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市川学園 高校 3 年 大﨑詩織 

 

2015 年 9 月に行われた千葉大主催高校生理科研究発表会にて(同グループのリーダーの

みの参加でした)優秀賞を受賞して高校生科学技術チャレンジ JSEC へ出場。そして花王賞

を受賞し ISEF(International Science and Engineering Fair)へ行く権利を得ました。ISEF とは、

世界 75 以上の国と地域からの約 1700 人の高校生(参加資格があるのは 9-12grade と定

められています)が研究を発表し合う科学研究コンテストです。毎年 5 月頃にアメリカのい

ずれかの地域で行われるのですが、今年はアリゾナ州フェニックスでの開催であり、日本か

らは JSEC と日本学生科学賞(JSSA)の二つのコンテストで権利を得た 16 組 27 人が出場

し、市川高校からは私達 3 人が出場しました。 

今回は、花王のスタディーツアー、研究発表の英訳、ISEF までの強化合宿や直前研修、そ

して ISEF の 1 週間 、SSH でタイへ行った経験について書かせて頂こうと思います。 

 

私は同クラスの 2 人と共に｢ルミノールにおける化学発光振動反応の反応機構について

の研究｣を SSH で行いました。 

「化学発光振動反応」というのは、物質が化学反応により起こる「化学発光」と、ある一

定の反応が波のように繰り返される「振動反応」が混ざった語です。今回の研究では、いく

つかの溶液を混ぜて反応させるのですが、その中のルミノールという物質が発光する際に、

弱く長い発光と強く短い発光を周期的に繰り返すので、この反応は化学発光振動反応と呼

ばれています。 

私達はまず各溶液の濃度変化を行って、文献の反応機構について深めました。この反応は

いくつもの反応が混ざり合って起きているために初めは複雑で理解に苦労しました。しか

し、一つ一つの物質の濃度を変えていくことで、実際にどう反応が流れているのかがだんだ

んと確かめられました。また、実際発光している物質が文献とは違うのではないか、という

仮説を立てて実験を重ねたところ、その仮説を立証することが出来ました。更により深く機

構を理解するために、銅イオン電極という銅のイオンのみを測定できる道具で銅イオンの

濃度変動の測定をしたり、シミュレーションを行いました。 

この研究について研究発表を行いました。 

 

【花王のスタディーツアー】 

私達は JSEC で花王さんの賞を頂き、花王スタディーツアーに行きました。このツアーで

は 3 月 16、17 日に 1 泊 2 日で和歌山県へ行きました。 

 

（1 日目） 

和歌山県到着後、花王の工場とエコラボミュージアムという博物館へ行きました。そして、

http://isef.jp/affiliate-fairs.html


夜は花王の方々と食事をしました。 

花王の工場では社員の方のお話を聞きながら見て回りました。どの商品においても、出来

るだけごみを排出しないようになど環境にも配慮しつつ、効率を考えた作り方がされてい

て、機械化といえども人の知恵が大きな役割を果たしていると感じました。 

エコラボミュージアムでは、まず花王の歴史を聞き、それぞれのブースを見て回りました。

最初に環境問題についてのブースに案内されたことで、企業の中でもこのような問題が最

優先事項として認識されているんだな、と感じました。また、それから製品の作られ方の歴

史や、環境に優しい商品のパッケージについて学ばせて頂きました。その他にも花王の社員

の方から界面活性剤や石鹸についての実験を交えてのレクチャーがあり、そこでは用途に

合った洗剤について学ぶことが出来ました 

                          

            （エコラボミュージアム）花王ホームページより 

 

