
第７回高校生国際シンポジウム実施要項 

）「人類の英知の上に立ち，未来を創る」 
 

 

 

 

期 日  令和４年２月１７日（木）および２月１８日（金） 

会 場  宝山ホール（鹿児島県文化センター）〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町５−３ 

協 賛  学校法人福岡雙葉学園理事長，学校法人麻生塾塾長 麻生泰（特別協賛） 

株式会社 新興出版社啓林館，株式会社新日本科学、マスダアンドパートナーズ株式会社、等 
 

後 援  文部科学省，経済産業省，在福岡アメリカ領事館、鹿児島県教育委員会， 

オックスフォード大学日本事務所 

日 程 

【1 日目】 2 月 17 日（木） 【2 日目】 2 月 18 日（金） 

受付 9:00～9:30 受付 8:30～9:00 

開会行事（YouTube Live） 9:30～10:00 ゲスト発表（ASIJ による発表） 9:00～10:00 

基調講演（YouTube Live） 10:00～10:30 表彰式・講評 10:15～11:30 

パネルディスカッション 

（YouTube Live） 

10:40～11:50 昼食 

パネリスト・審査員との交流会 

11:45～13:20 

昼食 11:50～13:00 進路座談会  13:20～14:10 

課題研究発表（ZOOM） 13:00～17:15 優秀発表・グランプリ発表 14:15～15:55 

 第１部 (13:00～14:15) 閉会行事 16:00～16:20 

 第２部 

 第３部 

(14:30～15:45) 

(16:00～17:15) 

※2 日目は終日（YouTube Live） 

配信です。 

 

生徒交流会（会議室３） 18:00～ 

  

 

諸連絡・注意事項 

・1 日目の基調講演、パネルディスカッション、2 日目の全行程は YouTube Live にて配信されます。現地に来ら 

れている皆さんは、現地でしか体験できない会場の雰囲気を楽しみながら、積極的に見学を行ってください。 

・1 日目の研究発表時はＺＯＯＭにて配信されます。 

・YouTube Live、ZOOM の URL は主催である Glocal Academy 大会ホームページからご確認ください。 

・研究発表の様子は後日大会ホームページにアーカイブとしてアップされますのでご了承ください。 

・大会中は大会の様子を写真に収めます。不都合がある場合は、受付にお申し出ください。 

・会場内はコロナ対策として必ずマスク着用とアルコール消毒の徹底をお願いいたします。 

・食事は黙食をお願いいたします。（昼食会場は 3 階会議室４・５・６） 

・荷物置き場は多目的ルームとなります。カギの管理は受付（川上）で行いますが、盗難・紛失は責任を負いか 

ねますので貴重品の管理はご自分で行ってください。 

・ポスター発表の分野１～分野４は会場が宝山ホール裏の「鹿児島市教育員会」の会議室となります。 

・発表する生徒は、各発表する部のはじめから参加をして、すぐに発表できる体制を整えておいてください。 

 

日頃の研究成果をスライド発表やポスター発表としてまとめ，生徒が自らの研究成果を発表

するとともに，参加者間の交流を深めながら今後の進路選択や社会への理解を深めていく． 



①十島村の医療充実への未来構想 鹿児島修学館高等学校 山口 幸輝 ①女性労働者と介護労働者の充実への一歩 自由ケ丘高等学校 岡﨑愛芽

②震災に対する意識の風化防止に向けた活動 ～【Nexus】震災の記憶を未来へ繋ぐために～ 新潟県立津南中等教育学校
富井優花

柳柚季

福原瑞葵

桑原由妃
②看護師の働き方～より良い看護へ

花園高等学校 大田 千尋

③Proposals for the revitalization of tourism industry in Hiroshima 広島市立広島中等教育学校 宮脇史旺 坂田詩穂 森美友 ③同調圧力と感染症 鳥取県立倉吉東高等学校 上口 陽菜 大川月果

