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アメリカのアリゾナ州、フェニックスで開催された Intel ISEF 2016（インテル国際学

生科学技術フェア）という世界最大の中高生向け科学研究コンテストに 5月 8 日から 15

日まで、日本のファイナリストとして参加しました。今年は 77の国や地域から 1760人以

上もの中高校生が参加し、研究を発表しました。私はその中にいられたことを、本当に光

栄に思っています。1週間と短い期間でしたが、準備の期間も含め、大変貴重な経験がで

きました。この経験を通して得られたこと等を以下に報告いたします。 

 

 

【ISEFまでの道のり】 

 研究概要 

私は昨年の 4月から今年の 2月まで「ルミノールにおける化学発光振動反応の反応機構

の研究」というテーマで、中村三郷と大﨑詩織と共に研究をしました。 

この反応はホタルの光に似た化学発光であり、微量な銅(Ⅱ)イオンやチオシアン酸イオ

ンなどの存在下で、一瞬の強い発光が周期的に起こります。参考文献によると、この反応

にある HO2・ラジカルがルミノールと反応することによって、急激な化学発光が起こると

いわれていますが、この反応にはラジカル・OS(O)CN も存在しています。また、酸化還元

電位(ORP)の発光時の降下や急激に強く発光する原因はまだ謎でした。そこで、私たち

は、一体どのラジカルがルミノールと反応することで強い発光が起こり、そしてなぜ強い

発光は急激に起きるのか、どのような反応が起きるのかを明らかにすることを目的に研究

しました。 

私たちは、「フィードバックループと関係している・OS(O)CNとルミノールの反応によっ

て強い発光が起きるのではないか。」、「・OS(O)CNが急激な発光と関係しているならば、酸

化還元電位 E=E0+0.059log[・OS(O)CN]/[-OS(O)CN]が発光時の電位の降下に寄与しているの

ではないか。」、「急激に強い発光が起きるのはフィードバックループが原因ではないか」

などの仮説を立てました。そして、各試薬の濃度変化における Cu2+の濃度と ORP、発光強

度の同時測定や、ORPと 450nm(反応機構にある、色が黄色の HO2-Cu(Ⅰ)の吸収)の吸光度

の同時測定、シミュレーションを行いました。 

その結果、強い発光は HO2・ではなく、・OS(O)CNがルミノールと反応して起こることが

わかりました。また、HO2-Cu(Ⅰ)の減少によって増加する Cu+(SCN-)nによって急激な強い

発光が引き起こされる(詳しく言うと、律速反応の生成物である Cu+(SCN-)nがある濃度まで

増えるとフィードバックループが有効に機能するため、・OS(O)CNの濃度が急増し、強い発

光が急激に起きる)ことと、発光時に E=E0+0.059log[・OS(O)CN]/[-OS(O)CN]の[-OS(O)CN]

が[・OS(O)CN]より増加することで ORPが降下することがわかりました。 



この反応は振動反応なので、多くの振動反応がある生命現象の謎の解明の一歩になるこ

とを願っています。また、実用的な応用として、特別な器具なしに、この反応の振動周期

（強い発光が起きてから次の強い発光が起きるまでの時間）のみを測定することで、微量

の Cu2+の濃度の定量ができると思われます。 

 

 ISEFへの参加が決まって 

私は研究を始めたころ、恥ずかしながら JSEC の存在を知りませんでした。もちろん、

ISEFのことも知りませんでした。しかし、熱心に研究をしていたところ、先生に JSEC へ

の応募を勧められ、挑戦してみたところ、花王賞を頂くことができ、ISEF への参加が決

まりました。しかし、ISEF への派遣が決まったとき、正直なところ、本当かどうか信じら

れませんでした。JSECで賞を頂くことすら大変で、まさか私たちの研究が選ばれるとは思

っていなかったからです。しかし、私たちの研究について高く評価してくださり、非常に

嬉しかったのを覚えています。そんな喜びとは反対に、まだ研究を始めてから 1年もたっ

ていなかったため、本当に自分たちで大丈夫なのかという不安な気持ちもありました。 

 

