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学生が行うアウトリーチ活動について!
第$回四季報特集記事はズバリ「学生が行うアウトリーチ活動'の現状と意義について」です。(
皆さんは普段どの程度活動に時間を割いているのでしょうか。(
また、いわゆる͟本業͟である勉強や研究との両立の問題は避けては通れないものと思います。(
'「アウトリーチ活動」としましたが広く皆様の活動全般と捉えてください(
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四季報事務局より(
アンケート結果を見てみると、みなさんは自分である程度費やす時間をコントロールして、楽しんで行われている傾向があるよう
に思えてちょっと安心しました。得るものも大きいようですね。(
(
ちなみに、この「アウトリーチ」というワードには正直迷いました。広く皆さんの活動全般としても、やはりアウトリーチ活動はして
いませんとお答えの方もいらっしゃいました。「サイエンスコミュニケーション」の方が良かったでしょうか？(
このあたりの言葉の使い方も今度特集してみると面白いかもしれませんね。
)伊與木*(

また、このアンケート結果を元に、学生時代にアウトリーチ活動を行われていた先輩おふたりに対談をお願いしました。(
こちらに簡単なプロフィールを紹介させて頂きます。今回は!-.#の関係者の方にお願いしています。(

横山広美さん
(
東京大学大学院理学系研究科准教授。(
!-.#/(012 スーパーバイザー。(
(
大学入学以前から科学を伝えることを職業にしたいと考える。(
修士$年から執筆活動を開始。(
$!!&年に素粒子実験で博士()理学*(取得。(
$!!3年から現職。(
(

佐々木浩さん
(
東京大学分子細胞生物学研究所助教。(
$!!3年度(!-.#代表・設立者(
(
$!!3年、科学を取り巻く環境を理解し、よりよいあり方を模索
したいと考え、!-.#を設立。(
東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了。(
$!##年から現職。(
(

四季報特集企画

佐々木浩さん

横山広美さん

東京大学分子細胞生物学研究所助教

東京大学大学院理学系研究科准教授

サイエンスコミュニケーション活動に取り組む学生に
今、伝えたいこと――。
学生時代にアウトリーチ活動をされていた横山さんと佐々木さんに、

した。ただ実践すればよい、というだけではない理学系研究科の懐の

当時の活動を振り返って頂きつつ、今サイエンスコミュニケーション

広さを感じます。

活動をしている学生に伝えたいことを伺いました。
佐々木さん ( 以下、佐 )：D1 の８月に 0to1 を作ったのですが、その
■ 学生時代にはどういうモチベーションで，どういう活動をされて

