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大学院生出張授業プロジェクト (BAP) 設立者 音野瑛俊さん 

「単なる活動報告だけでなく、どのような狙いを持って、どんな思いでやっているのかもっと知りたい！」 
 

そんな希望にお答えするための連載企画第3弾です。今回お話を伺ったのはBAP設立者の音野さん。四季報事務局のメンバーでもありますが、
そもそも四季報が始まるきっかけとなったのも、BAPの企画です。 

どのような思いがあって活動を始めたのか、どのような経験を経て今の活動に至っているのか、団体の設立者だからこそ語ることのできる言葉
があると思います。読者の皆様が、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。            

（四季報事務局） 

大学院生出張授業プロジェクト (BAP : Back to Alma-mater 

Project) は、母校で出張授業を行いたい大学院生を実現までサ

ポートすることを目的とした東京大学の学生団体です。多くの

学生団体はそのメンバーが発信活動の主体となる一方で、 

BAPは発信活動の「担い手」を増やすことを目指す点が、ユ

ニークだといえるのではと思います。 

 

日本にある高校の数は5000校を超えますが、大学院生の数は

25万人を超えます。この数字から、一部の大学院生が出張授業

を行うことで、日本全国の高校生が最先端の研究に触れる機会

を得る可能性を秘めていることがわかります。一方で、現在

BAPは年間10校程度の出張授業を実現していますが、研究の傍

ら学生団体としてサポートできる数としてはこのあたりがよい

数であることが分かってきました。そのため、同様の活動を行

う学生団体が他大学にも根付くための取り組みを、安藤康伸さ

ん (現在は東京大学助教) を中心として始め、今もBAPの重要

な活動の1つです。例えば、本年度からは出張授業の希望者を

東京大学以外からも募ることにしました。今後、この募集で集

まった他大学の大学院生が、自分の大学でBAPのような団体を

立ち上げていくことを期待しています。 

 

また、BAPを立ち上げた初期メンバーの多くは、すでに東京大

学を卒業して日本中、世界中に散らばって研究を進めています。

私は九州大学に助教として赴任しましたので、九州大学でも大

学院生による出張授業をまずは研究室の学生と始めました。近

い将来、BAPの卒業生のネットワークも生かし、大学院生と高 

校生の交流を、多くの大学に根付かせていけたらと思っていま

す。そして、1人でも多くの高校生が最先端の研究の魅力を感

じ、その後の将来の選択に生かしてもらえるとうれしいです。 

ではここから、BAPを立ち上げるまでから最初の1年について、

簡単にご紹介します。 

はじめに 

大学院生と高校生の交流を多くの大学に根付かせていけたら 

”  
“ 

BAPを立ち上げるまで 

大学院生は日々研究に取り組む多忙な生活を送っています。そ

のような中、自身が情熱を傾けている研究の魅力を誰かに話し

たい気持ちを持ちつつも、どのように実現してよいか分からず 

躊躇してしまうことが多いの

ではないでしょうか。私の場

合、出張授業をしてみたいと

思ったのは修士1年 (2006年) 

の頃ですが、出張先の学校を

探して交渉することに非常に

苦労しました。幸いなことに

高校教員をしていた父親から

滋賀県の高校を紹介してもら

うことができ、指導教員から

の発表内容のチェックや出張

旅費の補助によって実現に至

ることができました。若干の

不安と共に迎えた授業当日に、

自身の研究に多くの生徒が興 
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味を持ち、素人の授業ながらも食い入るように聞いてくれたこ

と嬉しさは今でも忘れることができません。そしてこの経験を

きっかけとして、機会に恵まれないために発信意欲が満たされ

ない大学院生に何かできることは無いか、と考え始めました。 

 

2007年、修士2年になり、1つ後輩の生出秀行さん  (現在は

CERN研究員)、同じ研究室のポスドクだった吉岡瑞樹さん (現

在は九州大学准教授)、近くの研究室の助教の神谷好郎さんと

頻繁に議論し、少しずつやりたいこと、そしてできることを明

確にしていきました。研究に関する発信活動といっても様々な

形態があります。すぐに思い浮かぶものだけでも、サイエンス

カフェの実施、書籍やメールマガジンの執筆、ブログやウェブ

ページの作成など。ここで私たちは、発信意欲に満ちあふれて

何でもできる大学院生ではなく、軽く後ろから背中を押さない

と尻込みしてしまう大学院生を想定しました。 

 

