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本冊子に関するお問い合わせ
担当：久保田好美 (BAP, 0to1)
Email: yoscimi@gmail.com

2011 年 4 月～2011 年 6月

四季報は年４回発行する , いろいろな科学コミュニ
ケーションをしている団体をつなぐ情報誌 . 文系・理
系の学問を伝えることを目的としている全国で活躍
中の学生団体のさらなる交流を目指している .



Scienthrough KSEL Ttime! CAST KSC 0to1 BAP SS

ポスター ○ ◎
ビラ ○ ○ ○
説明会 ◎ ◎ ◎ ◎
口コミ・ツテ ○ ◎ ○ ○
HP・ブログ ○ ○ ○ ○ ○
SNS ○ ○ ○ ○

その他 主催した企画
サークルオリ 新歓コンパ サークルオリ ※Q7参照

“新歓”ってどうしてますか ?

Q3, Q4 どのようにして行いましたか? (○が行ったもの、◎が特に効果のあったもの)

0人 1~5人 6～10人 10人以上

Q5 何人入りましたか ?

同程度 2倍 減少

Q6 どの程度増減しましたか?

Q1 新歓活動は行いましたか?

はい
いいえ

はい
5

いいえ
3

Q2 いつ頃行いましたか?

4月以前 4月前半 4月後半 5月前半 5月後半 5月以降 Other

4月以前
4月前半

4月後半5月前半

その他

KSEL: 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ KSC: Kyoto ⇄Science Codex SS: Science Station

Scienthrough 新歓時期に集中的に告知すると効果的 。募集していることを告知する。
Q7 今年の反省点や、来年の改善点は ?

KSEL 結果として、男女比が若干偏っている (男性比が大きい)という印象はある。ただ、特に問題ではない。

Ttime ! 例年行っているポスター展示を行わなかったこと。HPの作成が遅れていること。
説明会に来てくれた人で入らなかった人がいたこと (魅力を伝えきれなかった こと) 。

CAST 今年は震災の影響で規模が縮小されたので、何とも言えない。
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2
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1
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KSC 来年はM1の若い人材を入れたい。

0to1 特に反省点はないが、潜在的に活動に参加したいと思っている人をどう集めるかなどの課題はある。
理学部の講義で興味のある人は横山先生の講義を取るはずだから、
興味がありかつ積極的に活動したい人への宣伝に講義はある程度効果的だったと思われる。

BAP 概ね活動の規模に見合った新規メンバーが入ってきている。
新歓の規模自体はこのままでよいと考えているが、新しく入ったメンバーの定着が課題。

SS 現在、木曽観測所と共催している銀河学校に参加した高校生を中心にメンバーを増やしている。
大学進学後、例年5名程度が活動に参加する。よって、一般的な新歓活動は行っていない。
ただし、今後の活動を持続的に行っていくためには、新会員を増やす必要がある。
現在、積極的な大学進学者への広報と、銀河学校参加者以外のメンバーを増やす企画の提案を行っている。

横山先生（0to1スー
パーバイザー)の講義



Q8 新メンバーに求めることは ?
Scienthrough 何かやりたいことがある人、とにかくやる気がある人。

KSEL 企画を立ち上げ、さらにそれを実現するために関係各所と密に連携が取れる人。
ＨＰデザイン、紙面デザインなどが出来る人。
単発のイベント要員ではなく、長期的に運営に関わってくれる人

Ttime ! 原則として特別なスキルは求めない
参加頻度も高くなくてよいので、メンバーとしての自覚をもってくれる人

CAST やる気のある人。サイエンスコミュニケーションに関わりたい人。科学が好きな人。
その面白さを多くの人に知ってもらいたいと思っている人。理科教室やサイエンスショーに興味のある人。
イベントのマネジメントやサイエンスライティングのできる、文系メンバーも募集。

KSC 編集作業に際し、積極的かつ的確な意見を述べることが出来る人。
知り合いのツテなどで、著者を探してくることが出来る人。

0to1 議論に参加できそうな人。議論の場で発言してくれそうな人。受け身だと本人がつまらないから。

BAP 継続的にミーティングに参加し、議論してくれる人。その上で、新しい企画の立ち上げ意欲のある人等。

SS 高校生に科学の楽しさを理解してもらい、自ら良いキャリアモデルとなれる人。
自ら新しいサイエンスコミュニケーション法を提案し、遂行できる人。
ユニークな出前授業やサイエンスカフェの立案ができる人・活動を知ってもらうために広報能力に優れる人。

ピンポイントで人材を集めたいとき(HP作成が出来る人 などにはどのようにしたら良いのでしょうか? 
(KSEL)

新歓をどのように位置付けていて、何人くらいで、どのように役割を分担して行っていますか?
(KSEL, Ttime!)