頃に抱えていた考えがありました。ドクターに進むか進まないかとい

いましたか？

うのは多くの人にとってそれなりのターニングポイントになる決断で

横山さん ( 以下、横 )：私は中学２年のころから研究者と社会を間で

すよね。僕の後輩が実家に帰ってドクターになりたいと言ったら、
「お

つなぐ仕事をしたいと思っていました。実際の執筆の活動は M ２か

前は人生を捨てる気か」って怒られたという話を聞くことがありまし

ら。月一で 1 ページの記事を書いていました。取材に行けば半日潰

た。その後も色々あって、彼は就職することにしますと言っていた。

れることもあったけれども、取材をせずに調べて書けるものを選んで

別にその選択をネガティブに捉えていたわけではないのですが、ドク

いたので、休日に書いていました。だから、かけている時間というの

ターに進むっていうのはどういうことなんだろうか、とか、科学する

はかなり少なかったと思います。メインは研究で。だけど、意識とし

こと自体は楽しいと思うのに、研究者としての人生を送るのは割と楽

ては将来こういう職に就く、って言うのは決めていましたから、科学

しくないイメージがあるのはなぜなんだろう、といったことを悶々と

と社会の間の問題を勉強する時間や執筆の時間を大事にはしていまし

考えていました。僕はもうドクターに進んで科学者になろうと思って

た。科学ジャーナリズムと社会の関係を考える勉強会にも同じころか

いたので、なろうと思っているにもかかわらず、科学者の先は暗いで

ら出ていました。たとえば記事というのは中立公正なものではなく、

すって言われたら困ったなぁと。それではどうすればいいのだろうか、

書き手の主観に左右されるとか、科学ジャーナリズムと研究者の期待

もし不満があるのだったら、自分が何かできることはないだろうか、

がどのようにずれやすいのかなどを早いうちから学ばせていただけた

愚痴るだけじゃなくて、それを変えられるんだったらどういうことが

と思っています。将来，科学コミュニケーションをやろうとは思って

できるのだろうか、といったことを漠然と考えていた頃に、たまたま

いましたが、まさか大学で科学コミュニケーションを研究するように

共通の知人から横山さんを紹介してもらう機会があったというのが、

なるとは思っていませんでした。今の仕事は実践だけではなく『実践・

0to1 を作ったきっかけです。広報室に来て、今と変わらないそのソ

教育・研究の三位一体』を行うことを要求されているのですが、やっ

ファーで話をする中で、僕がその時点で抱えていた考えを伝えている

てみて、この３つが揃ってこその科学コミュニケーションだと思いま

うちに、横山さんにそそのかされて 0to1 が始まりました（笑）。

にやらないといけないという感覚だったと思います。僕の置かれてい
る環境は科学コミュニケーション活動というものに対してあまり抑圧
的な環境ではありませんでした。そういう活動に対してネガティブな
印象を持つ人もいたかもしれませんが、僕が心配していたのは科学コ
ミュニケーション自体に批判的な人達ではなくて、むしろそうではな
い人達に「偉そうなことを掲げておきながら大したことやってない
じゃないか」と思われること。そうなってしまうと「そんなことやる
ならもっと研究をやれよ」と言われてしまう。信念としてもっていた
のは、やるんだったら真剣にやるってことです。自分のことを気にか
けてくれている先生方に、僕はこういうふうに考えてこうやりまし
たって言い切れるくらいに、くだらないことをやらないようにしよ
うっていうことを、一つの信条にしていました。本気になって、その
時できる限界までやってみようと考えていたから、確かに負担が大き
かったけれども、2007 年のサイエンスアゴラで僕たちがやったこと
は、くだらないことでは無かったと思っています。それをやる価値が
あったとも。やる価値がないのだったら、逆にやらなくてもいいやと
も思っていました。
■ 0to1 の活動を通してみえてきたものとは？
佐：これが科学だと思っていたものが、本当は科学のある一側面に過
横：その時はもう凄い議論で、夕方に来て話して、家に帰って skype