実際に、ISEFに行くまでの準備はとても厳しい道のりでした。アブストラクトやポスト

プロジェクトサマリーなどを英語で作らなければならず、英語が苦手な私にとって、とて

も大変な作業でした。また、同時に研究も続けていて、「なぜ急激に強い発光が起き、す

ぐに再び発光が弱くなるか」について考えていました。私は、なんとかこの現象を解明し

て、ISEFで発表したいという強い思いがありました。しかし、そのためには、アブストラ

クトなどの時点でこの結果について入っていなければならず、早く解明しなければなりま

せんでした。そのため、この時期は、放課後は化学室で実験をし、家では、寝る間も惜し

んで、シミュレーションの結果や反応機構、各反応の反応速度定数などを見比べて、さま

ざまな仮説を立てていました。この努力が実ったのか、なんとか解明することができ、ま

た、メンバーと協力して、はやく考察を仕上げました。しかし、それでもやはり、新しい

発見を追加するのに時間がかかり、期限を守れないことが多々あり、支援してくださった

関係者の方々に多大な迷惑をかけてしまいました。そのため、ますますこんな状態でアメ

リカに行けるのかと不安が募っていきました。 

 

そんな中、JSEC2015の花王賞の副賞として、3月に、1泊 2日の花王のスタディーツア

ーに参加しました。同じ花王の賞を受賞した県立千葉東高校の生徒と共に、和歌山工場と

花王エコラボミュージアムの見学、研究交流会などをいたしました。和歌山工場は主に家

庭用洗剤やシャンプー、工業用製品などを製造していて、私たちは、衣類用洗剤の製造過

程を見学させていただきました。洗剤をパックに入れる際、空気が入らないように洗剤の

管も同時に下から上に上がりながら洗剤を入れていることに感心させられました。また、

より効率よく製品を運搬するために、多くの製品が入れるように段ボールを改良したり、



製品の配列を変えたりとさまざまな工夫がされており、ものづくりでは効率性を求めるこ

とが重要であることがわかりました。 

エコラボミュージアムでは、花王の歴史や研究活動、展示物などの説明や、洗剤の実験

をしました。花王の洗剤は環境に優しくあるために、原料をヤシの実から作られた再生可

能なパーム油が使用され、また、家庭での節水ができるように開発されていて、環境に対

する意識が高いことに大変驚きました。洗剤の実験では、食器用洗剤と衣類用洗剤の 2つ

の洗剤を使って、泡切れのよさや洗浄の比較をしました。実験を楽しみながら、普段使っ

ている洗剤のことを深く知ることができ、とても良い体験となりました。また、花王の研

究開発はヒトと物質の 2つの側面からなされていて、それらの本質を解明する基盤技術研

究と製品開発研究に分かれています。この基礎研究で得られた発見を製品開発に応用して

いて、非常に勉強になりました。 

研究交流会では、花王の研究員の方と県立千葉東高校の生徒と、研究を発表しました。

花王の研究員のプレゼンでは、ヘルシアの開発について教えてくださいました。ヘルシア

の開発するにいたって、まず脂肪が燃焼しやすい体について研究をしていたということ

で、まさに基礎研究だと思いました。また、当初は、飲めないほどとても苦く、改良する

のに大変だったという苦労話も聞けて、とても面白かったです。そして、私たちのプレゼ

ンの後、相手にわかりやすく伝える方法やこの反応の良い例となる鹿威しの活用など、

様々なアドバイスをいただき、とても参考になりました。 

このスタディーツアーを通して、やはり、研究は面白いと改めて実感でき、今までやっ

てきた研究を多くの人に知ってもらうために、まずは目の前のことを頑張って取り組もう

と思えるようになりました。 

 