（2 日目） 

花王の会社へ行き、花王の方によるプレゼンの後に私達の研究についての発表をしまし

た。花王の方からは、ヘルシアの商品開発についてのプレゼンをして頂きました。細かい沢

山のデータから仮説に基づいて結論が分かりやすく導かれていて、とても分かりやすく、プ

レゼンの仕方を改めて見直す事が出来ました。同行した千葉東高等学校の生徒さんからは

スピロピランの作成の様子、振動による凝集について発表を聞きました。こちらも要点がま

とめられていてとても分かりやすかったです。 

その後に自分達の研究についての発表をしましたが、事前からきちんと準備をしていた

のにも関わらず、内容が難しくて伝わらない、データを詰め込み過ぎている、というご指摘

が沢山ありました。少し厳しいアドバイスでしたが、この経験は後の発表での、万人に分か

りやすく受け入れてもらえるようにする工夫に繋がりました。 

 

一泊二日の短い時間ではありましたが、このような貴重な経験をさせてもらえた事はと

てもありがたかったです。 

 



【英訳段階(1 月から直前まで)】  

ISEF 出場にあたって研究内容の英訳をする必要があり、リサーチプラン・ポストプロジ 

ェクト・ポスター・発表の原稿・質疑応答対策の想定質問の英訳を行いました。 

 

リサーチプランとポストプロジェクトは事前提出で、量も多く沢山の専門用語と格闘し

つつ行いました。しかし、部活が引退間際だったために、リーダーを中心に英訳しました。 

ポスターは色合いなど見栄えに注意しながら、分担して作成しました。これはリサーチプラ

ンやポストプロジェクトとは違って誰が見ても分かりやすいものを目指したので、また別

の苦労がありました。 

その後、当日に必要になる原稿と質疑応答を英訳しました。英訳は伝えたいことに絞って

作ることが大変で、質疑応答は審査員からどのような質問がくるのか出来るだけ沢山の質

問を想定するのに苦労しました。けれど、結果として満足出来るものが完成したのでやった

甲斐がありました。 

 

【研修会(3 月 24～27 日)】 

ISEF2016 日本代表向け研修会がインテル株式会社つくばと JST(国立研究開発法人 科

学技術振興機構)東京本部別館で行われました。そして、実際に ISEF に行った OB の方(NSS

の方)や、ネイティヴの方の指導を受けました。 

 

具体的には、原稿の英訳・原稿を読む練習・質疑応答の練習を行いました。原稿の英訳は

まず日本語で大まかな原稿を作り、NSS の方にアドバイスを頂きながら 2 分位の原稿を作

っていきました。そしてその後、ネイティヴの方による添削が入り、次に発表練習を行いま

した。私は英語で上手く発音しようとすると、どうしても声が小さくなってしまうくせがあ

ったのですが、ネイティヴの先生に「何よりも大きな声を出すこと！ アメリカでは、それ

が大切なこと。」と言われ、考えを改めました。そして、それからは発音がある程度崩れて

いても、はっきりと大きく発声する事を心掛けました。 

研修中は、夜 3 人で集まって原稿を読む練習や、質疑応答の練習をしました。泊まりが

けで研修を行った事で、そのような時間の使い方も出来、意識も高まったのだと思います。 

最終日には、3 グループ位の中で、模擬発表をしてアドバイスを頂く機会がありました。そ

こでは、実際に質疑応答も行い、自分達の発表の粗を見つける事が出来ました。また、その

様子をビデオに撮って自分達でも見たことで、態度が悪く見えてしまう癖なども発見出来

ました。 

この研修では、このように有意義な時間を過ごし、また一緒に ISEF へ行く仲間とも仲を

深めました。 



（上;ネイティヴの方の指導）*      （日本代表全員の集合写真）* 

（下;最終日の練習）* 

 

【直前研修 4 月 17 日】 

朝日新聞社本社で JSEC 受賞者 8 チームのみの最終研修会が行われ、本番のようなセッ

トで発表練習を行いました。 

 

実際のようなブースのセッティングの前に立ち、審査員役の教授の方や NSS の方がブー

スに回って来たら本番さながらに発表を始め、質疑応答まで英語でこなす事をしました。

ISEF 直前のこともあり、どのグループも気合が入った様子で臨んでいました。しかし、この

研修でもやはり質疑応答で詰まってしまうこともあり、まだまだ改善の余地が発見出来ま

した。 

その後、1 人 1 人抱負を述べ、激励の言葉等々を頂きました。この直前研修も、自分達の

発表を見直す良い機会でした。 

 