そうすると例えば母校への出張授業の場合、自身の後輩や恩師

がいて愛着もあり、実現に向けた精神的障壁は格段に下がるこ

とが期待できます。そして、高校生の場合、大学院での研究活

動を理解する上での基礎的な素養を身につけている可能性も高

くなり、生徒間の学習進度がある程度均一であることも相まっ

て、研究の魅力を伝える上での技術的な難しさは軽減されると

いえます。そのため、大学院生が初めて取り組むにあたり、出

身高校での出張授業が最も敷居が低いだろう、そして、そこで

１度、成功体験を得ることができれば、上で述べたような他の

発信活動に取り組む上でも大きな自信になるのではと考えまし

た。また、文理選択や大学受験を間近に控えた高校生にとって

は、同じ教室で授業を受けていた先輩の話ということで、自身

の将来像として意識することも容易となると思います。 

ノウハウの蓄積に努め、希望するBAP講師には運営にも
加わってもらうというサイクル 

”  
“ 

BAPの始まり 

2008年に入り、東京大学理学系研究科の大学院生からなる0to1 

(zero to one) の協力を得て、活動が広がっていくことになりま

す。まず、0to1のメンバーの出身高校の先生を顧問の横山広美

さん (東京大学准教授) と訪問し、大学院生が出張授業をすると

した場合にどういったことを望むかを聞き取り調査しました。

そして、好感触だった高校について、まずは首都圏の高校から

順に出張授業の実施を進めていきました。そのさなか、東京大

学の主催する学生企画コンテストへの参加が大きな転機となり

ます。提出した企画は、東京大学の全ての大学院生から希望者

を募り、全国に分布する彼らの出身高校での出張授業を実現す

ることです。この企画を練るにあたって、修士2年の頃に数人

で描いていた漠然としたイメージが多くの仲間と共に肉付けさ

れ、少しずつ具体化されていく過程は、今思ってもエキサイ

ティングな経験です。特に申請書を書くにあたり、私の1つ後

輩の宮武広直さん (現在はプリンストン大学で研究員/2010年

BAP代表) との作業は忘れることができません。その頑張りが

認められてか、一次審査、二次審査を経て無事優秀賞を獲得し、

単年度だけではありましたが、遠隔地への旅費をはじめとする

経費は東京大学から支出してもらえることになりました。そし

て団体に大学院生出張授業プロジェクト (BAP) と名付け、私

が代表となって活動がスタートしました。BAPとはBack to 

Alma-mater Projectの略で、ラテン語由来のAlma-materは母

校のことを指します。この名前は投票で決め、永村直佳さん 

(今は東北大学助教) の案が採用されました。実は永村さんには

ネコのキャラクターも作成してもらい、色々なところで大活躍

しています。 



◯筆者紹介 

 

【名前】音野瑛俊 (おとのひでとし) さん 

【所属】九州大学先端素粒子物理研究センター 助教 

 

1984年2月23日生まれ、専門は素粒子実

験。ジュネーブ郊外のCERN研究所に滞

在し、大型ハドロン衝突型加速器 

(LHC) に設置したATLAS検出器の運転

およびデータ解析に取り組む。2002年

に京都大学に入学し、勉学の傍ら水球に

取り組む。卒業研究はタンデム加速器を 

用いた弱い相互作用におけるパリティの

破れの測定。その後、2006年に東京大学大学院理学系研究科に

入学。修士課程は新型光センサーの基礎的研究を進め、博士課

程から中性子寿命測定実験を始めた。茨城県東海村の大強度陽

子加速器施設 (J-PARC) の中性子源を用い、博士号はガス検出

器の開発で取得する。 

 

2012年から大阪大学大学院理学研究科での特任研究員を経て、

2013年に九州大学先端素粒子物理研究センターに移り、現職に

至る。 

 

