を入れ替えて同じ発表を行ったので、プレゼンテーションは計二回、ポ

スター発表は計十回行いました。 

発表が終わった後に日本人コミュニティーによる交流会に参加しました。 

  

神経科学研究室       日本語科の教室 

  

 設計技術の授業           ロボット工学の研究室 
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     ポスター発表          学校紹介のプレゼンテーション 

 

 感想、学んだこと 

私たちが訪れたトーマスジェファーソン高校は STEM 教育を行っている、アメリカトップレベル

の高校です。STEM 教育とは日本でいう SSH のようなもので、サイエンス（science）、テクノロ

ジー（technology）、エンジニアリング（engineering）、数学（math）に重点を置いた教育で

す。今後のアメリカ経済では間違いなくこれら４つの分野が中心を担うと言われており、STEM

教育は将来アメリカ経済を牽引できる人材を育成することを目的としたプログラムです。アメ

リカ政府ならびに、オバマ大統領も STEM 教育プロジェクトに力を入れています。 

 

トーマスジェファーソン高校では授業は 90 分ずつで、月曜日は 8時間目まであり、火曜日～金

曜日まで 4時間授業です。 

初の設計技術(Design Tech)の授業は中三 (14・15 歳)のクラスで、実技の授業でした。二人

一組になって Arduino(アルデュイーノ)、Arduino ボード、マイコン、LED、10Ωの抵抗、ケー

ブルを使って電子回路を作り、プログラミングをして LED を光らせ、その速さを競いました。

Arduino は簡単にプログラミングができるパソコンのソフトウエアです。 

生徒はみんなすぐに電子回路を作成し、慣れた手つきでパソコンでプログラムを作成していま

した。うまくいかないグループがあれば終わった生徒が手伝いに行き、協力して問題を解決し

ようとしており、とても活発に意見を言い合っていました。先生がほとんど口出しせず、電子

回路やプログラミングの間違った箇所を生徒たちに話し合わせて自分たちで修正させるのは、

生徒たちの問題解決能力の向上に役立つだろうと思いました。 

授業形態が日本とは違い、先生が「教える」という一方通行ではなく生徒たちで「教えあう」

教育を行っていると感じました。この授業ではペーパーテストは行わないそうです。また教室

はにぎやかで堅い雰囲気はなく、生徒主導で楽しく学ぶという授業形態でした。聞いてみたと

ころ、授業で寝るという生徒は存在せず、誰かが寝ているのは一回も見たことがないそうで

す。 

 

次の神経科学(Neuro Science)は高３(17・18 歳)の授業でした。SSH のように自分の研究を自分

の選んだラボで行っていました。 
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瞬きだけで文字をタイピングするプログラムの作成をしたグループや、エビの縄張りや共食い