メンバーの知り合いにあたる、というのが一番確実な方法だと思います。(Kyoto ⇄Science Codex)
自分の研究室等の後輩の中からスカウトしています。

目立った新歓活動は行っていません。各人が面白い人を連れてこようといった感じです。(0to1)

サイエンスコミュニケーションのワークショップで、プロの方と知り合いになり協力をお願いしま
 した。（四季報事務局）

(Science Station)

活動を継続して続けていき、例えば HP 作成できる人が必要なら,「 HP作れる人を探している」と
言いつづけていくとよいような気がします。知り合いに尋ねてもその方が活動に興味がない場
合、役割を継続的に任せるのは難しいかと思います。(Scienthrough)

新歓（大学における「サークルオリエンテーション」）は自分たちも楽しむ。
屋外アートしながら、話を聞きに来た人に活動をしゃべっていました。( )

A&Q

四季報事務局より
手探りの中始まった特集記事企画、みなさまアンケートへのご協力ありがとうございました。
ひとまず第1回をお届けできて一安心といったところですが、いかがだったでしょうか ?
個人的には、各団体でこんなにも考え方や取り組み方が違うことに改めて驚かされました。
新歓と一括りにしてもいろいろですね。
今後もみなさまの間での情報交換の場となるよう、続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

(伊與木)

)

Scienthrough
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第七回小柴昌俊科学   

教育賞を受賞
6/12(日)、東京大学小柴ホールにて、第七回小柴昌

俊科学教育賞の最終選考会・表彰式が行なわれました。
最終選考会では2010年度BAP代表の宮武さんが、
BAPの出張授業が高校生と大学院生の双方にもたらす教
育効果を、熱のこもったプレゼンテーションで紹介しま
した。
惜しくも優秀賞には一歩届きませんでしたが、見事

奨励賞を受賞することができました。また小柴先生や、
審査員の先生方から私たちへの激励のお言葉や、今後の
活動への期待のお言葉を頂く事ができました。これは、
今まで情熱をもって授業を作り上げてきた講師・メン
バーの皆さんのおかげであると感謝しております。
そして何より、出張授業の意義に賛同して頂き、授

業の実施に協力をして下さった高校の先生方、私たちの
授業を目を輝かせて聞いて下さった高校生の皆さんのお

かげであると心より感謝しております。本当にありがと
うございました。
この賞を励みに、BAPはこれからも出張授業に取り

組んで参ります。今後ともよろしくお願い致します。

大学院生出張授業プロジェクト BAP

筑波大学附属駒場高校
で出張授業を実施
　　7/ 14(木)、BAP副代表でもある似内遼一さん(東
京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程1年)が
母校である筑波大学附属駒場高校で出張授業を行ないま
した。
　授業のテーマは「都市計画」。「Making Better 
Places」というタイトルで街づくりのプランから実際
に都市が形成されていくまでのプロセス、また都市計画
の基本思想そのものが21世紀に入って変わりつつある
事を伝えました。授業本番ではさらに、3月の震災で被
災した岩手県陸前高田市での復興支援について、似内さ
ん本人のフィールドワークの様子とともに伝えました。
　　多くの内容を取り扱いましたが、参加した9名の高
校生から活発に質問が飛び出し、双方向的な授業になり

ました。高校生からは「図表等を効果的に用いたプレゼ
ンテーションがわかりやすかった」との声を頂きまし
た。
　　授業を終えた似内さんは、街歩きなどの企画を高校
生と一緒に行い、都市計画を学ぶ事の魅力をさらに伝え
たい、と将来に向けた抱負を語ってくれました。

http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/

左から 初代代表音野、昨年度代表宮武、今年度代表白川

母校の後輩に研究の魅力を語る似内さん

文責 : 白川 慶介

http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/
http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/


