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
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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
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本冊子に関するお問い合わせ
四季報事務局〈students-copa@googlegroups.com〉

開催報告
文 ＝ 小幡 哲士氏

（サイエンスリンク事務局 2012 代表）

主催団体；東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CAST / 東工大 Science Techno / 埼玉工業大学 集まれ！科学実験教室プロジェクト
協力団体；筑波大学 SCOUT / 東海大学チャレンジセンター サイエンスコミュニケーター
出展団体；お茶の水女子大学 環境科学倶楽部 / 東海大学 Supporting Science Experiment / 立教大学 立教理科工房 / Live in SPACE Project
共催；株式会社リバネス
協賛；株式会社アネスタ / 株式会社 Z 会 / 千葉西部読売会 / 株式会社マイナビ
後援；一般社団法人日本サイエンスコミュニケーション協会
資金協力；東工大基金「日本再生：科学と技術で未来を創造するプロジェクト」

今年の夏、2012 年 8 月 16 日にお台場の日本科学未来館 7 階で

そして 2011 年秋、主催 3 団体の中心メンバーに声をかけたと

体験型科学イベント「サイエンスリンク―キミとカガクをつなぐ夏

ころ、どの団体メンバーもイベント立ち上げに積極的で、数回の

―」を開催しました。科学を伝えたのは、大学生主体でふだんから

会議を経た後 2012 年初めに動き出しました。その後、主催団体

科学を伝えている 9 つの団体。小学生を中心とする約 2000 人の

のメンバーを中心に運営メンバーを約 30 名集めました。筑波大学

来場者が、150 人超の大学生と一緒に科学で楽しみ、科学を身近

SCOUT には事務局設立時から、東海大学チャレンジセンターサイ

に感じられるイベントとなりました。

エンスコミュニケーターには 6 月からメンバーに事務局に参加し
てもらい、運営協力を行いました。

■ 企画のきっかけ

イベントの科学体験の出展には、それまで交流がなかった団体

2001 年 の 日 本 科 学 未 来 館 の オ ー プ ン の 後、 東 工 大

も多い中 15 程度の団体に声をかけ、その中で主催・運営協力団体

ScienceTechno が結成されました。そして 2009 年頃から、東京大

(SCOUT を除く )4 つ以外に 5 つの団体が集まり、当日は 150 人超

学サイエンスコミュニケーションサークル CAST、埼玉工業大学集

の大学生が子供たちに科学を伝えました。それぞれがふだんから最

まれ！科学実験教室プロジェクト、筑波大学 SCOUT などのような

も良いと思う形で科学を伝えており、その伝え方をつなぎ合わせ来

大学生主体で科学を伝える団体が多く設立されるようになりまし

場者に楽しんでもらいながら、ぶつけ合わせて競演させました。

た。団体メンバーが個人的に他団体のイベントを見学する程度の交
流はあったものの、大学の枠を越えた大学生団体が協力して科学イ
ベントを主催し、科学を伝えるというイベントはまだありませんで

■ 準備中印象に残ったこと・困難だったこと

した。そこで、イベント運営を通して、科学を伝える大学生・院生

準備中印象に残ったのは、団体の運営方法やイベントの組立て方

をつなぎあわせて、皆で科学を伝える活動を盛り上げていきたいと

が本当に団体によって様々だったということです。学生による自主

思い、2011 年秋にサイエンスリンク事務局を設立することを考え

的なサークルであったり、大学教職員と学生グループからなる組織

ました。

であったり、大学から資金援助を受けて活動している団体であった
りと団体の所属が様々で、運営方法や活動資金の集め方、予算の枠

“ 皆で科学を伝える活動を盛り上げていきたい ”

