大学生や大学院生がおこなう
科学コミュニケーション

団体紹介＆活動報告

2012 年４月〜 2012 年６月
四季報は、学生の科学コミュニケーション団体をつな
ぐ情報誌 ( 年４回発行 )。文系・理系を問わず、学問
を伝えることを目的とする学生団体のさらなる交流を
目指している。
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設立者に聞きました
Vol. 2
Scienthrough 設立者 飯島玲生さん
「単なる活動報告だけでなく、どんな狙いがあってやっているのかもっと知りたい！」

そんな希望に答えるため、団体の設立者にどのような思いがあってこのような活動を始めたのか、そしてどのような経験を経て今の活動
に至っているのか連載形式で伺う企画を始めました。第２弾は、Scienthrough の飯島さん。
読者の皆さんが、お互いの活動にさらに興味を持つきっかけとなれば幸いです。

■ 設立のきっかけ
設立のきっかけは 2007 年 9 月に開講された大阪大学 CSCD の「科

（四季報事務局）

■ 手応えを感じた瞬間
研究をしていて一番面白い時は、予想していなかった結果が得ら

学技術コミュニケーションの理論と実践」という集中講義でした。

れることだと思っているのですけど、それがサイエンスカフェの中

現在では大きな問題となっていますが、「高レベル放射性廃棄物

でみられた時に「これはおもしろい！」と思うようになりました。

の処理問題」を 5 日間に わたって議論しました。当時の処分方法

私たちの団体で始めて実施

に対しての科学的な観点から見た安全性に関する議論だけにとどま

した理系大学生対象のキャリ

らず、科学的データが絡む社会問題の背景には、経済・政策などの

アに関する企画では 20 人とい

構造的な問題があることを実感しました。

う想定人数を大きく上回る 40

一番印象的だったのは、「科学だけでは行政は決められない」「子

人以上の集客で、今でも非常

供が将来住みよい社会にしたい」という、自分があまり考えてこな

に思い出深いのですが、「予想

かった視点からの意見でした。この時に一緒に議論したメンバーは、

していない結果」が最初に得

理学系、工学系の学生だけでなく、教育や哲学を専攻している学生

られたのは 2 番目の企画でし

もいましたし、私と同い年で既婚の院生や、既に子供を育て上げた

た（図 1）。

社会人大学院生など、様々なバックグランドの人がいました。

「大学の研究成果ってどの

私は当時すでに博士課程への進学を決めていたのですが、この集

ように社会に還元されるんだ

中講義での経験を通して、科学に携わるものとして、社会の問題に

ろう？」というメンバー内の

対して目を向ける必要性を強く感じました。そして、社会の問題に

ちょっとした問題意識から出

図１. サイエンスカフェ【本当に役立つものを作

ついてより理解を深めていくために、この集中講義のように、多様

発して、企画立案が始まりま

るために】のポスター

な価値観や多様な専門分野の人たちと社会の問題に対して、議論を

した。実際の企画は、医療系の装置を開発した情報工学の先生の話

していきたいと思いました。

をメインに、臨床哲学の先生との対談を挟んで、参加者同士が、発

集中講義の最後に、自分たちで社会の問題に対して意見交換でき

表内容を受けて自由に意見交換を行うという構成でした。情報工学

る場を作っていくことを提案したら、受講生 20 人の半分以上の人

の先生は本当に役立つものを作るためにこれまで何を考えてきたか

が賛同してくれました。そして、活動の内容や目的に関する議論を

について、実際に自分が開発した製品を例にあげながら、情報・工

重ねていった結果、Scienthrough ができました。

学者の技術開発の現場や実際の福祉で求められる現場でのニーズの
違いの話をしてくれました。こうした話を受けて、参加者同士で自
由に意見交換をしたのですが、医療関係の参加者から、「現場に最

“ 科学に携わるものとして、社会の問題に対して目を向ける必要
性を強く感じた。
”

設立者に聞きました Vol. 2

“

Scienthrough 設立者

飯島玲生さん

バックグランドの異なる人たちのアイディアや得意分野を組み
合わせていけば、自分たちにとって新しいことに挑戦できる

”