ぎなかったと気づけたことが、0to1 の活動を通して自分が得た一番

で夜中の２時くらいまで話してましたね。

大きなことです。論文がアルファベット順に名前が乗る分野の存在を
知らなかったし、それこそプロジェクトが２０年がかりで、学生はそ

佐：まるで高校生が電話をしている時のようでしたね。でも、そのく

の内の５年だけを担当するという研究について思いを馳せたこともあ

らい真剣に考えないといけないのではないかなとその時は思っていま

りませんでした。こうした科学のあり方を知ったことで、自分の置か

した。科学コミュニケーション活動にかかわる多くの人と僕が違うか

れている環境を客観的に見ることができるようになったと思います。

もしれないのは、どうすればいいんだろうとか、どうしていくべきな

自分が携わっている実験生物学という学問分野の問題点について、他

んだろうと悩んでいたこともあり、出張授業をしたいとかサイエンス

の分野とくらべることでその背景まで考えられることができるように

カフェをしたいとかいうポジティブなモチベーションよりも、科学の

なりました。具体例をあげると、僕たちの研究（生物学）は比較的実

置かれている『ネガティブな面』に強くフォーカスしたいと思って団

学に結びつきやすいため、研究内容が報道される時に、例えばがんの

体を作り、自分が活動に携わったことです。

治療に役立つというような生活に密接した結果をあたかももうすぐ生
み出せるかのように報道される傾向があります。本当はがんの治療に

■ 0to1 での活動

つながるのは、研究として三段階くらい先なので、そういえるのかわ

佐：0to1 ではサイエンスアゴラで『未来の科学のあり方とは？』と

からないような場合でも、目立つ話としてまとめられてしまうことが

いう大げさなタイトルのワークショップを企画しました。様々な分野

嫌だなと僕は思っていました。一方で、天文学のように、直接的に役

に所属する大学院生にとって、自分の分野がどういう問題を抱えてい

立つ応用を考えることが難しい学問分野では、その研究を面白さの部

るのかとか、どうするべきかという答えが得られるまではいかなくと

分だけで伝えていかないといけないし、だからこそ分野としてアウト

も、今置かれている状況がどういうものなのかを認識する必要がある

リーチというのを真剣にやらないといけない。生物学がアウトリーチ

だろうと思い、このようなテーマのワークショップをやりました。

をそこまで真剣に考えなくてもいい一つの理由は、面白さではなく、
役に立つという部分を簡単に強調できてしまう部分にあるということ

サイエンスアゴラ出展前の一ヶ月間というのは本当に大変で、研究

を知りました。だから、安直に「がんの治療に役立つ」と報道される

に支障がなかったとは言えないというのが実情でした。徹夜で準備を

状況を嫌だと思うなら、研究成果を発表するときに面白さの部分だけ

しないといけないときもあったし、最後の二週間はずっと広報室に入

で勝負する方法を生物学者なりに考えてやっていかないといけない。

り浸って準備していました。楽しくてやっていたというよりは、真剣

僕自身の中でここまで考えを進められたのは、ワークショップをやっ

“

やる価値があったと言えるような活動をやる。
そうじゃなければ、やらなくていい。

”

“

”

楽しいことを、楽しくできる時代に経験してお
くことが大事。

たからだし、0to1 の活動に参加したからだったと思っています。
■ 研究室の人が外に出てくるっていうのは難しい。佐々木さんは今
自分の影響ということでお話しされていましたが、他の人へ影響する

”

ことはお考えになりましたか？
佐：僕は研究室の人を一人も 0to1 に誘うことはありませんでした。
やりたいと思う人に対してそれをサポートすることはできるけれど、
やりたいかどうかを迷っている人を強く勧誘する気持ちになれなかっ
たというのが本心です。全ての大学院生がやるべきなのかどうかと
か、興味がある人だけがやればいいのか、という問いに対する結論は、
今も出ていません。だから、周りの人への影響ということについて、
0to1 に来た人にはあったかもしれないけれど、僕の周りのコミュニ
ティーの人たちに対して何か影響を与えたことは特にないと思ってい
ます。もしも、僕が 0to1 で活動したことによって、僕に接する人た
ちに何か影響をあたえることがあるとしたら、それは今すぐではなく、
もっと先、長期的なものになると思っていました。
横：学生さんと教員は責任の在り方において違います。教員は、やり
たいかやりたくないかに関わらず、やらなければいけないというのが
まずある。もちろん、苦手な人も含めて全員というわけではありませ
ん。
理学部という組織は、社会と密接な関係にある薬学部や工学部などと