サイエンスリンク開催報告

“

小幡哲士さん

自分達のサークルだけでは手の届かないところまで科学が伝
わっていくことを感じた。

組みは団体それぞれで大きく異なっていました。そのため、団体に

いか」と考えました。大学生の科学を伝える活動を盛り上げたいと

よっては活動に制約がかかったりしてしまい、複数の団体を巻き込

いうコンセプトだけでなく、親しみの中で科学と僕達大学生と子供

んでイベントを開催する上での難しさを感じました。しかし、逆に

達自身の科学のつながりを感じてもらいたいというコンセプトのも

各団体の持っている特有のつながりや、それぞれの運営方法の良い

とイベントを立ち上げたため、それが達成されたことを感じ、とて

ところをつなぎ合わせることによって、無事イベントをつくり上げ

も嬉しく思いました。

”

ることができました。
詳しい当日の様子や参加者の声などはホームページに掲載してい
また、科学の伝え方も団体によって異なっていました。実験パ

る報告書にも記載しておりますので、ご参照ください。

フォーマンスで魅了して科学を伝える、工作の中で科学に触れ合っ
てもらう、話し合いの中で科学に親しんでもらうなど科学の伝え方
は、本当にさまざまです。イベントでは、ステージショー、実験体

■ 振り返って得た気づき

験や工作のワークショップ、実験を演示・説明するブース、いつで

僕はふだんから東京大学サイエンスコミュニケーションサーク

も気軽にさわれる展示実験の約 30 の企画が出展され、それぞれが

ル CAST のメンバーとして子供たちに科学を伝えています。できる

ふだんから最もいいと思う科学の伝え方をつなぎあわせて、お客さ

だけ多くの子供達に科学の楽しさを伝えようと日々活動しています

んに科学を伝えました。

が、一つの大学のサークルでは科学を伝えられる子供達の数にも範
囲にも限りがあります。

■ 当日の様子・参加者からの声

たくさんの学生団体が

イベント当日は、お客さんから「最も科学を身近に感じられた企

集まるこのイベントを実

画」という人気企画投票を行いました。それぞれの団体が特有の科

施して、多くの子供たち

学の伝え方をぶつけ合い、より良い科学の伝え方について考える、

に科学の楽しさを知って

そんな機会になったと思います。

もらうことができ、僕達
のサークルだけでは手の
届かないところまで科学
が伝わっていくこと感じ
ました。今後もいろいろ
な団体を巻き込み、全国
的なムーブメントにして
いきたいと思います。
あと、もうひとつ感じたのは、子供達だけでなく大学生みんなが
楽しそうに科学を伝えていることです。伝え方は違っても、「自分
の面白いと思った科学を伝えたい」という思いはみんな一緒なのだ
と思い、この輪が拡がっていくことを確信しました。

また、小学生保護者の来場者のアンケートから「教えてくださる
先生が学生さん達だから、目線が子供の目線のため、子供たちがと
てもリラックスして実験を見ている所が何ともいいですね。雰囲気
がとても柔くて、優しくて。楽しく過ごさせてもらいました。」と
のご意見を複数いただきました。

■ 読者へのメッセージ
サイエンスリンクは、主催 3 団体を中心とする 5 人のメンバー
から始まり、2012 年は約 30 人の運営メンバー、出展側も含める
と 150 人超の大学生を巻き込んで開催されました。