先端の科学は必要ない、マンパワーが重要になっている」という発

た。HP 作成が得意な人が、告知や活動報告の更新を誰でもできる

言がありました。その他にも「医療のために技術を作るのか？社会

ように HP のシステムやデザインを一新する。映像編集が得意な人

に受け入れてほしいために作るのか？」「どこまで現場とのコミュ

が企画を撮影し、動画共有サイトを利用して、映像を通して企画の

ニケーションをとったのだろうか」「学生が普通に研究していたら、

様子を伝える。工作の得意な人が広報用の大きな立て看板を作る。

現場のニーズは見えてこない」などと色々な意見が飛び交いました。

イラストが得意な人がポスターやチラシの絵を書く。ビブリオバト

どの視点から、問題をとらえるかによって、全く意見が異なってく

ルを描いた漫画は書店の協力を経て、電子書籍の出版にまで至りま

るということを目の当たりにしました。これまで私たちは、講師を

した（図 3）。

探し、アポイントメントを取って話を聞いて、参加者のターゲット

やれることが増えていくと、
「や

を設定して、広報でのメッセージを考えて、そして実際に企画準備

れそうなことはやらない」と少

を進めて、という過程の中で、かなりの時間をかけてメンバー内で

し贅沢になった時もありました

議論をし、理解を深めてきたつもりでした。ですが、分野や立場の

が、楽しみながら活動できるよ

異なる人たちと議論する中で、予想していかなった新しい視点が得

うになっていきました。

られた時に「こうした活動は重要なんじゃないか」と思うようにな
りました。その後の企画では、このサイエンスカフェを成功モデル
として、同じように、メンバー内の問題意識を議論して育てながら、
企画を実行して、新しい問題意識を生んでいく、というスキームで
企画していくようになりました ( 図 2）。
図３. A ビブリオバトルの様子

B ビブリオバトル読本

■ やってきて初めて気づいたこと
3 人寄れば文殊の知恵といいますが、バックグランドの異なる人
たちのアイディアや得意分野を組み合わせていけば、自分たちに
とって新しいことに挑戦できる、と実際に活動を続けてきて感じま
した。例えば、現在のメイン活動の 1 つである知的発見誌「SKHOLE」
というフリーペーパーを作り始めた時もそうでした。メンバーで大
学近くのファミレスでご飯を食べていて、ふとした時に自分たちで
フリーペーパーを作れそうだいうと話をしていました。そして、
「や
図 2. 企画実行までの流れ

■ 期待通りに行かなかったこと
団体の運営にあたって一番大変だったことは活動メンバーを増や

れるやろ。やる？」「いいね。やろう！」。昼下がりのおしゃべり会
が記事の構成やターゲット層などを話し合う編集会議に様変わり。
電話にて友人に、
「今からちょっと来れへん？」。その 1 時間後には、
知り合いの院生をファミレスに呼び寄せて、インタビューを開始。

していくことでした。最初の企画を始めたあたりから、設立当初か

その日のうちに原稿は仕上がり、他の記事の内容についても決まっ

らいたメンバーが研究や就職活動が忙しくなり、関われる人が少な

ていきました。記事案を練る人、文章を書く人、イラストを描く人、

くなっていったのですが、その代わりとなって主体的に活動してく

HP を作る人、知り合いが多い人、とにかくノリがよい人。それぞ

れる人がなかなか増えていきませんでした。異分野融合とか異分野

れの人がそれぞれの得意分野で SKHOLE 制作に関わっていました。

コミュニケーションというのは、日々取り組んでいる研究や、自分

この時の一番の問題は予算でした。今まで企画は予算ゼロベースで

のすぐ先の将来に関わってくる就職活動に比べると、直近の実用性

行ってきたために、紙面を作るための予算をこれっぽっちも持って

をあまり感じられなかったかもしれません。でも新しい発見や新し

いませんでした。その資金調達は私が担当したのですが、「お金は

い視点を求めて、自分たちがおもしろいと思ったことをとにかく集

なんとかするから、とりあえず進めようや」と就任仕立ての編集長

まっている仲間で継続していきました。そうして半年、1 年と、と

に伝え、冊子制作を進めていきました。さて、印刷費はどうしたも

にかく続けていくと、企画に来てくれた参加者が関わってみたいと

のかとは思いましたが、親身になってくれる方に相談した後に、
「賛

いってくれるようになって、少しずつ仲間が増えていきました。お

助会員制度」を導入することに決定しました。どこか 1 つの組織

もしろいもので、仲間が増えていくと、どんどん団体に個性が足さ

を頼って大口の資金を得るのではなく、自分たちが自由に活動を進

れていって、団体として色々なことができるようになっていきまし

めていくために、学内外の学生や先生方から、少しずつお金を集め
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“ 私たちは意義のあることをやっている、お金は集まるはずだ。”
ていく方法を選択しました。翌月には、団体の会則を制定し、「私