そして、この 1週間後につくばにて、ISEFに向けての強化研修会が行われました。そこ

で初めて他のファイナリストの方々との顔合わせがありました。大学生になる方もいれ

ば、まだ中学生の方もいて、秋田県や広島県などの遠い地域から来る方もいました。 

初日は、関係者の紹介や ISEFの説明、日本語での研究発表、そして、インテルの社内

見学をしました。他の方の研究発表を聞いて、とても研究のレベルや研究に対する意欲が

高いことに圧倒されました。インテルの社内見学では、ロボットが会社の説明をしたり、

天井にプロジェクターと赤外線カメラがあるところで、特殊な紙を使って映像を動かした

りと、世界の最先端技術に触れることができ、大変良い体験となりました。夜は他のファ

イナリストや ISEF経験のある方々と話したりして、交流を深めました。二日目は研究の

論理構築やネイティブスピーカーによる講義などがありました。三日目には、実際に英語

でのプレゼンの練習をしました。ネイティブによるチェックや NSSのスタッフの方からの

アドバイスなどをいただいて、プレゼンの質を高めました。そして、最終日に班に分かれ

て英語でのプレゼン発表をし、最後に結団式を行いました。 

この研修会で多くの課題が見つかり、やるべきことがたくさん出てきて、不安になりま



したが、他のファイナリストと共に頑張ろうと思いました。 

 

研修から戻ってきてすぐに、ポスター作成に取り組みました。研修中にアドバイスされ

たことを活かして、色の使い方や、字の大きさ、図の配置などを配慮して作成しました。

また、研究において重要な部分やアピールしたい部分を真ん中に持ってくるように、そし

て書く内容が多かったので、なるべく簡潔に書くことを心がけて作りました。 

さらに、想定質問を 50から 100個くらい用意した方がよいと研修中にアドバイスされ

たので、それを考えなければなりませんでした。しかし、受験勉強もあって、なかなか多

くの想定質問を作れませんでした。そんな中、なんとか 60個くらい作ることができ、そ

れを英訳して、プレゼンの練習を繰り返し行いました。 

 

4月中旬に朝日新聞東京本社で直前研修が行われました。JSECの審査員であった教授の

方々や NSSのスタッフの方の前でプレゼンを何度も発表しました。英語でのやり取りはな

かなか難しく、前半はほとんどが日本語でのやり取りになってしまいました。英語で答え

られなかったり、日本語でも答えられない質問があったりと ISEF直前なのに全く対応し

きれなくて、悔しい思いをしました。また、たくさんの厳しいご指摘もされ、心が折れそ

うになりましたが、自分が甘かったのだと感じました。そして、多くのご指摘やアドバイ

スを活かして、さらにプレゼンの質を高めようと思いました。 

 

4月末まで想定質問を英語で答えられるように、練習をしていましたが、授業や勉強が

あり、あまり時間がなかったため、なかなか覚えることはできませんでした。そして、

ISEF直前に、ALTの先生とのプレゼン練習を 2回しました。「体に染みついた英語は流暢

に聞こえるが、覚えたての英語はとても棒読みであまり良い印象を与えない。謙遜せず

に、もっとアピールすべきだ。相手に何を伝えたいのか考えてから、英語にすると棒読み

にはならないだろう。また、質問にただ答えるのではなく、それに関連したことをどんど

ん相手に伝えた方が良い。」などのすばらしいアドバイスをいただきました。もう ISEFま

での時間がなかったため、その日の夜から、勉強することをやめ、1つ 1つの質問に対し

て、相手に伝えたいことは何かを考え、シミュレーションを何度もし、練習を繰り返しま

した。そして出発の日までになんとか ISEFに望めるような形になることができました。 

 

 

 

【ISEFでの一週間】 

 1日目（5月 8日） 

フェニックスに無事到着した後、荷物をホテルに置いてから、ISEFの会場に向かいまし

た。あまり時間がなかったため、ISEFの登録をしてから自分たちのブースの下見だけし



て、ピンバッチ交換会の会場に行きました。 

 

  

      ISEFの会場                 審査会場 

 

