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高校 生 イ ン タ ー ナ シ ョナ ル・ サ イ ェ ンス ス ク ー ル
このサイエ ンスス クール は、麟 日本国際教育協会主1催 による もので、ア ジア太平洋地域 の諸外国か
″
ら 理科好 き"の 高校生 を国内の大 学・ 研究所 に招 き、 日本 の高校生 とともに、研究者 による講義・
実習 を通 じて物理学 あるい は生物学 の最新 の知識 に直接触れさせ よう、 とい う英語版のプログラムで
ある。 これによって、 日本 の最先端 の研究 の一端 を学 ばせなが ら、アジア太平洋地域 における高校 生
の交流 を促 し、 もって 日本 とアジア太平洋地域諸国間の相互理解 と友好親善 に寄与する ことを目的 と
してい る。 この計画 は平成 6年 度 か ら始 まって い る。最初 の 3年 間 は物理学 については高 エネル ギー
物 理学研究所、生物学 については岡崎国立共同研究機構 で実施 された。平成 9年度 か らの 3年 間 は物
理学 は引 き続 いて高 エネル ギー加速器研究機構

(旧 高 エ ネルギー物理学研究所 )が 、生物学 について

●

は新たに東京大学が担当する ことになった。実施 したプログラムのタイ トル は「生物科学 プ ログラム」
で、昨年

(実 行委員長、加藤教授)と

同 じである。

前回 と同様、 アジア太平洋地域の国 (韓 国、中国、タイ、イ ン ドネシア、 マレーシア、 フィリピン、
シンガポール、オ ース トラリア、 ニ ュー ジーラン ド、ア メ リカ、 お よびカナダ)か ら各 1名 、国内の
11都 府県か ら各 1名 、合計22名 の高校生 (2・

3年 生)が 参加 した。期間 は 7月 23日 か ら 7月 30日 。

実施 には理学部 2号 館 のほか理 学部付属臨海実験所 お よび国立科学博物館が当 り、実際 の指導 は生物
科学専攻 の基幹講座 および流動講座 の教官 が担当 した。24日 か らの講義・ 実習 に先 だって、23日 の開
校 式の後、千葉大学学長 の丸 山教授 による特別講演「巨大 タ ンパ ク質 はいかにして発見 されたか」 が
行われ た。
講義・ 実習で は、単細胞原生生物 であるクラ ミドモナスか ら、 ボルボ ックス、イース ト、 カエル、
ヒト

(染 色体)に

わたる広範 な材料 について話題 が と り挙 げ られ、 また細胞 内の ミトコン ドリア等 の

オルガ ネラの ミクロの世界 か ら、熱帯 か ら寒帯 にわたる森林生態系 とい うマクロの世界 が盛 り込 まれ
て、文字 どお り分子 か ら生物集団に至 るさまざまな レベルで生命現象 が論 じられた。表紙 の写真 は特
「ボルボ ックスの分類・ 進化」の実習、 および「細胞運動 の分子生物学」 の講義・ 実習の 1コ
別講演、
マで、高校生達が楽 しみなが ら、熱心 に受講 している様子 が窺 える。写真 には出ていないが、三崎 の
臨海実験所 では実 際 に海の生物 を手 に取 つて観察 した り、国立博物館 で は陳列 してあるい ろい ろな動
物 のまJ製 か ら毛 を採取 して顕微鏡観察す るな ど、バ ラエ ティに富むプログラム となった。 このプログ
ラムを通 じて、参加 各国 の高校生 が生物 とその科学 に一 層興味 を抱 き、相互理解 を深 めて くれたので
はないか、 と期待 してい る。
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