④日本人の中国に対する印象とマス・メディアの影響 鹿児島修学館高等学校 山之口 愛 ④日本のペット産業における問題点とその改善策 大妻高等学校 宮脇綾

⑤ワーキングメモリトレーニングは高校生の学習能力向上に役立つか？ 佐賀県立三養基高等学校 岡美里 ⑤公民館×オンライン診療による新たな医療体制の構築 兵庫県立姫路西高等学校 明珍 初音 荻 愛実 沖中 優奈

⑥医療的ケア児とその家族のために取り組むべき課題 成蹊高等学校 塩澤奈月 ⑥自分の健康と世界における健康・医療問題 熊本県立玉名高等学校 佐々木桃子 児玉未希 坪根瑞季

⑦鳥取城下町の町人地跡の残存に関する町割りと道路に着目した時空間分析 鳥取県立鳥取西高等学校 石倉 理子 ⑦ALS 患者の生きる意味の崩壊を阻止するために 神村学園高等部 赤尾琉那

⑧技術の進んだ未来でもAIは看護師を越えられないのか 熊本県立鹿本高等学校 齊藤 美咲 ⑧子供の居場所づくりのために 自由ケ丘高等学校 井本彩花

⑨多様性に考慮した色覚認知モデルの提案 早稲田佐賀高等学校 板垣仁菜 ⑨フードバンクの認知度を向上し生活の一部にするための考察 自由ケ丘高等学校 北澤志帆

⑩COVID-19 関連記事が株価に与える影響力の定量化 兵庫県立姫路西高等学校
萩野 朝陽

石井 俊次郎

森上 結斗

山野 瑞起
⑩未成年者の医療的な決定について

花園高等学校 堀之内匠

⑪万引きの地域的要因の解析
兵庫県立姫路西高等学校

髙橋 優太朗

笹倉 駿希

小林 樹生

名定 佑真

⑫在宅医療関係者の負担の実態 神村学園高等部 古城こころ

①心理学的にみた災害時におけるジェンダー平等についての考察
盛岡中央高等学校 山口 美輝

中村 綾乃

田中 杏奈

向井田 千聖
①目指せ山梨県甲斐市の継続的な人口増加

山梨県立甲府西高等学校 渡邊 愛子

②推し文化の変遷と展望 芝浦工業大学柏高等学校 内藤颯汰 ②サブサハラ地域における農業技術支援の現状 ――アフリカで「緑の革命」を起こすには―― 芝浦工業大学柏高等学校 ⾧谷部 光

③ソクラテス的善の現代的検討
金沢大学附属高等学校

岩﨑 友哉
③佐世保独楽を広めよう

⾧崎県立佐世保西高等学校
松本祥汰郎

山瀬美咲

横石美幸

吉次朱里

④日本における「男女二元論」に囚われない教育施設と体制を作る方法と課題 鳥取県立鳥取西高等学校 櫻井 美咲 ④海外企業における社会関係資本と人的資本 熊本県立鹿本高等学校 中野 心晴

⑤『ドラキュラ』におけるドラキュラ伯爵の人間味 大森学園高等学校 石塚 ななみ ⑤色の組み合わせで経済が変わる！？ 鳥取県立倉吉東高等学校 田中美結 松原こすも

⑥国語の教科書が示す大人への道標 広島市立広島中等教育学校 上岡優里
⑥高校生の恋愛における行動心理学的効果

花園高等学校
隠岐千智

柴田那奈

檜山美咲

吉川奈那

⑦Comparisons and further exploration of three works of "Ein Frauenzweikampf” 芝浦工業大学柏高等学校 布施慶多 ⑦山梨県の宿泊客の現状と対策 山梨県立甲府西高等学校 小林 璃瑠

⑧テレビ番組タイトルにおける「非標準的なカタカナ表記」の機能 宮城県仙台二華高等学校 大浪純 ⑧テレビの今後 －民放が生き残る方法とは？－ 鳥取県立倉吉東高等学校 森 皐