  

   ピンバッチ交換会の会場           ピンバッチ交換会の様子① 

 

  

   ピンバッチ交換会の様子②         ピンバッチ交換会の様子③ 

 

会場も含め、その周辺も ISEF色に染まり、科学コンテストとは思えないような盛り上

がり様でした。審査会場の各ブースは 22ものカテゴリーに分けられていて、想像以上に

広い会場でした。ピンバッチ交換会では直前研修で配られた法被を着て、様々な国の人々

と交流をしました。会話が成り立っていないことを実感することはありましたが、食事を



しながら、多くの人々と話したり、ピンバッチを交換したりできて、とても有意義な時間

を過ごせました。 

 

 

 2日目（5月 9日） 

午前中は各々のブースでセッティングを行い、チェックをしてもらいました。午後は時

間が余ったため、会場内にあるお土産店に行ったり、周辺の町を散策しました。夜はオー

プニングセレモニーが行われました。 

  

     ブースセッティング           完成したポスター 

 

  

       お土産店          ファイナリストの名前が記載されたパネル 



  

オープニングセレモニー            パフォーマンス 

 

  

      シャウトアウト          日本のファイナリストの集合写真 

 

 

ポスターパネルは事前に現地に配送しており、それを組み立てる作業をしました。パネ

ルの大きさが縦が 150cm、横が 40~70cmほどあるため、思ったよりも組み立てるのに時間

がかかりました。また、ISEFのチェックの基準はとても厳しく、複数の人にチェックされ

ました。何でできているのか、何に使うのかなどの様々なことが聞かれ、許可が下りるの

にも時間がかかりました。そのため、この日はブース前での練習はできませんでした。 

お土産店には、ISEFの Tシャツやタオル、ペナント、ぬいぐるみなどが売られていまし

た。審査会場を出たすぐ目の前に大きなボードがあるのですが、そこにはファイナリスト

全員の名前がアルファベット順で載っていました。自分の名前を見つけると、改めて、自

分もファイナリストの 1人なんだなと思い、とても嬉しく思いました。 

 

夜のオープニングセレモニーはお祭りのように盛り上がっていました。セレモニーの初

めに行われたパフォーマンスは、放電と音楽を合わせた演奏でした。物凄い迫力と放電の

美しさに魅了されました。また、2つのテスラコイルの間にいる方は、防電用ウェアを着

ていましたが、それでも大丈夫なのかと不安になりました。その後、Intelの関係者の話

やキーノートスピーカーによる話がありました。キーノートスピーカーの Tan Le さん



は、Emotiv Lifesciences 社の創業者で、脳波を検出するヘッドセットを創った方です。

この方は、ベトナムからの難民者で、想像つかないような人生を歩んできたそうですが、

今ではすばらしい女性になっていて、すごいなと思いました。 

そして、最後にシャウトアウトがありました。各国の代表が、正面の画面に映し出され

た国の紹介ビデオとともに、事前に作ったパネルを持ってステージに上がっていきまし

た。日本の代表は法被を着て前に上がりましたが、民族衣装を着ている方もいました。全

員が並んだときのその場の空気と迫力に圧倒されました。 

 

 

 3日目（5月 10日） 

午前にブースの最終チェックをし、昼食までの間に企業や大学の展示をみました。そし

て、午後にはノーベル受賞者によるパネルディスカッションが行われ、夜はウェルカムパ

ーティが行われました。 

 

  

       大学の展示                企業の展示 

 

  

ノーベル受賞者によるディスカッション        ダンスパーティ 

 

ブースの最終チェック時には、翌日の審査本番のために、動画やエクセルがちゃんと動

くかどうかや、吸光度や発光強度が測定できるかどうかなどを念入りにチェックしまし



た。また、ブース前での練習が最後になるので、プレゼンや質疑応答の練習を行いまし

た。このとき、ブースが近かった韓国系アメリカ人の女性の方やインド系の方たちと話す

時間が少しあったので、自己紹介や研究について話したりしました。 

企業や大学の展示では、指につけられる LEDライトや 3Dプリンターなどがありまし

た。また、環境に関して付箋に一言書くと、サングラスがもらえました。 

 