が入ってくる良い分野だったと思うのだけれど、世界的には冷戦構造

は異なる特殊性があります。というのも、自然の原理を追求する理学

が壊れたあたりですごく変わってきたんですね。それからは経済主導

は、たとえビッグサイエンスで多額な国税を費やしても経済的な効果

のサイエンスに変わった。今はアメリカもヨーロッパも 80 年代の日

はない分野も多い。私の信念は、こういう自然科学が、実学に近いも

本を見習って、経済的な効果を出すサイエンスをやっていこうという

のからそうでないものも含めて、すごく大事だということ。経済的な

ような方向にかなりシフトしていますね。その中で日本は特殊。世界

影響を与えないにせよ、自然科学が示す世界観を知ったときの私達の

で冷戦構造が崩壊したのとほぼ同じ時に日本ではバブルが崩壊しまし

喜びは大きいと確信しています。だからこそ自分たちがやっているこ

た。その結果、科学予算の「伸び率」が減ったんです。それを心配し

とをコミュニケーションしていかないといけない、と感じます。一方

た人々は資源のない日本が世界の中で生き残っていくために科学を

でその科学が必要かを最終的に判断し、支えるか否かを決定するのは

基本とした国家をつくっていく必要があるとし、科学技術基本法と

社会の側です。基礎科学は概してわかりにくい研究が多い。そこで研

いう法律をつくりました。特徴は予算の目標額があること５年間で

究者の熱意を伝える活動が重要になるのです。

２５兆円の予算をつけることを目標にしました。。国家予算が今年は

組織の構成員は、その組織で研究をするために組織全体に貢献する

約９０兆円、税収が４０兆円の国家にとって、５年間で２５兆円の予

必要があります。また、自分の研究分野を自分たちで支えていくため

算は小さくない。私達はそういう枠組みの中に今いるので、やっぱり

の活動に参加する必要もあると思います。。広報室で行う活動は教授

相当な額を使っているって自覚する必要はあると思います。

会を通して全て公認でおこなっています。今回は◯◯先生お願いしま

私たちは事業仕分けの時、やり方がおかしいということで抗議をしま

すといったときに、多くの先生方は喜んで引き受けてくださいます。

した。抗議するときには信念が試されます。私たちは基礎科学は大事

色々な戦略があって、全ての人がやるべきであるとは考えていないけ

であるということを信じています。人の命を助ける医療など社会保障

れど、組織としてのバランスするくらいの活動は教員が必ず捻出して

費などと比較してどれくらい大事かというのはもちろん社会が決める

やっていかないといけないというのはあります。

べきことなんだけれども、少なくとも基礎科学をやっている研究者や
私のような人には、そこに信念が必要です。学生の時には活動が楽し

佐：全体としてバランスが取れていれば十分ですよね。一人一人、個々

いから、楽しいからこれが一生の仕事になればいいなぁと思いながら

人の中でバランスが取れることは必要ではない。

やっているのだけれど、教員やプロになると、責任という意味で全然
違う。

横：これまでは基礎科学というのは憧れられて多くの優秀な学生さん

“

学生しかできないような、枠組みを打ち破るよ
うな楽しい企画が欲しい。

”