⑨少女漫画中の嫉妬シーンからみる若者のジェンダー観 芝浦工業大学柏高等学校 佐藤希音 ⑨山梨県における鹿による経済効果 山梨県立甲府西高等学校 武田 輝幸

⑩日本の学校における”作られた男女平等”の影響 慶應義塾女子高等学校
奥野結実

小野とわ

瀧口真衣

相馬優
⑩ファンマナーの改善に向けた具体的な方策の提案

武蔵野大学附属千代田高等学院 尾形美羽 香川莉奈 斉藤志桜

⑪子飼商店街活性化プロジェクト
熊本県立濟々黌高等学校

堺 翼

松永 武

末松 光莉

磯田 萌衣

⑫芸術祭を用いて地域向上を目指す
新潟県立津南中等教育学校

生越愛望

田村真耶

樋口空

水落礼

①食品廃棄物を用いた天然繊維への染色方法の確立 市川学園市川高等学校 下谷 果歩 新庄 千彩 ①高校社会科地理における難民問題学習の課題と提案 滝高等学校 向井彩華

②火山灰に秘められた新たな可能性を探る ～火山灰が持つアンモニア吸着のメカニズム 鹿児島県立鶴丸高等学校 二反田 愛 吉田 和奏子 岸田 想咲 ②夢野久作｢少女地獄｣の「火星の女」はなぜ 19 歳の少女を描いたのか 鳥取県立倉吉東高等学校 三谷智恵子 山本夏未

③粉末型 BiVO4 光触媒と Fe2+/3+ 酸化還元サイクルを用いた光電気化学的水素合成 広尾学園高等学校 小川陽流 渋谷恵音 新町風雅 ③異文化理解教育から考える宮崎県立高校の海外修学旅行 宮崎県立高鍋高等学校 守部 心々音

④廃棄される柚子を再利用した食品ロス低減に繋げる天然防腐剤の立証 鹿児島県立甲南高等学校 木幡 ゆい   新

地 夏樹

益満 遥士   今

辻 拓真
④理系女子を増やす工夫―ジェンダーバイアスを論点としてー 神村学園高等部 別府奏音

⑤エタノール蒸留中の温度変化 芝浦工業大学柏高等学校 三村 乙樹 ⑤なぜ日本人は動物の絵を左向きに描いてしまうのか 大阪府立岸和田高等学校 金橋 日菜乃

⑥植物性廃棄物を用いた生分解性素材の作製 ―プラスチック代替品の作製― 岡山県立岡山一宮高等学校 枝松野花

永木妃菜

笹山裕翔

栂野義貴
⑥曼荼羅の配色についての考察 芝浦工業大学柏高等学校 市原光悠

⑦室温付近で成形できる生分解性高分子 福岡県立筑紫丘高等学校 中山ゆりの ⑦「不思議の国のアリス」におけるアリスの自己同一性の認識 鳥取県立倉吉東高等学校 奥野 羽結

⑧規格外(B 品)みかん由来のボタニカルソイキャンドル開発 ⾧崎県立諫早高等学校 岸ふみ ⑧近代文学の定番教材化について―「山月記」を中心に― 神村学園高等部 徳永美都

⑨キトサンエステルによるバイオマスプラスチックの作成と評価 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 對馬 早和花 植田 彩江 川島 楓 ⑨レーモン・アロン回想録から見るフランスの敗戦 花園高等学校 高木 直太朗

⑩教員の⾧時間労働の現状と改善策について 神村学園高等部 船蔵朱花

⑪『源氏物語』の考察―「紫の上」(松風）を中心に― 宮崎県立高鍋高等学校 湯浅美彩

⑫万葉集における未解読文字の解読に伴う解釈の変化 鳥取県立倉吉東高等学校 福井優芽

①ギフチョウの進化史をたどる 岐阜県立岐阜高等学校 西脇 怜央 篠田 晴希 小屋 拓大 ①CO2 濃度と在室人数の同時測定システムの開発と数理モデルによる解析 群馬県立高崎高等学校 佐藤弘基