午後のノーベル受賞者によるパネルディスカッションでは、事前に応募した中で選ばれ

たファイナリストが質問をし、ノーベル受賞者の方々が答えていました。人工知能やがん

についてどう思うのか、研究において何が重要なのか、実験中は音楽を聴くのか、一番好

きな SF映画や本は何かなど、様々な質問がありました。字幕などがなかったため、一生

懸命聞いていましたが、やはり聞き取るのが難しく、あまり内容を理解できなかったのが

心残りです。この後、時間が余ったため、ホテルに一旦帰って、一般公開用に折り紙を折

りました。私たちの研究は基礎研究だったので、小学生などが集まらないだろうと思い、

少しでも気軽に立ち寄ってもらえるように、折り紙をブースに置くことにしました。 

 

ウェルカムパーティーでは、食事をしながら、ゲームやダンスパーティを楽しみまし

た。ダンスパーティーは、審査の前日だとは思えないほど盛り上がっていて、はじめは海

外のテンションについていけず、また、どうやって踊るのかもわかりませんでした。しか

し、海外の方から一緒に踊ろうと誘ってきてくれたおかげで、中の輪に入ることができ、

楽しくおどることができました。また、海外の方と研究について話すことができ、とても

よい体験ができたと思います。 

 

 

 4日目（5月 11日） 

朝食をとりながら、通訳者の方と打ち合わせをしました。そして、午前の部と午後の部

に分かれて審査が行われました。夜は Student パーティが行われました。  

 

  

     会場に向かう様子             審査直前の会場前 



  

     コメディーショー              マジックショー 

 

 

    ブラスバンドによる演奏 

 

 

審査が始まる前はとても緊張していたので、まず、ポスターの前で、言うことを確認し

て、少し練習をしました。また、これまでの練習を思い出し、自信を持って話そうと思っ

て審査に挑みました。 

 

審査本番では、一回の審査が約 15分ほどで、私たちの場合は、午前に 4回、午後に 7

回(予定では 5回)、judge interviewsがありました。予定になかった時間帯にジャッジメ

ントがくることは多々ありました。半分以上の方に、最初にプレゼンテーションをするよ

うに言われたので、研究の概要の説明を 2、3 分、そして残りの時間に質疑応答をしまし

た。一度だけ、私たちがプレゼンを始める前に質問をされた審査員がいました。他に、プ

レゼン中に質問をされた審査員もいました。 

 

将来的に何に役に立つのか、どんなことに応用できるかといったような質問と研究にお

ける動機は、毎回のように聞かれました。また、私たちはチームで研究をしていたので、

３人の役割を聞かれることが多かったです。他に、研究を行った場所、期間、データの正

確性、研究において満足した点、苦労した点といったような質問も何度かされました。専



門の方は、自分が興味のある点、例えば、ルミノールという物質についてどのくらい知っ

ているのか、ホタルの発光物質は何か、などの質問が多かったです。現地の審査員は、ポ

スターに書いてあることについて満遍なく質問をしてきました。 

 

私にとって、難しかった質問がいくつかありました。まず、将来への応用に関する質問

は、答えは用意してはいましたが、私たちの研究は基礎研究だったので、少し不安があり

ました。また、「ホタルの場合、気温や高度によって発光間隔や発光強度は変わるのかど

うか」という質問が来たとき、そこまで調べていなかったため、あいまいな答え方をして

しまいました。そのため、もう少しホタルについて深く調べておけばよかったと思ってい

ます。しかし、一番重要な反応を聞かれたときに、想定していた質問だったため、うまく

答えられたと思います。また、その時に、アピールポイントを交えて答えることができた

ため、その点に関してはとてもよかったと思います。 

 