うのは非常に嬉しいこ

たちは意義のあることをやっている、お金は集まるはずだ」という

とです。と同時にもう

勢いで、知り合いの先生方を訪問してお金集めをしてきました。最

1 つ思ったことがあり

初の頃の資金繰りは厳しいものでしたが、今では学内外の学生・教

ます。これまでのメン

職員、社会人の方、合計 30 人近くが賛助会員になっていただき、

バーが考えてきた「合

年間予算 20 万円ほどで知的発見誌「SKHOLE」の制作をしています。

ケ ン 」 や「SKHOLE」

これまで賛助会員になった方々とのやり取りの中で、「お金は集ま

のように、新しく入っ

るはずだ」という最初の思い込みは、応援していただけることへの

てきたメンバーの人た

感謝の気持ちに変わりましたが、現在では、“ 巷で人気 ” のアカデ

ちが今度は新しいもの

ミックなフリーペーパーを作ることができています（図 4）。

を考えだす。それに対して、また別の人が「やりたい」といって団

図 5.「合ケン」の様子

体に関わるようになっていく。そんな調子でどんどん新しいコンテ
ンツが増えていって、どんどん仲間も増えていけば、この団体はま
すます魅力的になっていくんじゃないかなと思っています。
実際に、大学祭で「研究室ツアー」という企画を実施したり、学
内の図書館や他大学の学生団体とコラボレーションをするなど、こ
こ 2、3 か月で新しい試みが見られています。学生なので、バカら
しかったり、アホらしかったりしてもいいので（ウンコ爆弾を作る、
という学術記事執筆や座談会実施など）、どんどん新しいことに挑
戦していってもらえたらと思っています。

■ 他の団体に対してメッセージ
来る者拒まず、去る者を追わず、です。これまで、BAP さんや

図 4. 2012 年春発行の知的発見誌「SKHOLE」

■ 今の団体について思うこと
この団体の若い人たちには可能性をすごく感じています。例えば、

0to1 さんと何回かコラボレーションをしてきました。気軽にコン
タクトをとってもらえればと思っています。「ちょっと飲みに行こ
う」というお誘いも大歓迎です。

2011 年に入学した学部 1 年生に、その年の 6 月（入学 2 か月後）
のビブリオバトルという企画の司会をお願いしていたのですが、直

info[at]scienthrough.qee.jp (Scienthrough 事務局 )