伊藤俊介

山本航紀

渡部翔太朗

②マウス胎仔下顎器官培養における EGFP 遺伝子発現の検討 筑紫女学園高等学校・佐賀県立鳥栖高等学校 矢津田双葉 甲原朋佳 ②自作の水蒸気蒸留装置から抽出される精油の効能 東京都立大泉高等学校 原ひろみ

③鹿児島県でのヤンバルトサカヤスデの拡大状況と個体群特性の分析 鹿児島県立錦江湾高等学校 福田 千佳 瀬戸山 凌汰 ③高吸水性ポリマーを用いた陽イオンの回収 岐阜県立岐阜高等学校 杉尾 一誠 松永 紗良 武藤 有飛

④画像解析技術を用いた新規抗生物質生産菌単離法の開発 三田国際学園高等学校 津田賢太郎 細屋有美香 ④廃棄されるアクリル板を用いた多孔質物質の合成と イオン交換量の測定 神戸市立科学技術高等学校 大澤眞之 多田侑晟

⑤シジミ貝殻を用いた井戸水中の鉄イオン除去に関する研究 宮城県仙台二華高等学校 缶皓子 ⑤膜分離による空気中 CO2 の直接回収の検討 リンデンホールスクール中高学部 石橋怜輝

⑥シロイヌナズナの葉柄が⾧くなる変異体を用いた葉の形成機構の解析 広尾学園高等学校 萩原美優 八木橋春和 東木美桜 ⑥弓道における矢の軌道計算とその実践 鹿児島県立錦江湾高等学校 小濵 怜央奈

佐々木 瀬那

平野 将仁

深堀 秀斗

⑦環境 DNA 定量解析を用いたアユ仔魚降下量の推定 岐阜県立岐阜高等学校 森毅志 小澤 利就 ⑦アルコール除菌製品の形状における除菌効果の差異 熊本県立鹿本高等学校 細江 良

⑧ザトウムシに関する研究 ～脚の特徴から生き方の戦略を探る～ 鹿児島県立錦江湾高等学校 重村 空歩

吉村 一護

花田 涼

坂下 智海
⑧音声アシスタントにおける韻律改良のための音響分析 山梨県立甲府西高等学校 狩野竜馬

⑨アライグマの分布調査における環境 DNA の利用の検討 大阪府立岸和田高等学校 中塚梨 ⑨数値シミュレーションによるダイラタンシーの研究 宮崎県立高鍋高等学校 横山沙夜

⑩Consideration of seismic resistance of simple model by position of diagonal brace 福岡県立明善高等学校 木村 彪人

床島 健斗

中村 優亜

森田 莉緒

⑪多視点ワイヤーアートの作成 広尾学園高等学校 梶原 由圭 須賀 茉莉愛

⑫骨力発電 ～ 骨を資源にリ・ボーン～ 宮崎県立宮崎大宮高等学校 弓場元 悠人

新山 航平

大槻 勇人

野﨑 凜南

①ＢＳアンテナで局地的豪雨予測Ⅱ～ＳＮＳとＩｏＴを活用した観測網の全国展開～ 鹿児島県立錦江湾高等学校 川添 愛莉

西府 美音

前原 凜花

吉永 恵
①Biodegradable Potential ~ Save marine life from being damaged by fishing line ~ 福岡県立明善高等学校 小林 由奈

井上 奏羽

古山 満帆

寺﨑 理彩

②スターグラフにおける最短サイクルをSPアルゴリズムを用いて数え上げる 広尾学園高等学校 板橋穂南 保坂美結 山本康生 ②精油の力で血圧を低下させ、高血圧から健康を守ろう 熊本県立鹿本高等学校 中川 千佳

③スマート盲導杖「みちしる兵衛」 ～AI 搭載白杖による視覚障害者歩行支援～ 群馬県立高崎高等学校 高田悠希 ③PET (Polyethylene terephthalate) 微粒子を含む寒天培地の 実用的かつ簡易な調製法 三田国際学園高等学校 酒井陽菜