に関する研究、マウスの脳細胞にカルシウムを注入して反応を見る研究、人間の脳波の研究、

ウミウシの研究など、とてもハイレベルな研究をしていました。 

タイピングプログラムを実際に使わせてもらい、耳と頭に装置をつけて瞬きでパソコンに文字

を打ったり、自分の脳波のグラフを機械で見せてくれたり、撮影したエビの縄張り争いの動

画、ホルマリン漬けにされた脳を見せてくれるなど、それぞれ親切に自分たちの研究について

教えてくれました。 

みんな研究が一通り終わって研究発表準備をしていたので、実験をしているグループは少な

く、余った時間は教授がゴキブリの解剖と、ゴキブリの神経とパソコンを繋ぐ実験を見せてく

ださいました。 

ゴキブリを冷やして動きを少なくさせてから固定し、触覚、手脚をもぎ、顕微鏡で覗きながら

お腹の部分を開いてピンセットとハサミで内臓などを取り出し、背中の神経と機械を繋いでい

ました。顕微鏡の画像はモニターに映されていたのではっきりと体内が見え、パソコンで神経

の電気信号をグラフに可視化しているのを見学しました。 

また教授は、ヒトの頭につけたパッチで脳の思考を読み取り、手を使わずに車椅子を動かすと

いう研究をしていました。 

授業に参加してとても驚いたのは、生徒のレベルの高さと充実した設備です。 

研究設備は大学よりも豊富で、普通の大学にもないような実験設備がありました。13 の研究室

があり、1つの研究室には 4つもの 3D プリンターや、複数のクリーンベンチ、たくさんのコン

ピューターがありました。複雑な科学技術計算を行うための大型のスーパーコンピューターや

ドローンが飛ばせるような研究室もありました。他にも特徴的な研究室や変わった授業が多く

ありました。 

例えば Parallel Computing のクラスではスマートフォンのアプリケーションを作る授業を行っ

ていて、スーパーコンピューターのあるこの学校でしか生徒全てが同時にアプリケーションを

作ることができないそうです。 

海洋科学の研究室では、生徒が金魚にサッカーをさせるという研究に取り組んでいて、ボール

を水に入れると蹴るようになったそうです。 

ロボット工学の授業では生徒たちが自由にロボットを作っていて、光に反応して走るロボット

など様々なロボットを作っていました。 

どの分野の設備も充分過ぎるほどで、生徒が自分のやりたいことを突き詰められる、恵まれた

環境です。これがとても優秀な生徒が数多く育つ理由だと思いました。 

 

また進路指導室のような部屋でアメリカの大学進学について説明を受け、校長先生のお話を伺

い、日本の高校などについても話をしました。アメリカの大学受験は日本のようなペーパーテ

ストでなく、小論文と高校の成績が主な判断材料です。そのため、研究室にいる生徒たちが自

分の研究に全身全霊をかけることができるのだと気付きました。 

校長先生に、トーマスジェファーソン高校の生徒たちの誇るところは特にどこですか、と質問
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すると「サイエンスだけでなく、サイエンス以外の科目や部活などにも精力的に取り組み、素

晴らしい結果をだしていることが生徒たちのとても良いところです。」とおっしゃられていまし

た。科学以外の、野球やアメフトなどのスポーツ系の部活でもアメリカトップレベルの水準で

あるそうです。 

また日本語を学んでいる生徒たちと交流して、日本語を習得しようとする意欲が予想以上に高

くて驚きました。優秀な生徒は自分のやると決めたことに対して努力を惜しまず、時間の使い

方が上手いので、日本語などの外国語の習得や、勉強以外の能力も高くなるのではないかと感

じました。 

研究発表では、色々な生徒や校長先生がポスター発表を聞きに来てくださいました。日本での

研究発表でとは違う質問や疑問を投げかけられたので、多角的な視野からの意見を聞くことが

できたと思います。また校長先生と一対一で自分の研究について話すことができ、次からの課

題などとても有意義なアドバイスをもらうことができました。これからの研究において、とて

も役に立つ研究発表となりました。 

また、10 分と言われていたプレゼンと時間指定がなかったポスター発表の時間が、直前に 3分

ずつに変更になって時間調整が大変でした。プレゼンを全文通して覚えていたのでどこをカッ

トするか戸惑いましたが、数をこなしているうちに慣れることができました。トーマスジェフ

ァーソン高校の先生は、「プレゼンの機会が多くなると時間調整をしなければならないときが多

くあり、時間調整もプレゼンの能力の一つだ」とおっしゃっていました。次にプレゼンをする

ときには、要素それぞれの優先順位や絶対に言わなければならないところを決めて流れで覚え

ることに注意するようにしたいと思います。3月に横浜でこのアメリカ研修に参加した生徒は

プレゼンをする機会があるので、そこで学んだことを活かしたプレゼンが出来るよう頑張りま

す。 

また、私はトーマスジェファーソン高校で黒人の生徒を全く見かけないことが気になりまし

た。調べたところ、ワシントン DC の黒人の人口比率は約 50％と、アメリカで も高くなって

います。この高校は公立ですが、かなりの学力を入学試験で必要とされるそうです。 

経済的な限界が理由で、黒人の生徒にはこの STEM 分野の教育に触れさせる機会があまりなく、

学力の高い生徒が育ちにくいのだと思われます。アメリカ経済の中心となると言われる STEM 分

野で、国家の大多数を構成する人々が STEM 教育を受けられないということは、将来の危機に繋

がるのではないでしょうか。アメリカという大国にも課題があるのではないかと感じました。 

 