■ 学生がアウトリーチ活動をすることについてどう思われますか？

足以上の何かを得ることもできるということ。こうした意識があれば、

横：それはもう、大変よいことだと思っていますね。学生のうちに楽

やっていることに対する覚悟っていうのも得られるんじゃないかな。

しく経験していくことが大事。やっぱり楽しいでしょう。だから、楽

先生や周りの人たちとアウトリーチ活動をやることによって、衝突が

しいことを楽しくできる時代に経験して、大体こういう感じというの

生じてしまうような状況を改善していくためには、教員側から見ても

を掴んでもらうことが大切だと思います。研究が忙しい時代はおいと

学生側から見ても両方から納得できる道筋を探すのが大事。それをも

いて、教育などに時間をかけられるようになったらやる。早いうちに

し見つけ出すことができれば、教員の８割にはむしろ応援してもらえ

経験するというのはやっぱり大切ですよ。

るような活動ができるのではないでしょうか。うまく折り合いをつけ
て、自分が属している科学コミュニティーの全体から見てプラスだな

■ 学生へのメッセージをお願いします。

と思えるような活動をして、それが認知されていくためにはどうすれ

横：アウトリーチ活動、科学コミュニケーション活動とはこんなものっ

ば良いだろうか。こういったことを考えて実践していってほしいとい

ていうような枠組みができてしまっているように感じます。、そこを

うのが、僕のメッセージというか願望です。実践した人たちだからこ

破るような楽しいことをやって欲しい。非常に皆さん真面目で、真面

そ考えることができるものって、必ずあると思うので。

目に丸く収まってしまうという傾向があるような気がしますね。佐々
木さんがいつも言ってることと重なると思いますが。

横：それはすごく賛成ですね。あとは、科学コミュニケーション活動
でもオリジナリティーっていうのはすごく大事です。例えば BAP は

佐：僕は 0to1 を作ったときに『学生でしかできないことはなんだろ

システムを作ったっていうのが大きなオリジナリティー、特徴だと思

うか？』という点を重視していました。学生だからこそできることを

います。エキスポートもできているのも珍しいこれがうちのグループ

したい、もっとぶっ飛んだことをしてもいいんじゃないか、と。僕た

のオリジナリティー、と言える新しいものを創造していって、周りか

ちの活動を見た人たちが、こういうことをやっている奴はこれまでい

らも認知されていくっていうのがやっぱりいいですよね。

なかった、と思ってもらえるようなことができたら、楽しいだろうな
と思いますね。あと、アウトリーチ活動をしている自分、していない

―――ありがとうございました。

自分の両方を想像してみて、一体何を失って何を得たのだろうかとい
うことを、このアンケート以上に自分で真剣に考えてみるといいと
思っています。時間を割いてやるのだったら、たぶん何かとのトレー
ドオフになるので、自己満足でない何を得ることができるだろうかと
いうことを、常に意識しておくと良い気がします。これは楽しい活動
をするなと言っているわけではなくて、楽しい活動を通して、自己満

【編

集

後

記】

このインタビューに参加する前は、学生時代にやる
活動は楽しいだけではダメだと強く思っていました。
その考えに沿うような意見が佐々木さんから伺えた一
方で、横山さんの、「楽しいことを楽しめるうちに」
というメッセージにはハッとさせられました。そうい
えば、このインタビュー自体、純粋に楽しかったなぁ。
このインタビュー記事をお読みになった人たちが、
自分たちの活動の意義を考えるきっかけとなれば企画
者冥利に尽きます。加えて、これまでの枠組みをぶち
破るような企画がどんどんでてくれば、これは望外の
喜びです。私も、色々と仕掛けていきたいと思います。
四季報メンバー 宮脇健行（東京大学薬学部３年）

大学院生出張授業プロジェクト
BAP
!

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

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

旭川東高校で出張授業を実施!
! 月 "! 日#木$、伊與木健太さん#東京大学大学院
工学系研究科化学システム工学博士課程 " 年$が母
校である旭川東高校で高校 " 年から % 年生の &' 人
を対象に出張授業を行いました。(
自身の専攻である化学工学をテーマに、「)小さ
な孔)( から世界は広がる」という題目で、多孔質材
料、特にゼオライトに関する講義を行いました。
化学工学の説明に始まり、ゼオライトが用いられ
ている身近な製品を例に多孔質材料がどのような
場面で役立っているか、研究の面白さや難しさを
自身の研究の流れに沿って説明しました。(
図を多用した視覚的に分かりやすい授業であっ
たため、生徒からは講義内容がよく理解できたと
いう感想を頂きました。加えて、自分で研究する
ことの楽しさが分かった、大学生活について直接
学生から話を聞けて良かったとの意見も聞かれま
した。(

授業を終えた伊與木さんは、貴重な経験ができ(
ただけではなく、今後の研究のモチベーションに
つながったとおっしゃっており、来年度以降の出
張授業にも意欲を見せていました。(
(

(
伊與木さんの出張授業の様子

!
!

新規メンバー募集説明会の実施
"* 月 ! 日#土$、"& 日#水$の両日、東京大学本郷
キャンパス理学部 " 号館で、+,- の新規メンバー
募集説明会が行われました。代表の白川慶介さん
#東京大学大学院理学系研究科博士課程 & 年$から
+,- の概要について、副代表の似内遼一さん#工学
系研究科博士課程 " 年$から出張授業を行う際の流
れに関する説明があった後、! 日は伊與木健太さん
#同上$、"& 日は宮武広直さん#理学系研究科博士課
程 % 年$から出張授業の講師体験談の発表がありま
した。(
& 日間で計 "' 名の学生にお集まり頂き、発表後
は質問を受け付けるだけでなく、自身の専攻や研
究内容について活発な意見交換も行われました。
ほとんどの方が出張授業をしてみたいという感想
を持たれたようで、何人かはすでに出張授業に向
けて活動を開始しています。(
+,- の構成員は理学系研究科の学生が多いこと
や会場が理学部の建物であったためか、理学系の