屋内展示はテーマを「家」とし、3Dテレビの仕組みや
台所やお風呂にあるモノで出来る実験など、
家の中にある科学について解説しました。
身近にあるものだけにお客様の反応も良く、
「3Dってそういう仕組みだったんだ！」
「この実験、家で自分でやってみたい！」
という声をたくさんいただきました。

また今年はCAST初の試みとして、
屋外ステージでのサイエンスショーを行いました。
生憎の雨でずぶ濡れになりながらのショーとなりましたが、
フライパンのそこに穴をあける実験や爆発の実験など
大掛かりな実験を多数を行い、
お客様からも大歓声を頂きました。

出張授業
今季もCASTは様々な場所で活動を行いました。
恒例の駒場小学校での出張授業では、
でんぷんの実験やスライム作りなどを行いました。
５月には東京大学新聞様の取材も入りました。

今年も東京大学の新入生に向けて新歓活動を行いました。
CASTの実験を披露しながら活動紹介を行う新歓実験大会と、
CASTのアドバイザーである滝川洋二先生をおよびした
サイエンスカフェを行いました。
今年もまた、１０名強の新入生がCASTに入ってくれました！
他にも一橋大学学園祭にてサイエンスショーの上演、
三鷹市「星と風のサロン」でサイエンスカフェ、
目黒区青少年プラザで電気工作の授業を行いました。

新歓活動



柏の葉サイエンスエデュケーションラボ
      平成 23 年度第 1 四半期短信

　５月２８日、柏の葉県民プラザにて、科学に興味を持つ高校生を対象に「科
学の持つ夢の力」講座を行いました。当日は８人の高校生の皆さまにご参加
いただきました。
　KSEL メンバーの川畑（新領域創成科学研究科）が講師となり、「歩き方
を科学的に見る」と題した講演を行いました。歩くことの重要性や加速度の
概念などを説明しました。その後、実際に胸に加速度センサー装着し、歩行
中の加速度の変化を計測しました。生徒たちは様々な歩き方が加速度として
どのように現れるのかを明らかにするため、各自ユニークな歩き方をしてい
ました。講演後は、東京大学柏キャンパスに移動し、健康スポーツ科学研究
室を見学しました。 特に低酸素室中のルームランナーとベンチプレスは人気
で、皆代わる代わる 挑戦していました。昼食をとりながらの交流会も行われ、
参加してくれた高校生達と距離を縮めることの出来た一日となりました。

｜Select Book Cafe “だんらん”

｜「科学の持つ夢の力」講座

 KSEL メンバーによる講演会 

　第１回「わかる " ことは " かわる " こと」を 5 月 21 日、柏の葉駅徒歩 1 分の
UDCK にて開催しました。 当日は、社会人・学生・高校生など、幅広い年齢層の
方々にご参加いただきました。

科「 、りなと者演講が）科究研学科成創域領新（本江のーバンメLESＫ、はで半前　
学とは？」「分かるとは？」などの身近な話題について、実演を交えながらお話し
させていただきました。後半では、東大生との語り場「だんらん」を実施しました。
参加者の方々と KSEL メンバーがひとつの机を囲み、 お菓子を食べつつ、自己紹
介や講演会の感想、自分の興味などを自由に語り合う場となりました。講演後に
は「講演内容が面白かった」という感想を沢山いただきました。

 高校生に向けて、科学の魅力を発信

　本企画は、１冊の本を糸口にして、科学の面白さを沢山の人と共有することを目的としたものです。
KSEL メンバーが専門分野に関する話題を提供し、その後、参加者の皆さんで語り合います。

『「わかる」ことは「かわる」こと』（佐治晴夫 × 養老孟司 / 河出書房新社）」 

今回の一冊

講演会

だんらん

　初代代表の関谷の下、メンバー同士の信頼関係が構築されました。二代目である私の

仕事は、軌道に乗り始めた KSEL の活動をさらに大きく飛躍させると共に、足元をしっ

かり固めながらメンバーが一丸となって成長し、KSEL らしさを作り上げることだと思

い、背中で引っ張れるよう活動しています。活動を通じた個人的な目標は「夢を思い出

してもらうこと」。誰にでも夢をかなえる力はあるから、我々の活動を通じて皆が夢と

自信を取り戻し、明るくなってほしい。

　悩みは資金と人手の不足。人数は増えたものの、多くの方のご厚意で魅力的なお話が

数多く舞い込み、嬉しい悲鳴が絶えません。一番の強みはメンバーの得意分野の多様性。

高校生はじめ、年齢差最大 43 歳の仲間達が、各自の能力を生かして活躍中です。

文責： 関根彰彦・西山 典秀・羽村太雅・一方井 祐子

羽村太雅



東京大学工学部広報室 
  学生アシスタント 

デザイン全面リニューアル!! 