日本人交流会では、トーマスジェファーソン高校の生徒はもちろん、参観にいらっしゃった日

本学術振興会（JSPS）ワシントン事務所の所長で物理教授の野崎光明先生ともたくさんのお話

をすることができました。 

私たちが行った研究の複雑さとレベルの高さ、英語力をお褒めいただき、アメリカと日本の違

い、特に教育についてお話をしました。 

トーマスジェファーソン高校は 7割がアメリカ在住のアジア人であるそうです。それにも関わ

らず、日本人は 1％しかおらず、ほとんどが中国人、インド人、韓国人などです。それらのア
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ジアの国による、アメリカをはじめとした外国への進出が目覚ましい中で日本は少し出遅れて

いると思いました。日本は比較的豊かな国であるからか、日本から出てみようという意欲が希

薄で、グローバル化に対する意識もあまりありません。 

野崎先生は、アメリカなどの外国で活躍している研究者はたくさんいるが、日本人はそれを知

らないから、外国に出ることが闇の中に飛び込むように思われるのだろうとおっしゃっていま

した。 

これからの日本社会でも、縮小していく国内需要の代わりにグローバル化が進んでいきます。

今では大手の企業に就職して活躍するには英語力は不可欠です。 

グローバル化していく社会を過ごす私たちには、国際競争に勝ち抜く力をつけていくために、

世界に飛び込んでたくさんの経験をすることが必要なように思われます。 

その一端をトーマスジェファーソン高校で 1日を過ごして感じました。 

 

 

 4 日目(1 月 7日) 

スミソニアン新航空宇宙博物館ウドバーハジーセンターを見学しました。 

ディスカバリー、アポロ 11 号など宇宙飛行船やエノラゲイ(広島に原爆を投下した B29)など有

名な世界中の戦闘機、ライト兄弟の飛行機の展示を見ました。 

午後は NIH(国立衛生研究所)にある NCI(国立がん研究所)と NLM(国立医学図書館)を見学しまし

た。 

NIH についての詳しい説明を聞き、国立医学図書館に行きました。そこで、ノーベル賞のメダ

ルや、14 世紀の植物のカラーの本、1543 年の人体標本の本、1780 年のジョージワシントンの

直筆の手紙、1414 年の中国の本、1749 年の日本の鍼灸の本を見せていただきました。 

次に、国立癌研究所を訪問しました。NIH には大きく 27 の分野の研究所があり、国立癌研究所

はその中の一つで、 大の規模です。 

国立癌研究所では日本人研究者である小林久隆先生とその研究グループの方々に研究の内容を

かい摘んで説明してもらいました。小林さんに対する質問が溢れるほどあったので生徒から絶

えず質問が続き、全て親切に答えてくださいました。その後は希少な病気の患者さんや臨床試

験を受ける患者さんがいるクリニカルセンターを案内していただきました。 

  

スペースシャトル「ディスカバリー」  月面着陸したアポロ 11 号 



 11 / 14 
 

 

  

ライト兄弟の飛行機   NIH ノーベル賞受賞者 

 

  

国立医学図書館      国立癌研究所小林久隆先生 

 

 感想、学んだこと 

スミソニアン新航空宇宙博物館ウドバーハジーセンターでは、日本に原爆を落とした B29(エノ

ラゲイ)が展示されていました。アメリカでは「原爆投下は戦争を終結させた」と言われてお

り、本土決戦を行っていたら失われたであろう多くの日本人の命とアメリカ人の命を「救っ

た」という解釈を教えていると聞きました。日本人としては原爆投下をどうにかして正当化し

ているように感じました。この B29 の展示はアメリカ国内でも物議を醸したそうです。アメリ

カが敗戦国であったら国際法で裁かれるべき原爆投下ですが、戦勝国であったので裁かれるこ

とはなく、国としては原爆投下の正当性を否定するわけにはいきません。今となってはとても

難しい政治的で歴史的な問題となってしまっているのが残念だと思いました。 

 