直前研修後は最終確認で、ポスターの最終訂正や、本校のネイティヴの梅村先生に練習を

付き合ってもらったりしました。そうして、だんだんと ISEF に向けての緊張感が高まって

いきました。 

http://nss.or.jp/activities/final%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A2.JPG


（本番の様なポスターの配置での練習）*        （最終確認）* 

 

【ISEF1 日目(5 月 8 日)】 

成田空港で結団式を行った後に、アリゾナ州のフェニックスへ飛びました。着いてからホ

テルで少し休んだ後に会場へ向かい、登録を行い、ブースセッティングをしました。その後

は夕食を兼ねて、Student Pin Exchange(ピンバッジ交換会)がありました。 

 

結団式では、生徒や引率者の方々、同行する先生が 1 人ずつ自己紹介と抱負などを述べ、

いよいよだな、という気分になりました。 それから色々手続きをして飛行機に乗り、ロサ

ンゼルスでの乗り換えも含めておよそ 11 時間 30 分でフェニックスに着きました。フェニ

ックスでは最初にホテルへ行ったのですが、会場はホテルのすぐ近くで、ホテルからでも盛

り上がった雰囲気が感じられました。 

ブースセッティングでは、日本での発表とは違い、分厚いスチロールの様なしっかりした

パネルに驚きながらもブースを作りました。 

ブースセッティング後のピンバッジ交換会では、広い会場に一杯のファイナリスト達が

自分達の持って来たピンバッジを交換し合い、喋ったりしました。会場には色々な国から来

た人がいて、ISEF というグローバルな大会の凄さを感じました。初めは緊張して積極的に

話しかけられなかったのですが、だんだんとピンバッジを交換して話すのが楽しくなり、本

当に様々な国出身の沢山の人と話す事が出来てとても楽しかったです。 

 

（会場）*                      （上;ブースセッティング）* 

（下;ピンバッジ交換会）* 

 

 



【ISEF2 日目(5 月 9 日)】 

 午前はブースセッティングの続きをし、それが済んだらブースのチェックを受けまし

た。そして午後は、Opening Ceremony Dinner という名でビュッフェ形式の夜ご飯を食べて

から Opening Ceremony がありました。 

 私達のグループは、ブースに器具を多めに置いた関係で用いるコードが多く、チェック

に凄く時間がかかりました。なぜなら、ISEF には細かいルールが沢山あり、機械を発表に

使う際にはその一つ一つが基準を満たしているかを事前に確認される必要があるからで

す。結果として何も問題は無かったのですが、このチェックは午前いっぱいかかりまし

た。 

 お昼は、近くにあるショッピングモールにて食事をしました。そこは日本料理屋さんの

様な見かけだったのですが、私達が注文したお寿司やラーメンは日本のものとは所々違

い、その違いを楽しみながら食べました。私はサーモンのお寿司を食べましたが、酢めし

でないお米の巻き寿司という感じで美味しかったです。 

 午後は Opening Ceremony Dinner と Opening Ceremony がありました。夕食はブュッフェ

形式で、大きな会場で食べました。その後セレモニーがあり、電気のパフォーマンスや、

主催者の方などのスピーチ、Shout Out がありました。電気のパフォーマンスというの

は、電気のバチバチという音で音楽が奏でられるものでした。本物の電気が大きな鉄の柱

から出て、音を奏でる様子は圧巻でした。スピーチは、当然全て英語で聞き取るのに少し

苦労しましたが、応援して頂いたことで勇気をもらえました。Shout Out では各 77 カ国の

代表がそれぞれの国のアピールをしました。日本からは 3 人が壇上に上がり、アピールビ

デオでも 3 人が日本を紹介しました。どの国でも凄く盛り上がって楽しかったです。 

                 （Shout Out）* 

 