事務局設立時から、自分たち大学生が科学を伝えることに子供達

来年 2013 年は、同時期 2 日間 (8 月 17、18 日予定 ) で開催し、

にとって何か特別なことはあるのかと考え、メンバーと議論を重ね

約 20 団体を巻き込んで実施する予定です。この大学生・院生が科

ていました。その中で僕は、「自分たちは科学を好きで、大学で学

学を伝える活動のつながりの拡大に率先して協力してくれる大学

んでいる。大人に比べて年齢も近いことから、子供達と近い目線か

生・院生の仲間、事務局メンバーを募集しています。また、この拡

ら科学を伝え、科学で一緒に楽しんでもらうことができるのではな

がりに加わり、出展などでも協力してくださる大学生団体を募集し

サイエンスリンク開催報告

小幡哲士さん

ています。（2013 年は主催団体をサイエンスリンク事務局として、
出展大学生団体を協力団体として進めていく予定です。）ご連絡お
待ちしております。
また、2013 年開催に向けたサイエンスコミュニケーション活動
を行う学生の交流会を 2012 年 12 月 14 日 ( 金 ) 夜に渋谷で開催
します。サイエンスコミュニケーション活動を行っている大学生団
体を中心にお声かけさせて頂いておりますが、ご興味をお持ちの方
は是非下記連絡先にご連絡ください。
info@sc-link.net / ( サイエンスリンク事務局 )

○ 筆者紹介

【名前】
小幡 哲士
【所属】
東京大学 理学部 物理学科 3 年
【役職】
サイエンスリンク事務局

2012 代表

東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CAST
【連絡先等】
サイエンスリンク事務局 info@sc-link.net /
公式ホームページ http://sc-link.net

渉外担当

サイエンスリンク 〜キミとカガクをつなぐ夏〜
8/16にお台場の日本科学未来館で開催された
イベント、「サイエンスリンク〜キミとカガクをつ
なぐ夏」にCASTが主催・出展しました！
光の反射や屈折について扱ったブースと、
ドロドロしたものの科学であるレオロジーのブー
スの２ブースに加え、巨大空気砲など空気につ
いて扱ったショーと音の仕組みに関するショー、
合わせて４つの企画を出展しました。

他のSC団体と合同で出展するというとても新鮮
な環境の中、周りの団体から良い影響を受け、
今まで以上に良い企画になったのではないか
なと自負しています。
他の団体の活動を初めて見るメンバーも多く、
メンバーにとっても勉強になり、実りの多い一日
になったと思います。

東大CASTが本を出しました！
東大CASTがなんと、実験本を出版しました！
その名も、「東大生がおしえてくれた アタマがよくなる科学おも
ちゃ＆手品」です！
私達がいままでよく披露していた十八番の実験から、今回の出
版に合わせて新たに開発した新実験まで全部合わせて100個
もの実験がキレイなイラスト付きで掲載されています。
宝島社から出版され、ただいま全国書店で絶賛発売中ですので、
科学本コーナーで見かけた際には、ぜひともお手にとってご覧ください！

東大CASTではこの他にも様々なイベントを行なっています。
イベント情報など詳しくは、団体ホームページhttp://www.ut-cast.net/をご覧ください。

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ"#$%&'!
平成２４年度 第２四半期短信
!!執筆：大嶽晴佳、紺野忠久、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'!!

!
!
!
!
＠柏の葉キャンパス駅前
!
!
! 科学を身近に！という趣旨のもと、他団
! 体主催の地域に根差したイベントに参加
! しました。!
! まず、柏の葉地域で定期的に開催され
! ている柏の葉マルシェコロールで、C回
! ワークショップを実施。!
! マルシェコロールは地域住民の方が多
! 数参加されるイベントであり、地域に根差
! した活動を目指す私たちにとって、非常
に重要な意味があります。!
!
! "回目はD7"Eの野菜を使った浮き沈み
! の実験。!
! C回目はF7Eにまるでビールに見えるゼ
! リーを作成。夏祭りとも 重なって 、ビア
! ガーデンについてきたお子さんにも大好
! 評でした。!
! さらに、D7CGには他団体主催のキャンド
! ル作成ワークショップにも参加し、イベン
! トに科学の色を付けました。!
!!
! これらの活動をもとに、今度の()*+に
! 柏の葉でクリスマスサイエンスフェスティ
! バルを開催します。乞うご期待！（仲村）!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

7/14 野菜の浮き沈み

8/4 ビールゼリー

＠コレクティブハウス
日頃お世話になっている方々にお集まりいた
だいて交流会を開催し、科学トークや音楽演奏
でおもてなししました。!
参加者の顔ぶれは、プロ音楽家、セグウェイク
ラブの代表・副代表、近隣高校教諭、コミュニ
ティカフェの運営者、市役所職員、3HI役員、
JI?Hの皆さん等、バラエティに富んでいます。!
地域のハブとしての役割は、地域交流促進を
目標に掲げる>?@Aならではの特徴です。（羽村）!