晴嵐、屠龍、桜花など第二次世界大戦で使われた日本の戦闘機も多数展示されていました。 

残存する晴嵐は、こことデイトンの博物館にしかないそうです。エノラゲイの大きさからする

と非常に小さな飛行機ですが、能力は非常に優れていたのだそうです。晴嵐は敵艦近くまで潜

水していき、そして浮上して飛行機を組み立てるという設計になっています。日本人はこのよ

うな考え方や発想が非常に独創的で賢いと思いました。 
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また、館内にはスペースシャトルであるディスカバリーや月面着陸をしたアポロ 11 号がひとき

わ目立って置かれていました。 

タイルをよく見ると、大気圏突入時の摩擦熱によりシャトルの先端から後ろに向かって筋が無

数についているのが分かりました。 

ディスカバリーは、1984 年の初飛行から 2011 年の退役に至るまで 39 回に及ぶ飛行をしまし

た。使い捨てロケットよりも経費がかさむとの理由で、2011 年スペースシャトル計画は中止と

なり、現在別の飛行機を開発中らしいです。スペースシャトル計画の始まった当時の技術力を

考えると、使い回しのできるスペースシャトルを開発するのは凄いことだと思いました。 

1 日目のフィン博士の「博物館が誰によって作られたか意識しなければならない」という話を

思い出し、たしかにこの展示方法はアメリカの科学技術を誇るような仕組みになっていると気

付きました。 

 

NIH を訪れた際には、空港並みに厳しいパスポートチェックや荷物検査があり面食らいまし

た。アメリカの医学の結晶ともいえる施設なのでとても警備が厳重でした。 

ノーベル賞受賞者が 100 人以上おり、その中に日本人の方も数名いらっしゃいました。 

NIH では多額の予算のうち約 8割をアメリカ国内もしくは国外の外部の研究所に投資してお

り、科学技術の発展に寄与しています。残り 2割が NIH 内の研究所の予算となります。予算の

全額は約 3兆円なので、2割といってもかなりの額です。アメリカが医学にとても力を入れて

いるのがわかりました。 

 

国立癌研究所の小林久隆先生の研究は、赤外線免疫療法で癌を治すというものです。これは患

部に光を当てて熱などによって癌細胞のみを破壊する技術で、副作用なしに癌細胞を失くすこ

とが可能であり、今は実用に向けて臨床試験中とのことです。癌細胞の転移よる再発のリスク

も大幅に減らすことができ、この治療法が世界中で行われるようになれば、約 8割の癌は完治

可能になるとおっしゃっていました。 

山中伸弥教授も、細胞シートに混じった悪性の細胞の除去にこの研究を応用できるのではと考

え、この研究を高く評価しているそうです。2012 年のオバマ大統領の一般教書演説でも取り上

げられたそうで、臨床への導入が早く開始されてほしいと思いました。 

本当に素晴らしい研究であったので、遠からぬ未来、小林先生がノーベル医学賞やラスカー賞

を本当に獲るかもしれません。 

 

小林先生は私たちに、高校生のうちに知ってほしいことを教えてくださいました。 

それは「自分の守備範囲を広げる」ということです。これは勉強の話で、自分の専門が生物な

ら生物だけをやるのではなく、物理や化学のこともある程度の水準までは理解しておかないと

いけないということです。 

例えば NIH は医療の研究施設であるので生物系の研究者がほとんどだそうです。でも生物系だ

けの研究者ばかりでは不十分だとおっしゃっていました。小林先生の研究チームには医学とは
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あまり関連がなさそうな物理の研究者がいらっしゃいました。 

小林先生は、この研究が成功したのは物理・化学・生物全て合わせて医学に落とし込むことが

出来たからだとみなしています。生物では体内での迅速な反応というものを起こしにくく、こ

の研究で使用したのは物理や化学などの瞬間的な化学反応であるからだそうです。 

 