前に、朝日放送から取材の依頼が来ました。「大丈夫？」と聞いて
みたら、「大丈夫です。やります！」という返事。当日は数台のカ

○ 著者紹介

メラが取材に来ていて、実際にも関西圏のニュースで 3 分ほど当
日の様子が流れたのですが、そのカメラの前で堂々と司会をこなし

【名前】

てくれたのには驚きました（ちなみにこの時、司会をしてくれた 1

飯島玲生 （いいじまれお） さん

年生が現在、団体の代表を務めています）。今年、新たに入学した

iijimaleo[at]gmail.com

学部 1 年生もすでに企画を任されているのですが、企画のとりま

http://iijimaleo.web.fc2.com/

とめだけなく、司会などの役割をこなしてくれています。学部生の
頃、サッカーと馬鹿騒ぎしかしていなかった私と大違いだな、と感

【所属】

じる毎日です。
今後についてですが、どんどん新しいことに挑戦していってほし

大阪大学大学院

生命機能研究科

生命機能専攻

一貫制博士課程

いと思っています。今年は 4 月の新歓時期に、「『SKHOLE』を作り
たい」「合コンではなくて、『合ケン』に興味がある！（図 5）」と

【科学コミュニケーションの論文】

いうことで、10 人ほど新しいメンバーが団体に入ってきてくれま

飯島玲生 , 中川威 , 石田峰洋 , 鈴木竜太 , 中津壮人 , 橋本亮 , 矢引達

した。「合ケン」も「SKHOLE」もどこかにあったものではなく、

教

コンセプトも内容もこれまでのメンバーが考えてきたもので、全く

学生による横断的科学コミュニケーションの試み - 阪大学生有志団

これまで知らなかった人が「やりたい」と団体に入ってくれるとい

体 Scienthrough を事例として -
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科学技術コミュニケーション 7 号（2010）
(2007 年から 2010 年までの Scienthrough の活動をまとめた論文 )
飯島玲生
米国科学振興協会（AAAS）から学ぶ
Communication-Design 7 号（2012）
(2011 年に開催された米国科学振興協会（AAAS）の年次総会の調
査報告をまとめた論文 )
【Scienthrough の紹介】
2007 年の設立当初は「専門領域に進んだ学部生・大学院生が持つ
問題意識」をより広い形で共有しながら育てることを目的に、分野
横断的な視点で、サイエンスカフェ、アウトリーチ活動、キャリア
セミナーを実施していました。
2010 年以降は様々な層の学生を対象にして、分野横断的な場を提
供することを目的に、主に以下の 3 つの活動を行っています。
１）合同研究会「合ケン。」
色々な研究科の大学院生が自身の研究の魅力を発表しあう。
http://scienthrough.qee.jp/2009/category/report/gouken/
２）知的書評合戦「ビブリオバトル」
お薦めの本をもって、5 分間でプレゼン。一番読みたいと思った本
を決める。
http://scienthrough.qee.jp/2009/category/report/bibliobattle/
３）知的発見誌「SKHOLE」
全ての学生にアカデミックなフリーペーパーを。
年に 2 回、発行部数 1000 部の冊子を発行している。
http://skhole.scienthrough.com/
■ 賛助会員制度
運営に必要な活動費は賛助会員制度において賄っています。学内外
の 30 名ほどの賛助会員のみなさまから、合計 20 万円近くの活動
費をいただいています。随時、賛助会員募集中です。

Acafe
○第9回Acafe (5/2)
「体内時計を考える」 演者:尾崎 遼

今回のAcafeでは、ほとんどの生物に備わっている生体内のリズム
「体内時計」に関する話がなされました。体内時計についての基本的な
知識から、最新の研究内容であるシステム生物学的アプローチや今後の
研究の方向性、また体内時計の医療への活用についての講演でした。


○第10回Acafe (6/22)
「日本の水の危機」 演者:北川 力

本講演では、水問題について概説した後、特に下水処理管の耐用年数
の問題についての講演がなされました。工学的なトピックのみならず、
行政や経済など、多様な視点からの問題提起で、根が深い問題であるこ
とを実感させられました。偶然柏で断水が起こった直後だったこともあ
り、会場からは多くの質問が相次ぎました。

○Kashiwa.R #3(5/18)
8つの発表と20名程度の参加があり、「アンケートの解析」といっ
た基本的なデータ解析手法から、「環境とメタプログラミング」といっ
たR言語自体の話、また実際の分子生物学研究への応用例まで、多様な
トピックの発表がありました。発表は各10分程度でしたが、その後の
懇親会ではより詳細な議論が展開されていました。

Acafe
団体紹介
Acafeは、2011年7月8日に発足した、東京大学柏キャンパスの学術交流団体です。
「えーかふぇ」と読みます。学生が持ち回りで自分の研究内容を発表する、学術交流会を月一
回開催しています。現在の所、生物学や工学・教育学など多様なトピックで11回の学術交流
会を開きました。また、Rの勉強会であるKashiwa.Rを共催しています。Acafeの目標は、以
下の2つです。

目標１
「柏キャンパスの学生間の交流を図る」
柏キャンパスの学生のほとんどは大学院生なため、研究で
忙しく、他専攻の人と交流する機会がありません。しかし、
「じゃあ交流をしよう」といっても、きっかけや話題がない
と交流も難しいです。Acafeは、各人が打ち込んでいる「研
究内容」をきっかけに、他専攻の人と交流する場を目指しま
す。


目標２ 
「他分野の話を聞き、『学融合』を目指す」
東大柏キャンパスの大きなテーマに、『学融合』がありま
す。これは、既存の分野の融合により、人類の課題を解決す
る事を目指すものです。しかし、学生間の交流が少ないため、
学生レベルからの『学融合』には至っていません。Acafeは、
多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、各人の専門の

過去のAcafe

話を聞く事で、学生レベルからの学融合を目指します。



Kashiwa.R


Kashiwa.Rは、2011年11月に設立された、R(統計解析向けプログラミング言語・環境)の

勉強会です。学生や教職員や学外の方を対象に、数ヶ月に１度開催され、参加者が知識や技術
を発表してきました。Rの勉強会は各地で開催されており、Kashiwa.Rはそのひとつです。
現在の自然科学では、ほとんどすべての分野で、データの統計的な解釈が必要とされるだけ
でなく、大量のデータから意味のある情報を抽出する研究の重要性も高まっています。ある分
野では当然のように行われている統計解析手法を、別の分野の学生・研究者が知る事で、研究
において新たな視点が得られるのではないかと期待しています。

なるほど実感！サイエンスミュージアム＠本郷!
東大CASTは、２０１２年５月１９日、２０日に開催された東京大学の「五月祭」に、
今年も体験型の科学館企画を出展しました！
今回出展したブースは
「イロイロかわる☆クロミズム」
「みんな磁石!?ものの磁性」
「流れの科学〜「空気」を読む〜」の３つ。
そして恒例の工作ブースも大人気。手軽に触
れられる科学展示にも子供たちは夢中でした。
実行委員会おすすめの企画ということで、会場
は常に超満員！入ったばかりの１年生メンバ
ーも、実験開発から当日の実験説明まで、大
活躍をしてくれました。