【ISEF3 日目(5 月 10 日)】 

 午前はコンベンションセンターの中を見て回り、午後はノーベル受賞者のパネルディス

カッションや、ウェルカムパーティという名のダンスパーティーがありました。 

 

 コンベンションセンターには、ファイナリスト全員の名前が載った板がありました。そ



の中の一人に自分がいるのが凄く名誉に感じました。また、大学からいくつかの団体がブ

ースを出していたものを見ました。環境問題を含めて色々なブースがあり、3D プリンター

を置いていたブースもありました。私達に興味を持ってもらおうという工夫が所々見ら

れ、とても面白かったです。 

 その後、ノーベル受賞者によるパネルディスカッションというものがありました。この

イベントでは、ノーベル受賞者によるスピーチがあったあとに、ファイナリストからの質

疑がありました。ノーベル受賞者からの話では、初めは英語でまくし立てられるような話

し方に戸惑ってしまいましたが、聞いているうちに英語にも慣れて、内容について考え、

自分の意見を持つ事が出来ました。 

 夜にはダンスパーティーが行われました。けれど、ダンスの会場以外にもちょっとした

食事が出来る空間や、卓球などゲームが行える空間があり、ダンスの前にその場所で食事

をしました。そこでは所々に小さなテーブルがあり、食事をしながら談笑出来るようにな

っていました。しかしながら最初は他のファイナリストと話す事に少し抵抗があり、あま

り積極的では無かったのですが、友達がアメリカの子達と話していたため、その輪に入り

色々な事を話す事が出来ました。その子達の中に凄く日本語が上手い子がいた事と、皆日

本に凄く興味を持ってくれた事に驚き、とても嬉しく感じました。 

 食事後はホールでダンスをしました。ダンスパーティーと言っても、舞踏会のようなも

のではなく、ディスコのような感じで、皆我を忘れて踊りました。このダンスパーティー

では、出身国や言語も関係なくダンスだけでファイナリストが繋がっている事が体感出来

て、最高に楽しかったです。 

  (手前の壁に前ファイナリストの名前がある)*  （ダンスパーティー）* 

 

【ISEF4 日目(5 月 11 日)】  

審査会当日で、午前の部、午後の部と審査がありました。夜は Student Party というイベ

ントがあり、マジックやサーカスのような出し物を見ました。 

 

 審査会の当日ということで、会場も緊迫した雰囲気でした。会場に着いて少しすると、す



ぐに審査は始まりました。審査は予めスケジュール表が配られてあり、そこに書いてある審

査員は Grand Award という括りの中の審査員で、部門別での審査を行って下さいます。そ

して、それとは別にスケジュール外に Special Award という括りで企業の方による審査もあ

りました。Grand Award は一コマが 15 分の審査が午前に 4 人、午後に 5 人、Special Award

は少し見ていっただけの人も含めて、午前午後合わせておよそ 5 人位でした。 

 15 分の審査では、初めに 2～3 分の発表をして、その後質疑応答に移る、という流れで

した。たまに質問から唐突に入ってくる審査員もいましたが、用意していた発表の原稿と想

定質問のおかげで、対応を上手くする事が出来ました。また、通訳さんがついていて下さり、

質疑応答の相手の質問が聞き取り辛かった時などに対応して下さりました。しかし、最後の

1 時間で Special Award の審査員の方が来て下さったのですが、とても流暢な英語で早く話

される方だったため、聞き取りが上手く出来ず、その時通訳の方もいらっしゃらなかったた

めに、機会を逃してしまいました。これはとても悔しく、自分のヒアリングの能力の欠如を

身に染みて感じました。 

 夜の Student Party では、アメリカの有名コメディアンの方の司会で、ブラスバンドやマ

ジック、サーカスのような公演を見ました。ブラスバンドは楽器にライトを付けたパフォー

マンスもあり、見ていてとても綺麗でした。マジックやサーカスでは人切断のマジック、身

体がゴムのように柔らかい女の人、炎を食べる男の人、などどれも驚かされるものばかりで、

目の前で見る事が出来て感動しました。 

   （ブースの様子）*        （ブラスバンド）* 

 