 

 

テクノサイエンスカフェにおいて、学生企画を実施!! 

東京大学工学部広報誌Ttime!は、
今年度4月号よりデザインを一新しました。

冊子のデザイン、構成はすべてTtime!内の学生
で行っています。より読者に訴えかけるデザイン
紙面構成を目指しました。

デザインのリニューアルに伴い、ページ数も
4ページ (+時々別冊2ページ) から、

なんと8ページに増量致しました!!
表紙と裏表紙を加え、より冊子らしくなったかな
と思っています。

工学系研究科で行っているサイエンスカフェは、先生方による
講演がメインですが、7月23日に行われたテクノサイエンスカ
フェでは、小中学生を対象として、学生とふれあえる企画を行わ
せてもらいました。

元素記号をモチーフにした化学かるたからはじまり、実際に実
験により答えを出す化学クイズへと展開しました。

化学クイズでは、pHによる紫キャベツのエキスの色の変化
や、フルーチェが固まるか固まらないかなど、身近なものを
テーマとして選びました。

中には意外な答えもあり、みなさん苦戦していましたが、最
後には楽しかったと言ってもらえました。

事前に行った実験の様子はyoutubeで公開しています。 (ブログ記事からリンク)
http://d.hatena.ne.jp/ttime/20110727



Universal Earth ( ユニアス ) は 2010 年 10 月に東京近辺の大学生・大学院生 5 人によって発足した
サイエンスコミュニケーション団体です。 

「議論」をメインに行う 
科学のプロセスの中に、「議論を通して結論を練り上げて行く」という過程があります。サイエンスコミ ュニケー
ションでは啓蒙活動が数多く行われていますが、「議論」のプロセスにはあまり着目されておらず、科学に馴染
みのない人には、計算式を解くように科学的事実が明らかになると考えられがちです。 ユニアスは、「議論」を
メインとしたサイエンスコミュニケーション活動を行っています。「科学者と市民が共同でより良い社会を作る」
というサイエンスコミュニケーションの大目標を達成するために、科学の啓蒙活動から一段階レベルを引き上げ
た活動を行いたいと考えています。 

テーマは「地球惑星科学」 
ユニアスは以下の理由から、地球惑星科学のみを扱っています。 
(1) 地球惑星科学学習者の減少 
地球惑星科学は、高校科目の「地学」で学習する分野から主に成り立っています。地学を履修する高校生は少なく、
大学で地球惑星科学を学び、研究する大学生・大学院生も、理系の他分野に比べるととても少ないのが現状です。
地球惑星科学の存在は多くの人が認知していて、宇宙や地球の歴史にロマンを感じたり、逆に地震や気象など日
常生活で触れているにも関わらず、地球惑星科学をしっかりと学んだり、研究に触れる機会は多くありません。 
(2) 複雑系科学であること 
地球惑星科学は顕著な複雑系科学であり、学問の発展のためには多くの人の議論の末に仮説を練り上げていくプ
ロセスが非常に重要になります。さらに、地球惑星科学はテーマの幅が広く、コンテンツの多様性を確保しやす
いことも特徴の一つです。 
(3) 科学コミュニティに密着する 
多くのサイエンスコミュニケーションでは公衆のバックグラウンドは考慮されるものの、科学者コミュニティの
多様性はほとんど考慮されていません。科学分野によってどのようなサイエンスコミュニケーションを行うべき
かは異なるため、ユニアスは地球惑星科学分野に適したサイエンスコミュニケーション活動を追求したいと考え
ています。 