＠流山市立
博物館
大学院生の指導を受けた高校生が講師
!を担当し、流山市立博物館にて小学生を
!対象とした講座「水中シャボン玉をつくっ
!てみよう！」を行いました。!
!午前、午後で計K"名（保護者含む）の方
にご参加いただき、どうしたら水中シャボ
ン玉ができるのか試行錯誤をしながら実
験を行い、界面活性剤や表面張力との関
係を考察しました。
（西山）!

!
!
!
!
!
! 夢を叶える道具『科学』
!
!〜地球外生命探しを例に〜
!
!
!
!
!
!
!
!
!
＠コレクティブハウス
!
「日本人のための科学論」（毛利
衛）を取り上げて"#名で語り合いま
した。!
初の対談形式が功を奏したのか、
これまででも最も活発に参加者と主
催者がコミュニケーションをとること
ができました。!
参加者からも科学教育や科学の
役割について、体験談を交えた活発
な質問や意見が挙がり、有意義な
交流会となりました。
（紺野）!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ヒコーキ博士になろう！

＠UDCK

初の親子向けだんらんで、C#組以
上の方々に参加していただきました。!
まがる紙飛行機を試行錯誤しなが
ら作ったり、飛行機クイズに取り組ん
だりする中で、多くのこどもたちの笑
顔を見ることができました。 （大嶽）!
!
※ほか、毎週火曜日の朝活（F月〜"#
!
月）、科学コミュニケーション研究会で
の発表等活動の幅を広げています。
!
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1月前半0

足立区生涯学習センター出前授業0

1月後半0

星の教室（実施回数2回）0
横浜緑ヶ丘高校出前授業0

3月後半0

銀河学校45周年同窓会＆66総会0
星の教室0

銀河学校15周年同窓会＆SS総会

星の教室

今年で銀河学校は15回目を迎えました。そこ
で銀河学校15周年を記念して、これまでの銀
河学校参加者を対象に2日間にわたり同窓会
を行いました。また同時に銀河学校卒業生が
多く所属しているサイエンスステーション（以後
SS）の総会も開催しました。同窓会には約50名
の卒業生と銀河学校開催に携わったスタッフ
が集まり、1日目にはSSの活動内容や組織に
ついての説明や大学生協で夕食パーティーを
開きました。2日目の工作大会では、チームご
と新聞紙で橋を作り強度を競い合いました。卒
業年度関係なくたくさんの人と宇宙の話や銀河
学校の話をして大いに盛り上がりました。

8月21〜22日、8月31日〜9月1日、9月29〜
30日に東京大学天文学教育研究センター木曽
観測所と共同で長野県下の高校生を対象とし
た「星の教室」を実施しました。難しい事柄を自
分の力で真剣に考える姿勢を学べたのではな
いかと思います。生徒に書いてもらった感想の
中には、「宇宙の年齢を求めると聞いて初めは
無理だと思ったけど、簡単な考察を通して求め
ることができて驚いた。」という意見がありまし
た。難しく考えすぎず、素直に課題に取り組む
ことも重要なのでしょう。あらゆる課題に真摯に
取り組み、人とのコミュニケーションを大切にし
てもらえることを期待しています。

出前授業

足立区生涯学習センターにおいて「わくわくサ
イエンス䇲星空の向こう側の宇宙を調べてみよう
」というタイトル、神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学
校において「太陽系外に惑星を探せ！」というタ
イトルで出前授業を行いました。
足立区生涯学習センターでは、夏休み中でし
たが児童とその保護者、地域の方に参加してい
ただきました。今回の授業は小学生が対象でし
たが、大人の方にも十分楽しんでいただけたよ
うでした。また授業終了後に質問をする児童も
いて、宇宙に興味を持ってもらえたようでした。