また、屋外ステージでは企画として
「サイエンスミュージアム・オンステージ」を行い、
屋内ではできない、火や水を使った大掛かりな
実験ショーを実施しました。
２日間で４回行ったサイエンスショーは、各回と
も多くのお客さんが見に来てくださり、背伸びを
しても見えないほどの人垣ができました。

例年と同じ会場でしたが、晴天にも恵まれたこ
ともあり6000人を超える方々にご来場いただ
きました。そして本企画は来場者の投票による
MFA（May Festival Awards）では「学術文化
展示部門第3位」を受賞しました！

こうしてたくさんの方にご来場いただけたこと、
このような賞もいただけたことをとても嬉しく思
います。
今後も、子供から大人まで、幅広く楽しんでも
らえる企画作りを目指して活動をしていきます。

新歓活動
新１年生の入学と共に、東大CASTは新歓活動
を行いました。
新入生に実験を見せ一緒に実験をする実験大
会や食事会をなどの精力的な新歓活動を行い、
新入生勧誘はもちろん、大学内でのCASTの
知名度の向上にもなるような新歓活動を目指し
ました。
アドバイザーである滝川洋二先生をお招きした
サイエンスカフェも開催し、入学式当日の開催
にもかかわらず、多くの1年生に参加してもらう
ことができました。

そして、この結果なんと、約４０人もの新入生が新た
にCASTに入ってくれました！一気に活動人数が倍と
なり、以前にもまして賑やかになりました。今まで少
なかった女性メンバーや、初の文系メンバーも増えて、
今まで以上に活気あふれる団体となりました。

サイエンスリンク 〜キミとカガクをつなぐ夏〜
東大CASTでは、この夏８月１６日に日本科学未来館で行われる
「サイエンスリンクーキミとカガクをつなぐ夏」という実験体験型の
子供向け科学イベントへ出展する準備を進めています。
CASTからはブース形式で「光」と「レオロジー」について、
ショー形式で「空気」「音波」について、の計４企画を出展します。
1年生の多くが関わっていて、２,３年生のアドバイスのもと主体
的に実験開発に取り組んでいます。

できるだけ多くの子供たちに、科学の面白さを伝えるべく、実験の内容だけでなく
見せ方についても、改良を重ねています。
企画詳細は、サイエンスリンク公式ホームページhttp://sc-link.net/を御覧ください。

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ"#$%&'!
平成２４年度 第１四半期短信
!!執筆：大嶽晴佳、越石翔子、仲田将之、仲村祐哉、西山典秀、羽村太雅!
代表：羽村太雅（東京大学大学院） $%&'(!!)*+',*-&./0%&',-10!!23(4556(7789-:,),8;51)<1,%-,=67>?@A7&B9+:,450'!!
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＠ボン・ジョールノ

! 柏の葉キャンパス駅前のイタリ!
アンレストラン「ボン・ジョールノ」!
に本棚を設置させていただきまし!
た。!
>?@Aでは?-&+B-+!?+'+-5!K11)!
!L%MN! “だんらん”という一冊の本
を切り口としたサイエンスカフェを!
行っており、この本棚ではその中
で 扱 っ た 本 や 、 そ の 他 >?@A メ ン
バーのお勧めの科学に関する本
を展示しています。! 柏の葉にお
立ち寄りの際はぜひお手に取っ
てご覧ください。
（西山）!
!
!

!
!

＠十余二小学校

この企画は、高校生メンバーの発案
により、実現したものです。講座の構
成、ワークショップ作成から体験活動
の準備まで、全て高校生の手により
行いました。!
コンピュータがどのように動いている
のか、実際に分解することで、子ども
達が実感できるよう工夫しました。ま
た、二進数のお話をして、計算や描画
などの複雑な取り扱いが、電気の
HI7HJJのみの簡単な仕組みにより実
現されることを説明しました。!
子どもたちにとっても、高校生にとっ
ても、非常にエキサイティングな体験
になりました。
（仲田）!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!

＠さわやかちば県民プラザ

以前高校生C"D名を!
対象に行ったアンケー!
トでは「もっと大学院生!
と話したりする時間が!
欲しい」という要望が!
寄せられていたことか!
ら、今回高校生と大学!
生・院生が交流できる!
場を設けました。!
工作等を通じて心置きなく会話すること
ができたので、お互いにとって大変有意義
な時間となりました。
（越石）!
!
!
!