東京・自由が丘での活動　～地元密着型を目指して～ 
地球惑星科学が社会に浸透し、文化となることを目標に、ユニアスは地元密着型の活動を行っています。活動場
所は東京・自由が丘です。付近に大学が多く学生街となっていること、様々な世代の住民がおり、多様な文化を
発信している地域であることから、自由が丘を活動場所としました。地球惑星科学が自由が丘の文化の一つとし
て受け入れられるよう、ユニアスは活動を続けて行きます。 

スタッフの多様性
ユニアスは理系学生 2名、文系学生 2名、美大出身者 1名の 5名で構成されています (2011 年 7月現在 )。様々
なバックグラウンドを持つ市民にアプローチできるよう、スタッフにも多様性をもたせています。そのため、よ
り多角的な視点からコンテンツを作成することが可能です。また、イベントの企画や広報を行う際、各自の得意
分野を活かして効率的に作業を進めることができます。

Universal Earth（ユニアス）

下越翔平
横浜国際大学

経営学部国際経営学科

佐藤健二
早稲田大学大学院
商学研究科修士課程 ユニアス代表

山田健太郎
東京工業大学大学院
理工学研究科博士課程

科博認定サイエンスコミュニケータ

千葉崇
東京大学大学院

新領域創成科学研究科博士課程
科博認定サイエンスコミュニケータ

結城亜寿香
武蔵野美術大学
造形学部

視覚伝達デザイン学科卒



特徴 (3) 活動結果をまとめ、学会発表 
これまで 3 回の地球惑星科学バーを開催し、2 回目までの結果を日本地球惑星科学連合
2011 年大会にてポスター発表を行いました。地球惑星科学バーのコンセプト、手法、ア
ンケート結果をまとめて報告。多くの方に見に来ていただき貴重な意見を多くもらえまし
た。聴衆はほとんどが学生で、これからの地球惑星科学を担う方たちと議論ができました。 

ユニアスの主な活動：地球惑星科学バー

特徴 (1) バー（アイリッシュパブ・ クラン ( 東京・自由が丘 )）で開催 
年齢的な参加基準を明文化しないで与えることで、意見を出せそうな市民層を選択しつつ、参加の敷居を高くし
ないようにしています。また、バーはカフェに比べ非日常的な雰囲気を持ち、アルコールも飲めるため、普段は
意見を出して議論を出来ない人でも意見を出しやすい場を作り出すことが出来ます。バーにはフライヤーを渡し
たり、SNS のその店のコミュニティにイベントとして登録しておくなどし、地元の常連客が参加できるよう配慮
しています。 

特徴 (2) 議題を用意し、参加申し込み時に回答してもらう 
あらかじめ問いを用意し、申し込みの際にメールに回答を書いてもらいます。問いは人によって答えが異なるよ
うなものを準備します。イベント中に議論の時間を設けるが、その時にスムーズに議論が起こるようにします。
議論を一つにまとめるわけではなく、議論を行うことが目的であるため、価値観によって答えが異なる問いを準
備する必要があります。 

Q1. 2007 年に、「温暖化対策のために海中にパイプを設置してはどうか」という
アイデアが、学者によって提案されました。彼の説は以下の通りです。 

①地球の気温が上　がると表面の白い氷が解け、表面が濃い色をした海洋の表面積
が増える。その結果、太陽光をより吸収し、地球の温度が上がってしまう。 
　　　　　↓ 
②上空に雲を増やせれば、太陽光を反射する事ができるはずである。 
　　　　　↓ 
③雲の生成の核となる化学物質を放出する藻類 ( 植物プランクトン ) が海にいる。 
　　　　　↓ 
④海底近くの「栄養分に富む海水」と、海面近くの「藻類が棲む海水」を混ぜれば、
藻類の活動がもっと活発になって、雲の核となる化学物質をたくさん放出してくれ
るだろう。 
　　　　　↓ 
⑤そのためには、海底と海面の海水をかきまぜるパイプを設置する事が必要だ。 

あなたはこのアイデアに賛成ですか？反対ですか？それぞれに理由も付けて回答し
てください。 

Q2. 人間を含め哺乳類は、恐竜が絶滅した事によってその後の時代に繁栄する事が
できました。このように、とある生物が絶滅することで別の生物が繁栄することは、
地球の歴史の中では当たり前に起こってきた事です。しかし今日、絶滅に瀕してい
る生物を保護し、生物多様性を守ろうとする活動が積極的に進められています。あ
なたは、人間が生物をあえて保護する事に賛成ですか？反対ですか？それぞれに理
由も付けて回答してください。 