【ISEF5 日目(5 月 12 日)】  

午前は研究の一般公開、午後は自由時間で、歩いて行ける距離のハードロックカフェやス

ーパーへ買い物に行きました。また、夜には Special Award の表彰式がありました。 



 

 一般公開では、会場近くに住む一般の方なども含めて沢山の人で会場がにぎわっていま

した。前日の審査とは違って和気あいあいとした雰囲気の中で、ジャッジとは関係なく一般

の方々が自由にブースに見に行ったり出来る場となっていました。私達のブースにも、小学

生のグループや近くに住む日本人の方を始めとして沢山の人が来て下さり、思っていたよ

り多くの人が興味を持って下さいました。また、一般公開の際は自由な格好で参加して良い

という事だったので、日本の団体は皆法被や浴衣を着て臨みました。そのため、日本から来

たんだよね！ と話しかけて下さる方も何人かいて嬉しかったです。さらに、ファイナリス

ト達も自由に他のファイナリストのブースを見に行く事が出来たので、私達も他のブース

を回りました。日本とはまた違った観点での研究も多く、日本にはない医療系の部門があっ

たり、大学と提携した研究も多くあったり、とレベルの高さを感じました。 

 午後から自由時間が少しあり、ハードロックカフェやスーパーに行きました。ハードロッ

クカフェは日本にも店舗があるボリュームを売りにしたレストランで、食事以外にもお店

をモチーフにしたグッズを売っていました。私達は食事はしなかったのですが、ハードロッ

クカフェの内装を楽しんだり、ちょっとしたお土産を買ったりしました。 

 その後スーパーへ行き、ここでもお菓子等のお土産を買いました。 

 その夜は Special Award の表彰式がありました。Special Award は企業の賞で、日本は受

賞者がいませんでしたが、他の国のファイナリストが受賞すると国ぐるみで盛り上がって

いたことが印象的でした。後に聞いたところでは、大学と提携したり、すぐに実用出来そう

な研究が選ばれるそうで、その点に強い国の研究が受賞したようでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一般公開）*              （ハードロックカフェ）* 

 

【ISEF6 日目(5 月 13 日)】  

午前中に Ground Award の表彰式がありました。昼からは自由時間で、デパートや Old 



Town Scottsdale（スコッツデール）という街へ行き、最後には Farewell Party をしました。 

 

 午前の Ground Award の表彰式で、私達のグループは受賞する事が出来ませんでしたが、

日本からは 3 グループが受賞しました。米子高等専門学校の前田先輩・山村さんがエネル

ギー・化学的部門 2 等、横浜サイエンスフロンティア高等学校の藁科先輩が細胞分子生物

学部門 2 等を受賞しました。そして千葉市立高等学校の市毛君が機械工学部門の部門最高

賞と Intel Foundation Cultural & Scientific Visit to China という日本初の賞を受賞しました。

皆ステージの上で凄く輝いて見え、受賞者出来ずに悔しい思いはありましたが、とても嬉し

かったです。また、このような素晴らしい受賞者と一緒に ISEF に出場出来た事が誇りとな

りました。 

 その後はバスでデパートに向かい、お昼ごはんを食べたり、お土産を沢山買ったりしまし

た。時間は短い中ながらも、思う存分ショッピングが出来て楽しかったです。それから Old 

Town Scottsdale(スコッツデール)へ行きました。スコッツデールとはアメリカ南部の西部

劇に出てきそうな古いアメリカの町並みを再現した小さなお土産街で、色々なお店があり、

ここでもユニークなお土産をいくつか買えました。 

 最後には、ステーキ屋さんで日本の JSEC チームだけの Farewell Party を行い、一人一人

が感想を述べました。 

 そして、ホテルへ帰るとバンバンという音が聞こえ、外に出ると花火が会場上空に上がっ 

ていました。とても綺麗でもう終わってしまうんだな、と寂しい気持ちになりました。 

 