＠柏の葉小学校

金環日食直後に、ゲ!
ームやクイズで金環日!
食のしくみを説明しまし!
た。子どもたちからは、!
「楽しかった！また金環日食見たい！」と
いう声が多く寄せられました。
（大嶽）!

＠柏の葉キャンパス周辺

第"回“だんらん”は、初めて屋
外で開催しました。サイクリングを
しながら、地形に関するクイズや
解説をして、地形学の魅力を発信
しました。!
今回の狙いは、自分たちの生活
している大地が長い年月を経て
形づくられていることを肌で実感
していただくこと。柏の葉周辺に
お住いの小学生から"#歳以上の
方まで、様々な年代の方が参加
してくださいました。!
サイクリングの後の“だんらん”
では、屋内において柏の葉周辺
の大地の形成史、そしてそれを導
きだした過程をお話ししました。!
参加者の皆さんにもたくさん質
問していただき、和やかに交流す
ることができました。地層を連想さ
せるスイーツ、バームクーヘンも
用意し、五感を総動員して体験し
ていただきました。 !
（仲村）!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

＠さわやかちば県民プラザ

これは、大学院生による高校生
向け科学講座です。今回は&3?細
胞に関する講義と研究室紹介を
行ないました。質問も多数飛び交
い、盛り上がりました。 （大嶽）!
!
!
!
「クリスマスをE科学するE柏の
葉」と題し、科学に興味のない人
も気軽に参加し易いイベントを集
めた催しをFG月に開催します。!
ご協力いただける方はメールに
てご連絡ください。
（羽村）!
連絡先：)*+',*-&!./0%&',-10!

!"#$!""#$%%& &&'()*+,)+ ("-"*., '/#%
%0

2月〜10月
実績・予定

2月

星空キャンプ
授業練習会

6月〜11月

星の教室（計5回開催）

3月

第14回ジュニアセッション
第15回銀河学校

8月

足立区生涯学習センター出前授業

5月

授業練習会

6月

小田原高校出前授業

0

横浜緑ヶ丘高校出前授業
10月

松江北高校出前授業
サイエンスカフェin松江

銀河学校

出前授業

第15回目の銀河学校が木曽観測所にて開
催されました。今年も意欲の高い、好奇心に満
ち溢れた高校生が全国各地から集まり、3泊4
日にわたって、105cmシュミット望遠鏡を使った
観測、 データ解析・議論、発表を行いました。
27名の参加者は3班に分かれ、それぞれ散開
星団から探る天の川の星生成史、銀河に咲く
赤い光 䇲星が生み出される現場、宇宙の進化
を探れ〜銀河団の観測から探る宇宙膨張〜と
いう題目で実習を行いました。

神奈川県立小田原高校において、「理工系研
究の魅力」〜東京大学、東北大学、!"#"をはじ
めとする研究機関の今〜というタイトルで講演を
行いました。定期試験前の放課後でしたが、意
欲ある生徒達が集まってくれました。数学、天文
学、宇宙工学について講師がそれぞれ約$%分
の講演をし、その後約&'分のパネルディスカッシ
ョンがありました。最先端研究の魅力のみならず
、研究をするために必要な高校時代の勉強など
にも触れ、生徒達の進路選択にヒントを与えるこ
とができたと思います。(
((
(
(
(
(
(

出前授業練習会

星空キャンプ

(
2月18日〜19日と5月19日に出前授業練習会
小学生とその保護者を対象とした天文教室『親
を行いました。ベテラン講師による講演の仕方 子で学ぼう！冬の信州星空キャンプ』を開催しま
した。(
の講義に始まり、今後出前授業を控えている
学生・学院生が各自の授業を披露し互いに改
天体望遠鏡の説明と工作、星座早見盤の解説
善点を指摘しあう良い練習会となりました。ま
と工作、星空の観測会などが行われ小惑星イト
た5月の回では新たに加わったメンバーも参加 カワを実際の写真から探してもらうなどの講義も
し本法人の活動を知り今後の活動に積極的に 行いました。
本教室は!)*の補助のもと開催されました。さ
関わることが出来る良いきっかけとなりました。
らに新しい試みも加えながら、今後も継続してい
きたいと思っています。