＜地球惑星科学バー Vol. 1 の問 ( 古生物学・地球化学 )＞

Q1.「生命」とは何ですか？あなたならどのように定義しま
すか？ 

Q2. 人間が生きて帰って来れる範囲内の星に、地球外生命
体が望遠鏡や探査機によって発見されるかもしれません。
もしそうなったら、果たしてそこに人間は行くべきだと思
いますか？また、行くとしたらどういう人（国籍、職業、
年齢など）が行くべきだと思いますか？それぞれ理由も付
けてお答え下さい。

＜地球惑星科学バー Vol. 2 の問＞
( 惑星科学・アストロバイオロジー )

Q. 1100 年前に 1 回、100 年前に 1 回、マグニチュード９の
超巨大地震を記録した地域があります。「この地域ではおよ
そ 1000 年に 1 度しか巨大地震は起こらないから、今後数百
年は安全だ。特に急いで調査や対策をする必要はない。」と
いう意見にあなたは賛成ですか？反対ですか？ 

＜地球惑星科学バー Vol. 3 の問 ( 地震学 )＞

会場の様子と
地球惑星科学バーのフライヤー

( vol.1 と vol.3 )

ポスター発表の様子



話者 (分野)

横山広美先生（科学コミュニケーション）

横山広美先生（科学コミュニケーション）

桜井良さん（自然資源・環境学部）

三浦瞬さん（化学専攻）

0to1

ランチセミナー

私たちは，あらゆる分野の枠を超えて，学生・研究者同士のネットワーク・知識の共有の場を作りたいと考
えています．「横の輪」によって，広い視野を持って科学の現状と問題点について議論を行っています．今
回は、私たちが定期的に行っているランチセミナーをご紹介します．

0to1のランチセミナーは，異分野の大学院生同士交
流する場として運営されています．月に2回ほど，
大学院生が自主的に集まり，ランチを食べながらセ
ミナーをします．内容は自身の研究を分かり易く話
してみたり，出張の土産話をしたり，面白い話題を
提供しあうなど多岐に渡ります．

最新の面白い研究トピックの紹介
学会・出張の土産話
自分が最近研究している内容の紹介
Nature等の学術記事紹介
最近気になっていること、憤っていること
その他、話したくてたまらない事

研究者同士をつなぐ「横の輪」の活動

ゼロ　  トゥー　   ワン

ランチセミナーってどういうもの？

内容は？

隣の人間が何をしているのかを知ることで、他分野
を理解する．
自分が研究を進めていくにあたって、他の分野で使
われている手法からヒントを得る．
共同研究のきっかけづくり．
視野を広げる．
コミュニケーションスキルを磨く．

目的や効果は？

頻度は？

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

月に２回程度． 主にミーティングの日程に合わせて
開催しています．

話者は？
メンバーの持ち回りが多いですが、スーパーバイザ
ーの横山広美先生やゲストに話してもらうこともあ
ります．

最近の活動
日付
2011/5/28
2011/6/11
2011/7/2
2011/7/10

題名・内容
「気象学会の発言とそれをめぐる混乱 (問題提起&議論) 」
「次はどれかな　大型科学」
「野生動物の楽園フロリダでの大学院生活と日本ではまだなじみのない
  ヒューマン・ディメンションという学問分野について」
「フェムト秒、アト秒の科学」

5/28の回は、議論が白熱しました．災害に際し、研究者の卵として、
自分だったらどのように行動するだろうか、真剣に議論しました．
また、７／２、７／１０の回は新メンバーの研究紹介の回でした．桜
井さんは、フィールドワークをベースに野生動物の管理を地元住民と
協同して行っていくという研究、三浦さんはフェムト、アト秒という
微小な時間で化学反応の観測を行う研究でした。どちらも、知的好奇
心を刺激される回でした。

編集：久保田好美

（企画者：東京大学地震研究所D3　豊田丈典さん）

ぜひみなさんの団体でもランチセミナーを！



・ミーティング場所

0to1

HP:http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/0to1/index.html
E-mail：yoshimi@eps.s.u-tokyo.ac.jp
twitter : @0to1