④待ち行列理論を用いたエスカレーターの乗り方の評価 広尾学園高等学校 美和 紗佳 ④機転利かせて、活かせ、河川 香川県立高松北高等学校 細谷和翔

橋本紗之介

森宙斗

中尾春希

⑤反射光を抑制できるソーラーパネルの形状に関する研究 高知県立高知小津高等学校 堀切 美玖

片岡 裕太

西岡 宏祐

吉岡 莉緒
⑤アジサイの葉に抗バクテリア作用はあるのか 東京都立大泉高等学校 菅原大貴 植村虎太郎

⑥新材料 Hf0.5Zr0.5O2(酸化ハフニウムジルコニム)の誘電特性と熱依存性 福岡県立明善高等学校 德永 悠祐 ⑥バイオトイレのシステム改良による便槽内温度上昇の促進 宮城県仙台二華高等学校 齋藤眞江

⑦ダイヤモンド富士から地球の半径を求めてみよう 江戸川学園取手高等学校 光城 紳一郎 村上 碧基 久保 裕矢 ⑦岐阜市ヤマトサンショウウオの遺伝的多様性の低下と産卵時期の早期化 岐阜県立岐阜高等学校 杉山奈都 後藤銀士路 久冨康平

⑧カオスが見られる漸化式の性質 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 阪本翔 東川隼人 丸野祐嗣 ⑧魚の胃に含まれるマイクロプラスチックの簡単かつ安全な観察方法の開発 芝浦工業大学柏高等学校 髙橋玲那

⑨ロードセルによる 3D プリンタ出力の簡易強度試験装置の試作について 明法高等学校 横山 響 ⾧尾 康生 ⑨在来イワナは俺らが守る！～在来イワナの保全・利用・林業の両立～ 鳥取県立倉吉東高等学校 川北宇宙 遠藤和史

⑩持続可能な食肉生産のための基礎研究 筑紫女学園高等学校・⾧崎県立⾧崎西

高等学校

中世古悠有 大塚ほのか

⑪二酸化炭素中での微生物培養 芝浦工業大学柏高等学校 高橋柚希乃

⑫光刺激による新規抗生物質生産菌の探索 三田国際学園高等学校 西村翔 松山翠華

スライド発表の部　Oral Presentation　①～③ 13:00～14:15　④～⑥ 14:30～15:45　⑦～⑩ 16:00～17:15 ポスター発表の部　Poster Presentation　①～③ 13:00～14:15　④～⑥ 14:30～15:45　⑦～⑩ 16:00～17:15

＜分野１:国際・経済・医療＞　於、ホール　　　ZOOM ミーティングID: 836 4817 4238　　パスワード: 552424 ＜分野１医療・福祉＞　於、鹿児島市教育センター　ZOOM ミーティングID：950 9958 5734　　パスワード：981702

＜分野2:人文科学・ジェンダー＞　於、第３会議室　ZOOM ミーティングID: 841 0552 8222　　パスワード: 227808

＜分野３:化学＞　於、第６会議室　　　ZOOM ミーティングID: 812 6372 1581　　パスワード: 351106

＜分野４:生物＞　於、第5会議室　ミーティングID: 839 9537 6521　　パスワード: 210468

＜分野５:物理・数学＞　於、第4会議室　ミーティングID: 828 5705 8041　　パスワード: 271350

＜分野2:社会科学・観光＞　於、鹿児島市教育センター　ZOOM ミーティングID：981 7865 2831　　パスワード：823455

＜分野３:地域・人文科学・教育＞　於、鹿児島市教育センター　　ZOOM ミーティングID：975 3112 8510　　パスワード：394746

＜分野４:化学・ 物理＞　於、鹿児島市教育センターZOOM ミーティングID：882 2081 2811　　パスワード：020911

＜分野５:生物＞　於、宝山ホール2階　第２会議室　　ZOOM ミーティングID：824 0021 4905　　パスワード：595907

※発表時間帯については多少前後する可能性もありますがご了承ください。プログラムなどについて何か不明点等がありましたら、受付までおこしいただくか黄色の名札を付けた運営スタッフにお尋ね下さい。また、プログラム及び要綱集は受付にて販売しておりますので、受付にてお申し付けください。
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一般社団法人 Glocal Academy 理事長 物理学博士 岡本 尚也