活
動
報
告

Science Communication
of the University of Tsukuba

活動報告
2012年 4‒6月

4月
21

筑波大学キッズ・ユニバーシティ

「一日筑波大生になろう!」
科学技術週間の筑波 大学一般公開では、英国の
The Children's Universityの活動を参考にし
て，
「筑波 大学キッズ・ユニバーシティ『一日筑波
大 生 に な ろ う ! ! 』」を 実 施 す る こ と と な り 、
SCOUTは小学生向けの科学実験教室を担当しま
した。
「タネ鑑定」、
「タネであそぼう」、
「光であ
そぼう」、
「日食を見よう」の4つのブースを用意し
、30分間ずつ時間を区切り，各ブース定員6名で，
計8回の科学遊びをおこないました。予想以上に
多くの方に来ていただき、教室は常に満員の状態
でした。

4月
27

つくば市内児童館

「日食を見よう」
5月21日の金 環日食を楽しむために、日食につい
ての科学遊びラボを行いました。太陽、地球、月の
大きさとそれぞれの距離、なぜ日食が起きるかと
いうことを模型を使って説明したあと、日食メガネ
の制作を行いました。5月21日にはここで制作し
たメガネを使って金環日食を楽しんだ子も多かっ
たそうです。

6月
17

北茨城市精華小学校

「光であそぼう」
茨城県内で震災の被害がひどかった地域の一つで
ある北茨城市において、科学遊びラボを行いまし
た。色の三原色と光の三原色は違うことを実 験で
確認。赤い光、青い光、緑の光を合わせると白い光
になることを実感した後、今度は分光シートで白い
光がいろいろな光に分かれることを確認しました。
その後、分 光シートを使った光の万華鏡を制作し
ました。
「光を集めると白くなる」と頭でわかってい
ても、実際に見ると「おー」と思うようで、保護者の
方たちからも歓声が上がっていました。

ユニアス 日本地球惑星科学連合 2012 年度連合大会発表・
地球惑星科学バー Vol.6「フォースタルバー」開催報告
2012 年度連合大会

2012 年 5 月 21 日、日本地球惑星科学連合 2012 年度連合大会アウトリーチセッションにてポスター発表を行った。
連合大会で発表を行うのはユニアスとしては 2 回目、スタッフの千葉・山田にとってはユニアスのコンセプトの前
身となる内容の発表を行っているので 3 回目となる。今年度から口頭発表の時間帯の最後にポスター発表の内容を
3 分間で紹介する機会が与えられ、その甲斐もありポスター発表のコアタイムは非常に盛況であった。40 部用意し
たポスターの別刷りが無くなり、コアタイムの時間をフルに使って活発な議論が繰り広げられた。

フォースタルバー
概要

【日程】2012 年 6 月 24 日（日）13:00-15:00
【場所】アイリッシュパブ・クラン（東京・自由が丘）
【ゲスト】吉田英嗣さん（明治大学・専任講師）
【概要】山体崩壊を中心とした自然災害・防災に関するサイエンスカフェ
【参加者数】6 名
【宣伝方法】Twitter 等インターネット上での宣伝を中心に行った。参加者の予習の
意義も兼ねて、Twitter では 1 日 1 問形式で自然災害に関するクイズを出題した。

クイズ

Q.1：雪崩は発生頻度が高く、同じ場所でも 1 年間で複数回起こる？
Q.2：土石流は地すべりで動き出した土砂がゆっくり流れる現象である？
Q.3：地すべりは水とともに高速で土砂が流れる現象である？
Q.4：火砕流は噴火に伴いガスや火山灰が高速で斜面を流下する現象である？
Q.5：火山泥流は泥が流れるため、流下速度が遅く、走って逃げることができる？
Q.6：噴火や地震によって山体が崩壊し流れる大規模な現象を「岩屑雪崩（がんせつなだれ）」という？
Q.7：地質災害は、どこで起こりやすいのかを特定することが比較的簡単である？
Q.8：津波は海で起こる地震以外の原因でも起こることがある？
答：Q1◯Q2×Q3×Q4◯Q5×
Q.9：地質災害は地層と古文書を調べることで発生履歴を完全に解明できる？
Q6◯Q7◯Q8◯Q9×Q10◯
Q.10：災害が別の災害のリスクを高めたり、新たな災害の引き金となり得る？

議論のテーマ

Q.1 そもそも、大規模な山体崩壊などの地質災害を科学的に予測することで、被害を無くすことは可能だと思いますか？
Q.2 科学者によって将来的な土砂崩れ等の災害の危険が判明した時に、その情報は科学者個人に発信してもらいたいですか？
それとも、行政の方から発信してもらいたいですか？