東京大学の在学時にBAPや四季報を立ち上げ、最先端の研究を

広く伝える活動にも深く取り組んでいる。 

最後に 

以上、簡単ですがBAP最初の1年とそれまでの経緯になります。

BAPの運営を通じて、研究室や研究科の垣根を超えてM1から

D3まで様々な大学院生とともに、議論を重ねながら少しずつ 

2009年に入り、20名近くのメンバーと出張授業に関する虎の

巻の執筆、ウェブページやwikiページの制作、ポスターの作成

を進めました。4月に説明会を実施し50人を超える大学院生が

集まりBAP講師として登録し、その1年で30人以上をサポート

しました。BAP講師の所属は文系から理系まで多岐にわたり、

出張先も北海道から九州まで広く分布し、当初の目標は果たす

ことができたといえます。実施に際しては出張授業の2週間前

を目処に練習会を行い、当日には補助員としてメンバーも同行

してBAP講師が授業に集中できる環境を整えました。そして授

業後には反省会を行ってノウハウの蓄積に努め、希望するBAP

講師には運営にも加わってもらうというサイクルを確立しまし

た。 

 

そして2010年を迎え、宮武さんに代表を交代し、活動は出張授

業に留まる事なく多岐にわたっていくことになります。この頃

から石川遼子さん (現在は国立天文台特任助教) を中心として始

まった大学 (院) 生のためのアカデミックカフェ「BAP cafe」

は月に1度のペースで順調に回を重ね、年末には40回に到達し

ま す 。 留学 生 を対 象 とした 「 BAP for International 

Students」は似内遼一さんを中心に始まり、これまでに2度、

留学生を母国の出身高校へ派遣しました。そして、私がまさに

寄稿している「四季報」も当初はBAPの企画です。四季報は学

問や研究の面白さを伝える活動をする学生団体を繋ぐ媒体とし

て考案し、現在では独立した事務局を設けて継続的な活動を

行っています。 

研究室や研究科の垣根を超えてM1からD3まで 

様々な大学院生とともに 

”  

“ 
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BAPを育ててきました。そして今では新しい世代のメンバーに

よって進展を続けており、BAPがサポートした出張授業はおよ

そ50校になりました。これからもさらなる発展に期待しつつ、

筆をおきたいと思います。 



0to1では新しい試みとして、分野横断型の研究発表
会“Science	  Front”を7月13日に開催しました。	  

今回の発表会のテーマは「生命科学」として、農学・薬

学・工学の3部局に所属する3人の東大大学院生を演者
としてお迎えし、下記のような演題で発表をしていただき
ました。	  

「精巣における幹細胞の維持のメカニズム」	  
（農学系 博士課程3年 ）	  
「中枢神経細胞の発火パターンの時空間的解析」	  
（薬学系 博士課程1年 ）	  
「タンパク質立体構造の幾何学モデル」	  
（工学系 博士課程1年）	  

当日は、東大内外の学生や社会人、さらに専攻も生命科
学から工学まで、様々なバックグラウンドの方々にご参

加いただきました。	  
学会のように発表と質疑応答を分けることなく、発表中の

自由な質疑応答をしていいようにしました。発表者と参加
者との議論は大いに盛り上がり、結果として発表時間を
少し延長したほどでした。	  

次回、第2回Science	  Frontは、今回の生命科学とは全く異

なったテーマで今年の11月頃に開催する予定です。どう
ぞご期待ください！	  

発表中の様子。	  
みなさん真剣に耳を傾けています…	

発表終了後の休憩時間中の一コマ。	  
発表者と参加者との熱いディスカッ
ションが続いています。	

“Science	   Front”という会の名称は、「科学の
現場/最前線（=Front)に立つ大学院生によ
る研究発表を聞くことで、参加者みんなで
『科学の現場』の臨場感を楽しもう」と、そん
な思いを込めてつけました。　	