(

(

参加者の比率が高かったと思います。次回は他の
研究科の学生への周知が課題になりそうです。(
(

説明会後の歓談の様子
(
文責：田中啓(

(
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千葉大学サイエンスカフェプロジェクト
〜活動報告〜 2011年7〜10月

東日本大震災による!
農業被害報告会＆意見交換会!
!
!
!
!
Ȇ７月１５日!
●内容!
千葉大学松戸キャンパスにて園芸学部所属の先生方!
に農業被害の模様をサイエンスカフェ形式で発表して!
頂きました。!
学生だけでなく会社員や、農家さん、主婦など多く!
の方々にご出席いただき、風評被害など“農学”だ!
けでは解決できない問題を議論して行きました。!
また、今回のカフェの収益は全額千葉県の農!
業団体に寄付させて頂きました。!

千葉市科学フェスタ サイエンスカフェ!
!
!
!
!
Ȇ１０月９・１０日!
●内容!
千葉市科学館にて、今年からはじまった「千葉市科学フェスタ」のメインイベン
トに協力させていただき、９日と１０日の２日程で計３回のサイエンスカフェを実
現しました。!
市のイベントということでカフェの話題は地域性を重視し、それぞれ、地震や
津波、食品の汚染や放射能などなど、千葉県はどうなってるの？今後どのような
リスクが迫っているの？そしてどのような対策を取っていくべき？といった内容に
なるよう心がけました。!
10月9日

地震研究 最前線
「地震の予測はどこまで可能か‐過去を知って将来に備える‐」

10月9日

防災コミュニケーション
「災害に備えて、今私たちが出来ること」

10月10日

対話型講義
「これからの“科学”と“私達”を考えよう‐3.11を通して‐」

Twitter
ブログ

宍倉正展 "産総研!海溝型地
震履歴研究チーム長#!
$%%&'((%)*+%%+,-.)/(01(234567!
大木聖子 "東京大学地震研
究所!助教#!!
$%%&'((%)*+%%+,-.)/(01(234545!
小林正弥 "千葉大学大学院
人文社会科学研究科!教授#!
$%%&'((%)*+%%+,-.)/(01(233876!

: http://twitter.com/chiba̲u̲cafe
: http://chibaucafe.blog.fc2.com/

NPO法 য

６〜９月
７月
８月
９月
１０月

星の教室（７回）
JAXA出前授業
夏の信州星空キャンプ
銀河学校
ギャラクシティ出前授業
松江北高校出前授業

銀河学校
銀河学校は長野県木曽郡にある東京大学木曽観測所で
行われる高校生を対象にした3泊4日の天文学体験。今年で
14回を数える。毎年全国から30人程度の高校生が参加して
いる。参加者は実際に木曽観測所にある105cmシュミット望
遠鏡を操作し撮影した天体画像を使って本格的な天文の研
究をするが、今年は天候に恵まれず、予備観測のデータを
使って研究を進めた。 「かみのけ座銀河団・巨大銀河集団
にひそむダークマター」「散開星団の観測で探る天の川銀河
系の回転」「変光星で探る銀河系の構造」という３つのテーマ
だった。合宿の3日目に行われる発表会で各グループが発
表しあい、学習成果を交流した。

星の教室
東京大学天文教育研究センター木曽観測所と共同で長野
県下の高校を対象とした天文実習「星の教室」を実施した。
星の教室では一泊二日で高校生に宇宙の年齢を求めてもら
う実習で、高校生に考え・議論してもらうことを目的としている。
「友達とこんなに議論したのは初めて」というアンケートも得ら
れている。
ＳＳではこの星の教室をＳＳ活動の入門的位置づけとしてい
る。ＳＳのメンバーのほとんどが同観測所主催の高校生向け
天文実習「銀河学校」の参加者で、観測所になれている事や、
同観測所からの支援が手厚い事が理由である。
ＳＳのメンバーはTAとして事前に用意されたスライドを手本
に2つの実習の説明と、所員のアシスト、そして高校生のサ
ポートを行う。初めてアウトリーチ活動に参加するメンバーも
多いので、これを機に出前授業へと繋げていく。