近年、社会はより早く、複雑に変化するようになりました。我々はそ
の変化の中におり、一人一人がその時代や社会を創る当事者です。今，
未曾有のパンデミックに見舞われており，不安や暗い気持ちが社会の中
を覆っています．しかし，これらの我々人類はこれらの危機を乗り越え
てきた歴史があります．過去の人々，今を生きる人々の英知や思いを結
集し，一人一人がその担い手となりながらより良い歴史の1ページを創
ることを切に願っております。

このシンポジウムは単なる研究発表会ではありません．地域や世代を
越えた交流・学びが大きな目的です．コロナ禍での開催となりましたが
、皆さんの人生の転機となる機会がこのシンポジウムにはたくさんあり
ます．この2日間，物理的な距離はあったとしても、同じ空気感・熱気
を少しでも共有し，共に充実した時間を創っていきましょう！
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主催者挨拶 Organizer

主催法人について

Mary Collins （免疫学者・ウイルス学者）。２００５年から２０１
５年まで，感染症疫学，遺伝学，工学における研究や指導の国家的
中枢である，ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの医学研究評議
会医療分子ウイルスセンターでディレクターを務めた。２０１６年
９月にOIST（沖縄科学技術大学院大学）研究担当ディーン※として
沖縄県恩納村に着任，２０１８年には同学のプロボストの任に就い
た。OIST着任以来，海洋科学研究プログラムを展開の他，OISTの
沖縄県に向けた新型コロナ対応プロジェクトも主導している。
※学部長相当

Mary Collins is an immunologist and virologist. From 2005-15 she 
directed the Medical Research Council Centre for Medical Molecular 
Virology at University College London, a national hub for research and 
training in viral epidemiology, genetics and engineering. In September 
2016 Collins relocated to Onna-son, Okinawa to take up the role of 
Dean ofResearch, then in 2018 Provost, at OIST. During her time at 
OIST she has developed the marine science research program and led 
the OIST response to COVID-19 in Okinawa.

沖縄科学技術大学院大学 プロボスト
メアリー・コリンズ Prof. Mary Collins 

Title :『 A life in research 』

【2月17日 10:00-10:30 】

基調講演 Keynote Speech

一般社団法人 Glocal Academy（所在地：
鹿児島市）は，社会や学術における諸課題
に対して客観的なデータ分析や社会・歴史
的背景をもとに解決する事を目的とし，教
育支援事業により後進の育成を，コンサル
ティング事業によりそれら課題に取り組む
個人及び団体を支援しています．

