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幻の最終日
無念、台風の影響により表彰式など中止に

台風 9号の影響で最終日は中止となった

　JBO2016 本選最終日、つくば国際会議場で行われるは
ずであった閉会式・表彰式をはじめとする全日程が台風の
影響で中止となった。このような事態は日本生物学オリン
ピックが始まって以来、初めてのことである。贈呈するこ
とが出来なかった賞状などは後日、各参加者のもとに郵送
される。賞状やメダルを手にした参加生徒の皆さんの姿を
写真で残すことは残念ながら叶わなかったが、ここで得た

　　ＪＢＯ 2016   結果

JBO2016
本選実行委員長より

　　　　　愛を込めて
　今大会を陰から支えて
くださった実行委員長で
ある千葉智樹先生にお話
を伺った。千葉先生は「筑
波大学は、発足当初から
JBO の運営に関わってい
るということもあり、つ
くばを中心に日本の生物
学を盛り上げていきた

い」と、JBO にかける想いを語られた。ま
た、2 日間にわたる過酷な実験試験を戦い抜
いた参加生徒の皆さんに向けて、「表彰式は
残念ながら開催できなかったが、日本代表選
手候補に選ばれた方々は次のステージである
IBO に向けて頑張ってほしい。選ばれなかっ
た方々も、生物学への興味を絶やさずに見聞
を広めてほしい」とエールを贈られた。( 執
筆 宮嶋優 )

茨城県知事賞（総合成績第一位）

つくば市長賞（総合成績第二位）

筑波大学長賞（総合成績第三位）

日本代表候補者

金賞

銀賞

銅賞

生理的にエレガンスで賞  
林　優里さん
副賞：C.elegans とそのぬいぐるみ
その前の試験でうまくいっておらず、挽回しようと思っていたの
で必死にやりました。副賞で線虫をもらったけど、今後飼育をど
うしようかと思っています。とにかくオリンピックを楽しみまし
た！

特別賞受賞者の
     インタビュー

デジタル版は
ここから

Team-J メンバー：（記事）清野晃平 / 菅原賢也 / 井上太貴 / 柿澤侑花子 / 佐藤航平 / 中井
彩加 / 宮嶋優 / 森口佳奈 / 亀山貴都 / 仮屋山博文 / 黒木祥友 / 齋藤翠 / 脇本新 / 石川貴嗣 /
越後谷知樹 / 坂本浩輝 / 杉原翔吉 / 内藤あかり / 山本あすか / 吉永真理

（紙面デザイン）森口佳奈 / 杉原翔吉 / 佐藤航平
デザイン引用元「Silhouette Design」URL  http://kage-design.com

千葉智樹先生

　我々 Team-J は JBO 本選が行われた３日間、毎日 TSUKUBA TIMES を発行していた。期間
中は参加生徒へのインタビュー、催しごとの写真撮影を行い、参加生徒が東横インに向かう
バスに乗り始めるころ、本格的な記事作成を開始する、という生活を送っていた。
　一見すると、Team-J の活動は SCIBO に比べて地味で辛いように思うかもしれない。しか
し、Team-J には Team-J の楽しみがある。参加生徒にインタビューをして色々なことを訊
き出す面白さ。すばらしい写真を撮れるように試行錯誤する楽しさ。自分が作成した記事が
仲間の校正を通してより良いものへとなっていく感動。そして、参加生徒の皆さんが我々の
TSUKUBA TIMES を読んでくれる喜び。これらは Team-J でしか味わえない楽しみである。

編集後記

　TSUKUBA TIMES 全５号は JBO 本選のアルバムである。このアルバムを見て、JBO の興
奮を、ときには Team-J の仕事ぶりを思い出してくれたら何よりだ。（執筆　清野晃平）

金賞、銀賞、銅賞の生徒に贈られるメダル

（中央は裏側）

セカンドスケッチ賞
武富　巧さん
副賞：バフンウニの骨格マグネット
テープを使うアイデアはその場で思いついたものではなく、事前
に問題集でプレパラートの間に隙間を作る問題があったからです。
今回セカンドスケッチ賞を取ることができたのは、ひらめきとい
うより、勉強の成果が発揮されてうれしい！

神立　幸治
( 奈良県　西大和学園高等学校　高 3)

西田　結哉
( 富山県　富山県立富山中部高等学校　高 1)

工藤　達実
( 和歌山県　和歌山県立向陽高等学校　高 3)

つくば科学万博記念財団理事長賞
　　　　　　　（実験試験第一位）

佐藤　源気
( 滋賀県　滋賀県立膳所高等学校　高 2)

筑波大学生物学類長賞
       （めざましい活躍をしたもの）

石田　廉
( 東京都　筑波大学附属駒場中学校　中 3)
伊藤　想也
( 福岡県　久留米大学附設中学校　中 3)
鳥羽　重孝
( 兵庫県　灘中学校　中 3)
浜　笙子
( 東京都　桜蔭中学校　中 2)