直前まで、審査員の方と会話が成り立つかどうか不安でしたが、本番では、伝えたい事

はすべて自分たちの言葉で説明し、聞かれたことは通訳の方を通して理解することで、な

んとか会話が成り立ちました。自分の言葉が相手に伝わっていて嬉しかった反面、通訳さ

んがいないと、多くの場合、聞かれたことが理解できなかったことに、とても悔しい思い

をしました。実際に、最後から 2番目の審査は、予定になかった審査（午後遅くのフリー

審査）だったため、通訳さんがおらず、3人のジャッジメントの方に質問をされたのです

が、内容が理解できなくてぼろぼろでした。また、NASAの方がブースの前まで来てくれま

したが、通訳者がいないと質問ができないと知って、いなくなってしまったとき、とても

悔しくて、いままで英語のリスニングを疎かにしてしまったことに後悔しました。しか

し、私たちの研究に興味を持ってくださる審査員がたくさんいて、驚きとともにとても嬉

しく感じました。 

 

審査が終わると、ほっとして自然に笑顔がこぼれました。しかし、悔しさの残る審査だ

ったで、その日はずっと心がもやもやしていました。 

 

Student パーティでは、コメディーショーやマジックショー、曲芸、ブラスバンドによ

る演奏などがありました。はらはらするものから、楽しめるものまで様々なことをしてい

ましたが、私は、審査で疲れてしまい、半分以上寝てしまいました。英語がわからなくて

も、非常に面白いショーだったようです。 

 

 

 5日目（5月 12日） 

午前中は一般公開でした。小さいお子さんから、大人まで様々な方が来てくれました。



午後は特にやることもなかったので、近くのスーパーマーケットや有名なハードロックカ

フェなどに行き、お土産を買ったり、カフェしたりと自由な時間を過ごしました。夜は、

企業や大学、学会からの賞がもらえる Special Awardsの表彰式が行われました。 

 

  

     一般公開の様子              一般公開時の服装 

 

   

フェニックスにあるハードロックカフェ     Special Awards Ceremony 

 

  

        グーグルの賞               NASAの賞 



 

アメリカ海軍の賞 

 

 

一般公開では、小学生の団体や家族連れなど、たくさんの人が見に来ておられ、前日の

審査会よりも賑わっていました。メンバーの中村が着物を着て、残りの大崎と私は法被を

着ていたので、多くの方が来てくださいました。また、事前に作っておいた折り紙が小学

生たちにうけたのですが、反応機構の説明が難しかったのか、すぐ帰ってしまいしまし

た。現地に住んでいる日本人の方も見に来てくださり、応援の言葉を頂けました。 

他のファイナリストのブースも見に行くと、海外の方は自分の研究について積極的にア

ピールをしていて、すごいなと思いました。少しポスターを見ていたら、僕の説明を聞い

てくれる？と積極的に話しかけられ、アブストラクトをもらいまいた。その積極さが大事

なのだなと思いました。 

 

午後の自由時間はやっと、観光らしいことができました。お土産を選んだり、暑い中、

冷たい飲み物を飲んだりと楽しい時間を過ごせました。 

 

夜の特別賞の授賞式では、企業や学会、大学などが、独自の審査基準により賞が授与さ

れます。賞品は、奨学金やインターンシップ、旅行、実験機器など様々です。グーグルや

NASAなど有名な企業から、アメリカの軍による賞もあって、大変驚きました。私たちのと

ころには審査の時、スペシャルアワードのジャッジメントは来なかったので、受賞しない

と分かっていましたが、日本の誰かが選ばれないかどうかと期待はしていました。しか

し、残念ながら日本からの賞はありませんでした。企業や大学が読まないポスターもたく

さんあるので、やはり、日本人が特別賞をとることは難しいようです。 

 

 

 6日目（5月 13日） 

午前中に Grand Awardsの表彰式がありました。優秀賞 1～4等賞と優秀賞 1等の中でも

っとも優れた研究として部門最優秀賞が選ばれます。午後は市内観察をし、最後に、JSEC



組でフェアウェルパーティをしました。 

 