参加者の意見

【Q2】

行政：
・誤報を流してしまった場合、科学者個人に責任をかぶせるの
可能：
は情報を出すことをためらわせ、大事な情報が出なくする恐れ
・火山では「山体膨張」のような前兆現象が観測できるまでに
があるため。
なっている。すべての山地に観測網を張るのは不可能だが、土
・両方から発信してもらいたい。
壌雨量指数などが高まっていたりリモートセンシングで地滑り
・いくつかの目を通して、確実性が高まってから発表するべき
の危険性のある地域を特定し、集中観測できるならば可能では
だと思う。また、いくら行政側の信頼度が下がっているからと
ないだろうか？
言っても、個人での発信で大勢の人間を動かすほどの権力や信
・完全に無くすことはできないと思いますが、予防に役立つ部
用度は一科学者にはまだ無い。
分は非常に大きいと思います。
科学者：
不可能：
・危険があるという判断は科学者が行ったこととなるため、詳
・自然に対して、科学は常に後手。科学だから。
細を知る科学者に説明して頂きたい。行政には危険に対する対
・タイミングと規模を “100％” 予測することは不可能であるし、応を発信してもらいたい。
たとえできたとしてもその予測に対して別の要因が重なってし
まってしまったら、人間が対応しきることは難しいと思う。
これらの意見をゲストに伝え、議論を行った。

【Q1】

アンケート結果

Q2

Q1

強く
そう
思う 1

そう
Q1 本日の地球惑星科学バーは面白
思う
かったですか？
3
Q2 Web でお申し込みの際に答えて
Q4
いただいた問題はいかがでしたか？
Q3 今回参加して、地質災害・防災に
ついての理解と興味が増したと思い しなか した
った
ますか？
2
2
Q4 本日は発言をしましたか？
Q5 参加者の方と話し合いましたか？

適切

4

3

Q5
しなか
った

1

した

3

Q3
どちら
でもな
い 1 そう
思う

Q6. 地球惑星科学バーについてご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。

・バーでサイエンスカフェということで、非常に面白い
試みだと思いました。
・席を円形にしてディスカッションがやりやすいようしてほしい。
・研究者の情報発信について改めて考えさせられました。
情報の信頼性という観点でまた議論したいです。

情報発信について、参加者とゲストに議論を通じて考えを
深めてもらえた。より議論しやすい環境作りを心がけたい。

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

BAP

Science Station

・主な活動者
・活動人数

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

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

院生
40名(うち運営15名)

・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10階1043号室

・キーワード

代表
金澤 慧

大学院生出張授業プロジェクト

団体情報

学部生・院生

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

伊與木 健太

所属：東京大学大学院

連絡先情報

工学系研究科

化学システム工学専攻 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14名・院生3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 、アウトリーチ活動
フリーペーパー

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

代表：松延徹人

所属：大阪大学基礎工学部

連絡先情報

URL：http://scienthrough.qee.jp/
E-mail：info@scienthrough.gee.jp

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2５名

記事や書籍の執筆 , 学部紹介パンフレット

代表

須原宜史

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D1

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
facebook : https://www.facebook.com/uttime
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

・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

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

団体情報

・活動人数

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

o
t
o
Ph
団体情報

SCOUT

・主な活動者

学部生、院生

・主な活動者

学類生、院生、教職員

・活動場所

名古屋大学

・活動場所

つくば市内

・活動人数

・キーワード

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

望月沙也可

所属：名古屋大学理学部物理学科

連絡先情報

URL: http://www.numap.org
Email：info@numap.org

・活動人数

・キーワード

右から約２０名、約２０名、２名
実験教室、科学コミュニケーション、
記事や書類の執筆、ウェブサイト

代表

Matt Wood, 尾嶋好美

所属：筑波大学生物学類

連絡先情報

URL：http://tsukubascience.com/
E-mail：scout@tsukubascience.com

団体情報

o
t
o
Ph
団体情報

Acafe

o
t
o
Ph
団体情報

・主な活動者

院生

・主な活動者

・活動場所

東京大学柏キャンパス

・活動場所

・活動人数

・キーワード

5名

・活動人数

・キーワード

講演会、twitter

代表

福永津嵩

所属：東京大学新領域創成科学研究科

連絡先情報

代表
情報生命科学専攻

URL：d.hatena.jp/Acafe/
E-mail：Kashiwa.Acafe@gmail.com

o
t
o
Ph
団体情報

M2

連絡先情報
URL：
E-mail：

o
t
o
Ph
団体情報

・主な活動者

・主な活動者

・活動場所

・活動場所

・活動人数

・キーワード

・活動人数

・キーワード

代表

代表

連絡先情報

連絡先情報

URL:
Email：

URL：
E-mail：