神立　幸治　　西田　結哉　　工藤　達実　　佐藤　源気
矢賀　玲鵬　　江口　彩花　　今木　俊貴　　藤尾　則揮
林　優里　　　若島　朋幸　　石田　廉

池田　亘孝　　長谷川　隼　　中島　怜奈　　伊藤　広朗
佐々木　薫　　阪口　航輔　　大輪　奏太朗　須田　紫野
菊地　永作　　

鈴木　淳史　　鈴木　寛人　　野山　豪晏　　鶴巻　碧衣
矢部　清隆　　望月　悠伍　　酒見　昌宏　神山　明日香
津島　彰悟　　栗生　美怜　　千代田　創真　野口　颯真
髙須賀　宏　　村山　智哉　　鳥屋　太志　　市村　駿汰
近藤　唯貴　　石戸　美帆　　伊藤　大賀　　伊藤　想也
人見　菜月　　

西田　結哉　　佐藤　源気　　江口　彩花　　今木　俊貴
石田　廉　　　池田　亘孝　　伊藤　広朗　　佐々木　薫
大輪　奏太朗　菊地　永作　　津島　彰悟　　栗生　美怜
近藤　唯貴　　伊藤　大賀　　伊藤　想也　　人見　菜月

特別賞

生理学的にエレガンスで賞
（独自に条件を設定して実験を行った）
　　林　優里　　　東京都　桜蔭高等学校　 高 3

「ベストスケッチ」賞
（特徴を詳細に描写する能力が非常に高いと認められた）
　　佐藤　源気　　滋賀県　滋賀県立膳所高等学校 高 2

「セカンドスケッチ」賞
（周囲にある実験道具を駆使して正確な観察を試みた）
　　武富　巧　　　神奈川県　横浜市立横浜サイエンス
                                フロンティア高等学校　             高 3　

iPad Pro

iPad mini

Kindle

ホーム
プラネタリウム

紅藻の押し葉

生物学類長賞副賞の紅藻の押し葉

ウニの骨格 3種盛りとバフンウニ

の骨格マグネット

暴風で傘も裏返る

経験や仲間を大切にして、
今後さらなる飛躍を遂げて
欲しいと願っている。（執
筆　吉永真理）

ベストスケッチ賞
佐藤源気さん
副賞：ウニの骨格 3 種盛り
問題文の意図があまりよく理解できなくて、残った時間をスケッ
チに費やして取り組んだけど、うまくいかなかったと思って落ち
込んでいました。でもそこを評価してくれてうれしかったです。

副賞は…



緊急企画！

生徒諸君のぶっちゃけ話

１．JBO のことをどこで
　　知りましたか？

２．4 日間でもっとも印象に残った、
　　または楽しみなイベントはどれですか？

３．試験の難易度はどうでしたか？

４．昨日何時に寝た？

友人からの紹介

先生から聞いた

ポスターを見た

ホームページを見た

その他

Q1:JBO のことをどこで知りましたか

えぐい
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ふつう

やさしい

きわめてやさしい
3. 試験の難易度はどうでしたか
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閉会式

交流会

エクスカーション

最先端研究室体験

レクリエーション

夕食（1日目）

実技試験

昼食

予備体験

開会式

2.４日間で最も印象に残った、または
楽しみなイベントは何ですか？
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2.４日間で最も印象に残った、または
楽しみなイベントは何ですか？

5．SCIBO,Team-J への質問や意見
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いや寝てねえし
それ以降に寝た
12 ～ 2時に寝た
12 時には寝た
10 時には寝た
ホテルに帰ってすぐ

4. 昨日何時に寝た？

いや寝てねえし
それ以降に寝た
12 ～ 2時に寝た
12 時には寝た
10 時には寝た
ホテルに帰ってすぐ

4. 昨日何時に寝た？

SCIBO,Team-J スタッフ
　　　　　　４日間を終えて

・首に動きまわるものがついて、落とすとゴキブリだった。しかも、まあ
まあ大きめ。普通ゴキブリが出たら、周りはにげるのに、いっぱい人が集
まってくるのが生オリらしいと思った（ゴキブリ怖いよぉ：京都府）

・クイズ大会４位！！４人で団結して頑張りました。あのチーム最高だっ
たな。景品の微生物クリアファイルも可愛くて、とても楽しかったです！

（怒りの電気泳動：東京）

・夕食時、一生懸命ババ抜きしてたら、終盤になってジョーカーを入れ忘
れてたことが判明（おじいちゃん：大阪府）
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・楽しい実験ありがとうございました！！！染色とか電気泳動と
か、バリエーションに富んでいてワクワクしました。学校ではこ
こまでやってくれないので本当に良い体験ができました。難易度
も適度に難しく、何も抗議などありません（ウニ問以外）！（hicon：
神奈川県）