0

ユニアス 地球惑星科学バーVol.7
「地層処分バー」 開催報告
【開催日時】 2012年9月30日(日)13:00-15:00
【場所】
アイリッシュパブ・クラン(clann)
(東急東横線自由が丘駅から徒歩15秒)

【ゲスト】 大坪誠さん(産業技術総合研究所研究員)
【ファシリテーター】山田健太郎

(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ)

【対象】
【料金】

大学生・専門学校生以上(参加者8名)
1500円(2ドリンク込み)

概要 放射性廃棄物の処理問題は非常に繊細な側面を抱え、議論の尽きない問題である。今回の
地球惑星科学バーでは、放射性廃棄物の処分候補地の地質調査経験のある大坪誠氏に、地
質学の観点からこの問題をどのように捉えたら良いのかを語ってもらった。放射性廃棄物
の地層処分に関する知識が深まっただけでなく、地質時間で安全性を検討することの難し
さについても議論を通じて参加者全員で理解を深めることが出来た。

イベントの流れ

参加者には申し込み時に議論のテーマについての回答をしてもらった。また地層処分に関するトリビア
を作成し、宣伝と予習を兼ねて一日一問ツイッターで出題した。
イベント当日は8人が参加し、大坪氏が1時間程度レクチャーした後、参加者を交えて議論を1時間行っ
た。また、イベント終了後も一部の参加者とスタッフ、大坪氏が残り、2時間程語り合ってさらに理解
を深めた。
【トリビア】
【議論テーマ】
Q1. 地層を調べることで、これまで起こってきた地殻変動による地層の変形
問1 放射性廃棄物の処分場の
度合いや、変形が起こった時代を知ることができる？
候補地は自宅の何キロ近くまで許せますか？
Q2. 地殻変動はプレートの運動、活断層の運動、火山活動などによって起こ
その際に、どのような情報が必要かも合わせ
るが、海水の重みによっても起こることがある？
てお答えください。
Q3. 放射性廃棄物の処分方法は、地層処分以外にもある？
A.2km B.20km C.200km D.許容できない
Q4. 地層処分は、永久に定期的に管理をする必要がある？
問2 地層処分した場所が、その後の調査で
Q5. 地層処分にかかる期間はおよそ100年以内である？
Q6. 地層処分の候補地は、地下深くの地下水の影響が少ない場所が選ばれる？ 実は安全ではないことが分かったとしたら、
Q7. 大地震の発生間隔は数十年以上と長く滅多に起こらないため、地層処分の 最初に調査した地質学者はどれくらい責任を
負うべきだと思いますか？
際には考慮する必要はない？
Q8. 地下の調査は現在では衛星による観測が主流である？
Q9. 地質調査によって過去の様々な変動が解明されても、将来の予測は難しい？
Q10. 地層処分に最適な地層中に、放射性廃棄物を置ければ、それだけで安全で
あると言える？
(答え A1.◯

A2.◯

A3.◯

A4.× A5.×

A6.◯

A7.×

A8.×

A9.◯

アンケート結果
質問1 本日の地球惑星科学バーは面白かったですか？
質問2 Webでお申込の際にお答えいただいた問題はい
かがでしたか？
質問3 今回参加して地層処分についての理解と興味が
増したと思いますか？
質問4 今日発言・質問をしましたか？
質問5 参加者の方と話し合いましたか？

A10.×)

質問2

質問1

未回答 難しい
2
2

そう思う 強く思う
5
3

興味喚起・理解促進はできた。しかし参加者
から意見をひきだすことはあまりできていな
かったので今後改善したい。

質問4
しなかった した
4
4

適切
4

質問3
強く思う
2
そう思う
6

質問5
未回答
1 した
2
したかったが
2
機会がなかった
しなかった
3

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：