研究者になりたい人に向けては三つの教訓を教えてくださいました。 

一つ目は「人の役に立つ科学を研究してほしい」ということです。 

科学は大きく分けて、人の役に立つ科学と真理を追求する科学に分かれます。真理の追求もい

いが、自己満足で終わらないようにと注意されました。 

 

二つ目は「自分のやっていることが絶対に正しいと思わないこと」です。 

また自分の仮説に凝り固まっているのではなく、データだけを信じ、自分の考えを押し付けな

いことが研究の成功に繫がるとのことです。 

 

三つ目は「どこに人生の重きをおくか」ということです。 

小林先生は灘高校出身で、同級生には物理や数学の天才が何人もいて、一生勉強してもこの同

級生たちには敵わないと思ったそうです。そこで自分には色々な科目の統合が向いていると気

付き、医学部を選んだとおっしゃっていました。 

プロジェクトが小林先生主導で本格的に始動してからは 8年ですが、医学部生のときから、癌

の抗体を使って癌細胞のみを破壊する治療法を構想していたそうなので、実に 32 年この研究を

思い描いていたことになります。 

それまでに紆余曲折があり、なんとか研究が軌道に乗ったところで、もっといいポストや地位

での研究に誘われたそうです。自分の本当にやりたい癌の研究をやるかどうかは研究の成功が

まだ不明瞭な時期だったのでとても迷ったとおっしゃっていました。 

「自分が何を成し得たいか」を考え、32 年にわたるこの目標を諦めずによかったと言っていま

した。そしてだからこそ、自分のやりたいことを続けるというのはとても難しいと思いまし

た。 

 

またプレゼンについて「エンターテイナーになれ」と言われました。たしかに小林さんのプレ

ゼンは、内容の複雑さにも関わらず、とても面白く分かりやすくて全く退屈しない内容でし

た。 

1 日目にフィン博士のお話のように、研究を現実にするには出資者が必要だと小林先生もおっ

しゃっていました。そのためにはプレゼンを分かりやすく、面白く、ウケを狙って観客を笑わ

せることが重要なのだそうです。 

実際にシリコンバレーで山中伸弥教授と出資者を募ろうと研究発表をしたときに使ったスライ

ドの一部を見せてくれました。山中先生と小林先生が、神と悪魔の格好になっていて面白おか

しく、かつ分かりやすく二人の研究を視覚化していました。やはりプレゼン能力というのは非
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常に重要なのだと再確認しました。 

 

 

 まとめ 

4 泊 6 日のアメリカ研修に参加して、毎日が非常に濃く、得るものが多い日々を過ごせまし

た。またアメリカと日本の歴史や政治的問題について深く考えるきっかけにもなったと思いま

す。 

若いうちに貴重な体験をさせていただいたことやアメリカの科学の真髄に触れられたことはも

ちろん、他校の優秀な仲間ができたということにも非常に大きな意義を感じます。参加生徒は

みな英語や研究のレベルが高く、志が明確で、賢い人たちでした。このような人たちとの繋が

りができたということはとても貴重で、将来日本を牽引するグローバルリーダーになるであろ

う高校生たちと親睦を深められて心から嬉しく思います。 

同世代の優秀な仲間と日々を過ごして、色々な面でとても良い影響を受けることができまし

た。 

他校でのカリキュラムや文化の違いを感じ、その教育に感心すると同時に、私ももっと上を目

指したいという闘志が湧き、将来進みたい道というものが自分の中でより確固としたものにな

りました。 

三月にある横浜での研究発表があり、この研修に参加した生徒が集まるので、まずはそれに向

けて頑張りたいと思います。そのときはこの研修で教わった上手くプレゼンをする方法を意識

し、TJ での発表よりも更に高い水準での発表ができるようにしたいです。 

 

色々な施設の訪問や素晴らしい仲間の影響で、自分の勉強と将来に対するモチベーションが高

まりました。将来世界で活躍する人材になれるよう、頑張りたいと思います。 

 

以上 

 

 