・腕によりをかけすぎて盛り込みすぎです！時間をくださ
いぃぃぃぃぃぃ（メチオニン：千葉県）

・時間足りなかったです。未受精卵と受精卵と受精膜の見えない
受精卵が混ざってるのはえぐいと思う。（誕生日のト：田舎）

・新しくできた友人と DNA トランプ！！（わか。：広島県）

・祖国との交信（はむえっぐ : えっぐ星）

・あそんでたら 1 時になってました（れいぽん：岡山県）

・竹ちゃんさんが私の学校の先輩に激似で心の中で先輩の名
前で呼んでます。てか竹ちゃんさん超かっこいいです！ファ
ンです！（ミトコンちゃん：大阪府）

・開会式で先生が「さいぼーさん、○○して」と言ってるの
を聞いて、細胞かと思い、先生は頭がおかしくなってしまっ
ているのだと思いました。（笑）（横浜県民：神奈川県）

・試験後に精神がすり減っている時でも明るくはげましてく
れたのでだいぶ心の支えになりました。（いなり寿司愛好会
会計係：愛知の名古屋じゃない方）

JBO で得た経験は必ず
どこかで自分の糧とな
ると思います。三日間
の思い出を胸に各々の
道を進んで下さい！

SCIBO の T シャツは確
かに派手で最初はマジか
よと思いましたが、着て
みるとそう悪くないで
す。意外と大丈夫です。

楽しめたでしょうか？よ
かったです。Facebook と
かで僕を探したりはしない
でください。しながわ、ボ
スゴリラが強すぎて三代が
忘れられてる気がする。

ヘビーな実験試験お疲れ様
でした。4 日間すべてが選
手みんなの楽しい思い出と
なっていますように。また
つくばでお会いできる日を
楽しみにしています！私の
つたない話を聞いてくれて
ありがとうございました！

TSUKUBA TIMES い
かがだったでしょう
か。楽しんで読んで
くれていたら幸いで
す。JBO が終わった
ら草履を買いに浅草
に行ってきます。

今年の Team-J は基
本的人権が保障され
ていた。近代化の流
れを感じた。

2 日目の作業を終えて、24
時過ぎでスーパーに行った
ら、同じく仕事帰りと思わ
れる先生に遭遇した。気ま
ずかったので何も言わずに
逃げました。

普段、研究棟で死ん
だような目をした人
たちとしか会わない
ので若い選手から元
気をもらった。

やっぱり SCIBO の
T シャツの色はもう
少しマイルドでもよ
かったと思うので
す。

いや〜ありがたい限りですな〜照れ
ちゃうぞ〜 (*´-`*) その激似の先輩
によろしくお伝えください ( ？ )

（SCIBO たけちゃん）

みんなが会話に参加してくれるから SCIBO も
がんばれるし、楽しかったし、ほんとに、そ
う思ってくれてうれしいです。こちらこそあ
りがとう！（SCIBO 町野）

生物オリンピック出場時、SCIBO の方々が
楽しく話しをしてくれたことが嬉しくて、今、
自分も SCIBO をやってます。あなたの「オ
リンピックの思い出」の中に、SCIBO が含
まれていれば幸せです。（SCIBO ホンダ）

私たちの支えでたくさんの友人が出来たこと
を嬉しくおもいます！これを最後とするの
ではなく、お互いを高め合う友人としてこ
れからも繋がってみてはいかがでしょうか。

（SCIBO たか）

今度ゴキブリがでたら生オリで
できた友達に連絡しよう（退治
するには間に合わないか）

先生方の解説が問題
の背景や応用にまで
言及していてとても
ためになった

難しいと感じたのは
あなた一人ではない
はず！

J では主に盛り上げ担当だったのでそう
言ってもらえて嬉しいです！エナドリ飲ん
で一生懸命盛り上げたのが良かったです。

（Team-J たかとん）

友人からの紹介
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ポスターを見た

ホームページを見た

その他
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開会式

2.４日間で最も印象に残った、または
楽しみなイベントは何ですか？

・とても楽しい生物オリンピック、皆さんのおかげです！
（リトルチャル：神奈川県）

・SCIBO の方々のおかげで他の参加者とも交流できました。
ありがとうございます。

（Necydalis solida：日本）

・とても楽しかったです！盛りあげてくださってありがとう
ございます。（たつな：岡山県）



JBO2016 本選 つくば大会　8/19 ～ 8/22
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１日目

２日目

Team-J メンバー：（記事）清野晃平 / 菅原賢也 / 井上太貴 / 柿澤侑花子 / 佐藤航平 /

中井彩加 / 宮嶋優 / 森口佳奈 / 亀山貴都 / 仮屋山博文 / 黒木祥友 / 齋藤翠 / 脇本新 /

石川貴嗣 / 越後谷知樹 / 坂本浩輝 / 杉原翔吉 / 内藤あかり / 山本あすか / 吉永真理

（紙面デザイン）森口佳奈 / 杉原翔吉 / 佐藤航平

デザイン引用元「Silhouette Design」URL  http://kage-design.com

デジタル版はここから

３日目