  

Grand Awards Ceremony（日本人も受賞）       一週間の振り返り 

 

     

日本のファイナリストの集合写真（前の列の中心に受賞者がいます） 

 

  

       市内観察              ISEF会場からの花火 

 

 

 



グランドアワードの授賞式では、22のカテゴリごとに優秀賞 1～4等賞と優秀賞 1等の

中でもっとも優れた研究として部門最優秀賞が選ばれます。また、部門最優秀賞の受賞者

の中から、さらに、最も優れた研究に、The Gordon E. Moore Award、次点の 2 研究に、

Intel Foundation Young Scientist Awardが授与されます。受賞は各分野の 4 等から始ま

り、緊張しながら選ばれることを祈っていましたが、私たちが呼ばれることはありません

でした。各分野の 1等賞の受賞が終わった後、私はとても悔しくて、涙が出そうになりま

した。これまでずっと、一生懸命 ISEFの準備をしてきたからだと思います。しかし、同

じ思いをしている人はたくさんいて、また、この後、集合写真を撮るだろうと思ったの

で、泣くのを我慢しました。 

私たちは受賞できませんでしたが、日本のファイナリストで、3組も受賞していて、と

ても嬉しかったです。特に、市立千葉高校 3年の市毛君は 2回目の ISEF出場で、前回の

賞よりはるかにすごい機械工学での 1等賞や部門最高賞などを受賞していて、本当にすご

くて、尊敬してしまいました。 

 

自分たちのブースを片付けるとき、もうこれで ISEF が終わってしまうのかと悲しくな

りましたが、そこで会ったマレーシア人のファイナリストと研究について話し、仲良くな

ることができ、ISEFは最高の場所だと思いました。 

 

午後の市内観光では、ショッピングセンターやオールドタウンに行き、各々お土産を買

ったりしました。前日より多くの自由時間を頂けたので、十分にショッピングを楽しむこ

とができました。また、町のあちこちにサボテンが生えており、改めて、乾燥地帯にいる

のだなと感じました。残念ながら、時間がなかったため、グランドキャニオンには行けま

せんでしたが、バスからの景色は素晴らしかったです。 

 

夜のフェアウェルパーティでは食事をしながら、JSEC組のファイナリストと楽しく会話

をして、最後に各自感想を述べました。それぞれ嬉しい思いや悔しい思いなど、様々な思

いがありましたが、皆さん全員が研究が好きであることが伝わりました。このような方々

と仲良くなることができ、本当に ISEFに来て良かったと思いました。 

 

 

 7日目（5月 14~15日） 

朝の 4時半にホテルを出て、7時にフェニックスを出発し、シアトル経由で無事日本に

到着しました。最後に閉会式が行われました。夏に文部科学省を表敬訪問するそうです。 

 

http://isef.jp/judge.html#category


 

JSEC組の閉会式 

 

【最後に】 

受賞できなかったことはとても悔しかったですが、自分たちの研究を世界の人々に知っ

てもらえ、また、様々な国の方々と交流ができ、大変貴重な経験となりました。ISEFは確

実に私の性格や考え方を変えました。そして、私に大きな夢を与えてくれました。高校 3

年生となったので、SSHはもうありませんが、将来の夢のために、そして、もう一度チャ

レンジするために、研究を続けることを決意しました。この経験で得たこと、学んだこと

を生かして、さらに研究を進めていきたいと思います。 

自分の思いなどを言葉に表現することが苦手で、うまく伝わったかわかりませんが、こ

の報告書が今後役に立つことを願っております。 

 

ここまで一緒に頑張ってきたメンバー、そして支えてくださった朝日新聞社や NSSなど

の関係者の方々、学校の先生方、本当にありがとうございました。 

 

なお、「ⒸNPO法人 日本サイエンスサービス」とある写真は「NPO法人日本サイエンスサ

ービス(NSS)」から提供されたものです。 

 

以上 