夏の信州星空キャンプ
出前授業
今期は３回出前授業を行った。
新しい取り組みとして、JAXAで見学と講義をした。工学的
研究と理学的研究の両方の立場から宇宙についての講義を
行った。
足立区ギャラクシティこども科学館とコラボ企画をおこなっ
た。ギャラクシティは来年度改修工事が完了し、完成後は定
期的にSSのイベントを開催する予定である。
松江北高校での出前授業は、SSの定番の活動となった。
一気に４人ほどの講師を送り込んで分野の異なる様々な講
義を行う。毎回講師をどんどん変化させながら新たなものを
作っていく。
毎年テーマや場所が変化していくもの、年齢層や実施場所
の新たな挑戦のものなど、さまざまなベクトルでｓｓは成長し
ている。これは、ｓｓのメンバーに多様性があるからできる武
器である。

JST草の根型プログラムに応募する活動を計画しようという
ことで，web会議が行われた。「小学生向けの活動もいい
ね。」「ssの特徴は木曽観測所と関係が深くて天文学のバック
グラウンドがあるところでは？」「夜空を見るだけでなくて、宇
宙の壮大な運動を体で感じてほしい」「日周運動などを体感
する機会は少ないのでは？」「泊まりで徹底的に星空を感じよ
う」という意見が飛び交い、それらをまとめて新企画の骨格が
出来上がった。１月から徐々に動き始め、４月にJSTで採択さ
れた。名称は「親子で学ぼう！夏の信州星空キャンプ」。広報、
授業、事務の各チームに分かれ、企画を進めた。
当日、星の教室などのノウハウを生かし、工作や授業は順
調に進んだ。夜は曇ってしまって星は見えなかったが、その
代わりに参加型のプラネタリウム講演を行った。
二日目はアメリカから木曽観測所へ研究に来ていた天文学
者の方にも講義をしていただいた。広報活動の未熟さからか
参加者は想定人数よりも少なかったが、「小学生向け」という
SSの幅を広げるような活動となった。

http://www.sciencestation.jp/
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東京大学大学院理学系研究科有志 科学コミュニケーション活動グループ
活動報告とサイエンスアゴラ 2011 での発表について
!

!

ワークショップ

!

2011 年 10 月 1 日に行ったワークショップでは、

!

基礎研究に従事する院生／学生のメンバーが自身

!

を振り返り、幼少時から今まで、研究に対してどの

!

ような思いを抱き、またそれを変化させてきたかを

!

率直に議論した。

!

おおむね、メンバー（地学、化学、数学、生物）

!

の研究のモチベーションは「面白さ」であり、加え

!

て日本学術振興会の研究員として給与を支給され

!

ているメンバーは、強い責任感を持っていた。

!
!
!
!
!
しかし、同じ個人の中でも、学年が上がるほ

!

ど研究生活に不安や焦燥を感じていく傾向が

!

あった。モチベーションを下げる要因としては

!

人間関係の問題、将来の不透明性、適性への不

!

安などがあった。

!

そこで、0to1 では院生の研究生活についての

!

実態をアンケート調査し、問題解決、改善へ向

!

けて議論し、サイエンスアゴラ 2011 にて発表

!

することにした。

!
!
!

!

基礎科学の現場から〜大学生と大学院生が伝える基礎科学の姿〜
ネガティブ院生→リア充院生

充実した院生生活をおくるために

基礎科学の現場では、大学院生が日々、一筋縄ではいかない研究に立ち向かっています。
大学院生の研究生活をリアルに充実(＝リア充)させるためには何をしたら良いか？
私たちと共に考えてみませんか？

企画日時：11/19・20（土日）両日 10:00-17:00
セッション 11/19（土）10:30-11:00、11/20（日）12:45-14:15
会場： 日本科学未来館 3 階 サイエンスライブラリ

!