連絡先情報

団体情報

代表

理系、文系大学院生（学部生も若干名）・主な活動者
コアメンバー約１０名（ML登録７０名程度）・活動人数
東京大学理学部広報室・ミーティング場所
アウトリーチ , 出張授業 , 科学コミュニケーション
勉強会、セミナー

・活動内容

久保田 好美
所属：東京大学　理学系研究科　地球惑星科学専攻　D２

・ミーティング場所

CAST

URL: http://ut-cast.net/
E-mail：info@ut-cast.net
Twitter：@ut_cast

連絡先情報

団体情報

代表

学部生・主な活動者
４０名・活動人数
東京大学駒場キャンパス
出張授業 , 実験教室 , 科学コミュニケーション
サイエンスショー

・活動内容

東京大学サイエンスコミュニ
ケーションサークル

岡田 竜大
所属：東京大学　工学部　システム創成学科　B３

BAP

URL : http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/
E-mail：http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/~scadm/mailform/index.html

twitter : @BAPtweet

連絡先情報

団体情報

代表

院生・主な活動者
・活動人数

東京大学 本郷キャンパス 理学部 1号館 807 セミナー室
アウトリーチ , 出張授業 , 科学コミュニケーション
学術普及

・活動内容

大学院生出張授業プロジェク
ト

白川慶介
所属：東京大学　理学系研究科　地球惑星科学専攻D２

・ミーティング場所

Science Station
NPO

URL: http://www.sciencestation.jp/
E-mail：ssadmin@sciencestation.jp

連絡先情報

団体情報

代表

学部生・院生・主な活動者
学部生３０名、院生２０名（実質活動者は半数）・活動人数
東京大学天文学教育研究センター
出張授業・活動内容

金澤 慧
所属：総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻　M2

団体情報

Phot
o



Kyoto ⇄ Science Codex

URL：http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~ksc/
E-mail：sciencecodex@googlegroups.com

連絡先情報

団体情報

代表

院生・主な活動者
６名・活動人数
特になし．メールでのやり取りが主体。
アウトリーチ , サイエンスカフェ・活動内容

中島 真也
所属：京都大学大学院 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻

Scienthrough

URL：http://scienthrough.qee.jp/
E-mail：iijimaleo@gmail.com

連絡先情報

団体情報

代表

学部生・院生・主な活動者
学部生６名・院生６名・サポーター（学部生・院生）９名・活動人数
大阪大学キャンパス内・ミーティング場所

・ミーティング場所・ミーティング場所

サイエンスカフェ , 科学コミュニケーション
記事や書籍の執筆

・活動内容

飯島 玲生 
所属：大阪大学大学院生命機能研究科

Ttime

URL: http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/t-pr/ttime/
E-mail：Ttime@pr.t.u-tokyo.ac.jp
twitter : @UTtime

連絡先情報

団体情報

代表

工学系学部生・院生・主な活動者
約１５名・活動人数
東京大学工学部列品館調査室
記事や書籍の執筆 , 学部紹介パンフレット・活動内容

東京大学工学部広報室学生ア
シスタント

須原宣史
所属：東京大学　工学系研究科化学システム工学専攻Ｍ２

KSEL

URL：http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html
E-mail：ksel.sci@gmail.com

連絡先情報

団体情報

代表

院生（院生１２名、社会人１名）・主な活動者
１３名・活動人数
柏の葉アーバンデザインセンターＵＤＣＫ、
東京大学 柏の葉キャンパス
サイエンスカフェ , 地域振興・活動内容

柏の葉サイエンスエデュケー
ションラボ

羽村太雅
所属：東京大学　新領域創成科学研究科　複雑理工学専攻　M2

団体情報

・ミーティング場所

Phot
o



Universal Earth 
( ユニアス） 

URL： http://universalearthsc.blogspot.com/
Email: universalearth_sc@gmail.com
 

連絡先情報

団体情報

代表

学部生・院生・その他・主な活動者
5名・活動人数
東京・自由が丘の「アイリッシュパブ・クラン」
サイエンスカフェ , 科学コミュニケーション ,
twitter などの SNS, サイエンスアゴラ

・活動内容

山田 健太郎
所属：東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻

団体情報

・活動場所
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