 

 

 



 

（上;Ground Award 表彰式）*（下;アリゾナの風景）*    （スコッツデールにて）* 

 

【ISEF7 日目(5 月 14 日)】 

シアトル経由で日本へ帰国しました。 

 

 朝の 4 時半にホテルのロビーで集合して空港へ行き、日本に向けて発ちました。そして

午後 2 時ごろには無事到着しました。成田空港では、最後に引率して下さった方々のお話

があり、そこで今回の ISEF は終了しました。 

 

【タイ研修 TJSSF との比較】  

私は 12 月 18 日～25 日までの 1 週間タイ王国へ SSH の TJSSF(Thailand And Japan 

Science Fair 2015)で行きました。TJSSF というのはその名の通り、タイの生徒と日本の生

徒が交流を深め、科学について一緒に学ぶ機会を与えてくれる場です。そこでは色々なタイ

の文化を実際に見て触れてタイの文化を体感したり、日本の文化を紹介したりするだけで

はなく、科学について一緒に学んだり、お互いの研究発表をする機会がありました。 

 この研究発表は、50 分の持ち時間中自分のブースの前に立ち、興味を持ってくれた人が



いたら説明するという形式でした。審査はせずに、和気あいあいと交流をするものでしたが、

英語で発表するという機会はこれが初めてで、特に英語での質疑応答に不安を持っていま

した。 

 初めに来てくれたのはタイの女の子でした。私は緊張しながらも説明していたのですが、

その子がうんうんと頷きながら聞いてくれたので、緊張もほぐれてむしろ楽しむ余裕が出

てきました。それからは日本人の人も含めて 3 回位発表をしましたが、頑張って伝えよう

と思っていれば英語でも伝わる事が分かり、とても嬉しかったです。 

 

 TJSSF は交流会という事もあり、代表が集まった国際大会の ISEF とは形式も全然違って

審査も無い研究発表ではありました。しかし、この機会は間違いなく将来プレゼンなどの場

に役立つと思います。また、TJSSF の経験のおかげでこの後に出場した ISEF も幾分か気を

楽に臨めました。この 1 週間は本当に楽しかったし、凄く良い思い出となりました。 

 

【最後に】 

このように ISEF は私に多くの楽しい貴重な経験をくれました。オーバーな表現と思われ

るかもしれませんが、思い出すだけで夢のような一週間だったと、そう思います。そして、

間違いなくこれらの体験は ISEF でないと出来ないことです。本当に最高だった。 

また、私は ISEF に行って以来科学に対する見方が変わりました。科学はもっと自分から

学ぶことで、楽しくなり得るしひらけるものだと思うようになりました。なぜなら、科学を

学ぶ人たちが世界中から集まって、科学に向き合うのがあんなにも楽しいこと、世界には自

分と同年代で科学分野においてあれほど凄い人たちがいるのだということを知れたからで

す。また、自分も同じ場を共有していた一員であったことから、自分の研究をもっと誇って

いいとも思えるようになりました。当初、ISEF のことを全く知りませんでしたが、今このこ

とを思い返すと凄く残念に思います。もう少し前から ISEF のことを知っていたらもっと科

学に真剣に向き合えていたのではと思います。そのため、この ISEF に行った経験を後輩た

ちなどに伝えていけたらと思っています。 

 

最後に、今回 ISEF に行くにあたりお世話になった朝日新聞社さん、NSS の方々、市川高

校の先生方、両親、そして一緒に研究した 2 人、本当にありがとうございました。 

 



* 

 

なお、追記中の*の印の写真は NSS（NPO 法人日本サイエンスサービス）よりの提供です。 

 