Instagram Facebook Official HP



『学び続けるために必要なこと』

麻生 泰 氏

1946年8月28日生まれ。福岡県飯塚市出身。

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。英国オックスフォード大学ニューカレッジ

卒業後、大沢商会に勤務。1977年麻生セメント株式会社に入社、1979年同社

代表取締役社長、2016年に同社代表取締役会長に就任。

一般社団法人九州経済連合会 名誉会長、学校法人麻生塾 塾長、学校法人福岡

雙葉学園理事長を務める。

アリソン・ビール 氏（Alison Beale）

オックスフォード大学日本事務所代表。英国出身。オックスフォード大学でフ

ランス、ドイツ文学を学び、シェフィールド大学で日本研究の修士号を取得。

JETプログラムで初来日し、大分県で英語指導を行った。前職はブリティッ

シュ・カウンシル日本副代表。現職では日本の企業、財団、卒業生や個人の

方々とオックスフォード大学との関係構築、強化に努める。在日英国商工会議

所、大学改革支援・学位授与機構、日本の大学の国際委員会等で委員も務める。

日下部 元雄 氏

元世界銀行副総裁、（株）オープン・シティー研究所所長。東京大学大学院修

士課程(数学)卒業。エール大学経済学修士、大蔵省入省後、IMF勤務、欧州復

興開発銀行中央アジア局長などを経て、世界銀行職員、副総裁(資源動員・協

調融資担当)、立命館アジア太平洋大学客員教授。

ユキ・近藤・シャー Yuki Kondo-Shah 氏

在福岡米国領事館、広報担当領事（兼 福岡アメリカン・センター 館長）を務める。日

本人とバングラデシュ人の両親の元に生まれ、川崎市とアリゾナ州スコッツデールで

育った。ダートマス大学で政治学を専攻、学士号を取得した。英国と中国への留学経験

を持つ。また、ハーバード大学ケネディ・スクールで公共政策学修士号を修め、在学中

にはジョセフ・ナイ教授と共同で、パブリック・ディプロマシーの成果測定に関する修

士論文を執筆した。在ボリビア(ラパス) 米国大使館、在中国（北京）米国大使館で副領

事（2015年～2017年）、ワシントンDCで国務省経済・企業局のパブリック・ディプロ

マシー担当官（2017年～2019年）を務めた。

吉本 英樹 氏
東京大学工学部航空宇宙工学専攻修士課程修了。2010年より渡英し、2016年
Royal College of Art (英国王立芸術学院)  Innovation Design Engineering学科
博士課程修了。2015年にロンドンでTangent Design and Invention Ltd創業。
世界的に有名な高級ブランドを顧客に、様々なデザインプロジェクトを手がけ
る。2020年より東京大学先端科学技術研究センター特任准教授。

小倉 直子氏

経済産業省サービス政策課教育産業室総括補佐。1986年福岡県久留米市出身。東京大学

経済学部卒、在学中は開発経済のゼミに参加し途上国におけるフィールドワーク等を実

施。交換留学にてスウェーデンストックホルムに半年間留学。2011年に経済産業省に入

省。法改正などの産業政策・制度設計やEPA交渉などに従事。2016年夏から2年間、米

国ボストンに留学し、Business for Social impactとPublic Leadershipの2つを軸に学び

修士号取得。帰国後、EPA交渉に従事し、2019年10月に長女を出産。育休を経て2020年

4月に現職に復帰し、「未来の教室」事業など教育イノベーション政策に取り組む。
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パネルディスカッション Panel Discussion

パネリスト

【2月17日 10:40-11:50 】

コーディネーター：一般社団法人 Glocal Academy 理事長 岡本 尚也



特別協賛 学校法人福岡雙葉学園理事長，学校法人麻生塾塾長 麻生泰

協賛

ゲスト発表 Guest Presentation

日程 Time Schedule

【2月18日 9:00-10:00 】

協賛・後援団体 Sponsors

後援 文部科学省、経済産業省、在福岡アメリカ領事館、
鹿児島県教育委員会、オックスフォード大学日本事務所

3

岡本産業株式会社

＊1 スライド発表とポスター発表で時間が異なりますので、別紙資料の時間割をご覧ください。
＊2 教員研修会、交流会（17日、18日とも）は現地参加のみとなります。

【1日目】 2月17日（木） 【2日目】 2月18日（金）

受付 9:00～9:30 受付 8:30～9:00

開会行事 9:30～10:00 ゲスト発表（ASIJによる発表） 9:00～10:00

基調講演 10:00～10:30 表彰式・講評 10:15～11:30

パネルディスカッション 10:40～11:50
昼食
パネリスト・審査員との交流会

11:45～13:20

昼食 11:50～13:00 進路座談会 13:20～14:10

課題研究発表・審査会＊1 13:00～17:50 優秀発表・グランプリ発表 14:15～15:55

研修会・生徒交流会＊2 18:00～ 閉会行事 16:00～16:20

様々な分野で活躍する方々がこれまでどのようにしてキャリアを形成し
てきたのか、実体験をもとに話を行います。質疑応答も行います。

＊登壇者は別紙をご参照ください。

進路座談会 Round-table Talk

【2月18日 13:20～14:10】

American School In Japanの生徒による研究発表が行われます。
来年度より本格的にシンポジウムに参加いたします。