団体情報

CAST

0to1

東京大学サイエンスコミュニ
ケーションサークル

団体情報

・主な活動者
・活動人数

団体情報

学部生

・主な活動者

４０名

・活動人数

・ミーティング場所 東京大学駒場キャンパス

・キーワード

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

代表
岡田 竜大

所属：東京大学

理系、文系大学院生（学部生も若干名）

コアメンバー約１０名（ML 登録７０名程度）

・ミーティング場所 東京大学理学部広報室
・キーワード

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

代表

工学部

システム創成学科

久保田 好美

B３

所属：東京大学

連絡先情報

理学系研究科

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

NPO

o
t
o
h

Science Station

P
・主な活動者
・活動人数

団体情報

学部生・院生

学部生３０名、院生２０名（実質活動者は半数）

・ミーティング場所 東京大学天文学教育研究センター
・キーワード
出張授業

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

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

・主な活動者
・活動人数

BAP

大学院生出張授業プロジェク
ト

院生

・ミーティング場所 東京大学 本郷キャンパス 理学部 1 号館 807 セミナー室

・キーワード

代表

連絡先情報

D２

連絡先情報

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

団体情報

地球惑星科学専攻

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

代表

M2

白川慶介

所属：東京大学

理学系研究科

連絡先情報

地球惑星科学専攻 D２

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

団体情報

Scienthrough

Kyoto ⇄ Science Codex

団体情報

・主な活動者
・活動人数

団体情報

院生

・主な活動者

６名

・ミーティング場所 特になし．メールでのやり取りが主体。

・キーワード

アウトリーチ , サイエンスカフェ

代表

・活動人数

学部生・院生

学部生６名・院生６名・サポーター（学部生・院生）９名

・ミーティング場所 大阪大学キャンパス内
・キーワード

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

代表

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

連絡先情報

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

飯島 玲生

所属：大阪大学大学院生命機能研究科

連絡先情報

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

Ttime

KSEL

東京大学工学部広報室学生ア
シスタント

団体情報

柏の葉サイエンスエデュケー
ションラボ

団体情報

・主な活動者

工学系学部生・院生

・主な活動者

院生（院生１２名、社会人１名）

・ミーティング場所

東京大学工学部列品館調査室

・ミーティング場所

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

・活動人数

・キーワード

約１５名

記事や書籍の執筆 , 学部紹介パンフレット

代表

須原宣史

所属：東京大学

・活動人数

・キーワード

１３名

代表

工学系研究科化学システム工学専攻Ｍ２

連絡先情報

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

羽村太雅

所属：東京大学

新領域創成科学研究科

連絡先情報

複雑理工学専攻

M2

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

団体情報
Universal Earth
( ユニアス）

団体情報

o
t
o
Ph
団体情報

千葉大サイエンスカフェプロジェクト

・主な活動者

学部生・院生・その他

・主な活動者

学部生・院生

・活動場所

東京・自由が丘の「アイリッシュパブ・クラン」

・活動場所

千葉大学を中心とした地域

・活動人数

・キーワード

5名

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

代表

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

連絡先情報

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

NUMAP

・主な活動者

学部生、院生

・活動場所

名古屋大学

・活動人数

・キーワード

・キーワード

約２０名

サイエンスカフェ 、SNS、Twitter

代表

山田 健太郎

団体情報

・活動人数

学部生４名、院生４名
アウトリーチ、サイエンスカフェ、
科学コミュニケーション、ウェブサイト、
サイエンスアゴラ、ミュージアム

代表

飯野孝浩

所属：名古屋大学理学研究科

連絡先情報

URL: http://www.numap.org
Phone：080-6919-4394

佐川将平

所属：千葉大学園芸学部園芸学科２年

連絡先情報

URL：http://chibacafe.blog.fc2.com/
E-mail：chiba.u.cafe@gmail.com
Twitter：@chiba̲u̲cafe