広報に使用したポスター	

第1回Science	  Frontの開催報告	  

参加者アンケートの声（抜粋）	  
・工学部の人間なので、普段目

にしない基礎科学の話が聞けた
のが楽しかった。ディスカッション
のレベルまでいかない位で調度
良いレベルだった。	  
・1時間の長い講演時間がよかっ

た。イントロ及び質疑が長く、自
分の専門と異なる分野の話を面
白くきくことができた。 	  
・久しぶりにアカデミアの研究の
話がきけて良かった。今回のよう

な一般にも公開するようなセミ
ナーをまたしてほしい。 	



BAP Activity Report
私達BAPは出身高校で研究の魅力を伝えたい大学院生を支援しています！

新規メンバー募集
説明会

新規メンバーの声
     　　　　理学系研究科 内山瑞穂

     　　　　理学系研究科
 内山

瑞穂瑞穂

新新新新新規規規規規規規規規規規メメメメメメメメメメンンンババ

ー募集説明会

新新新新
             　

　　　理学系研究科 内山
瑞穂

4/20、24 の両日、BAP の新規メンバー募集説明会を行いました。

説明会では、BAP の理念や出張授業までの流れについての説明、出張

授業経験者による体験談の発表を行っています。全体説明の後は懇親

会を行い、説明会参加者の方々と直接お話する時間を作りました。

多くの方に BAP の活動に興味をもって頂けたようで、早速母校と連絡

をとってみるといった声も聞かれました。

今回の説明会には合計で 23 人と、期待よりも多くの方に参加して

頂きました。本郷キャンパスの理学系・工学系研究科の方だけでなく

考古学専攻や法科大学院の方、柏キャンパスの方など、様々な学生が

BAP に加入してくださり、多様性の幅が広がってきていることを実感

しています。これにより、さらに多くの分野の話を高校生に向けて

発信していくことができるようになると期待されます。

今回は例年のポスター以外にもチラシによる宣伝も行いました。

東工大や千葉工大など他大学へも説明会のチラシ配布なども今回

初めて行いました。ただし、当日他大学から来られた方はいません

でした。今後も、より様々な分野の学生や他大学の学生など、更に

多くの方に出張授業を行ってもらい、より多くの高校生に研究の

面白さを伝えていきたいと考えています。

私達BAPは出身高校で研究の魅力を伝えたい大学院生を支援して

います！

規メ

ンンンンンンンンンンンンンンバババババババババババババババババババ

ー募集説明会
規メ

ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババ

ー募集説明会
規メンバー募集説明

会

新新新規規メ

ンバーの声

新新新新新新

多くの方に BAP の活動に興味をもって頂けたようで、早速母校と

連絡

考古学専攻や法科大学院の方、柏キャンパスの方など、様々な学生

が

BAP に加入してくださり、多様性の幅が広がってきていることを

実感



 

 

 

 2013 年度五月祭 

 5月 18日（土） 、同 19日（金）に、東京大学の学園祭「五月祭」が東京大学本郷キャンパスにて行われまし

た。CAST はブース企画「サイエンスミュージアム＠本郷」と、サイエンスショー「サイエンスミュージアム on ス

テージ」の二企画を出展しました。 2日間合わせて6000人を超える多くの方々にご来場いただき、楽しく科学

に触れてもらうことができました。 

 屋内のブース企画「サイエンスミュージアム＠本郷」の今年のテーマは

「身近なモノ 水から考えよう」 「かしこく味わう！おいしい科学」 「壊して遊

ぼう！建築の科学」の 3 つ。他にもさまざまな実験の展示や、建築の科学

に関連した工作コーナーも人気でした。実験を楽しくわかりやすく見せるた

めのいろいろな工夫が、多くの方の目に留まったようです。 

 屋外サイエンスショー「サイエンスミュージアム on ステージ」では、屋内で

はできない派手な実験を、お客さんにも参加してもらいながらお見せしまし

た。 屋内のブース企画と併せてさまざまな科学を楽しんでいただけていれ

ば幸いです。 

 次回学園祭は 11 月下旬の「駒場祭」です。駒場祭でもさまざまな企画を

準備しております。ご来場お待ちしております！ 

 (写真=上、かしこく味わう！おいしい科学／下、サイエンスミュージアム on ステージ) 

 その他活動 

 恒例の小学校でのサイエンスショーや実験教室等、今季もさまざまなイベントに参加・開催しました。詳しく

はCASTホームページ(http://ut-cast.net/)「これまでにしたこと」をご覧ください。メールマガジン「CAST@NET」

でもイベントの報告やお知らせを科学の小話と併せてお送りしております。是非ご登録ください！ 



星の教室 サイエンスリンク

U R L : h t t p : / / w w w . s c i e n c e s t a t i o n . j p /NPO法人

2013年4月
～2013年11
月

実績・予定

5月
SS新歓合宿

8月

サイエンスリンク

足立区ギャラクシティ出前授業 神奈川県立横浜緑ヶ丘高校出前授業

6月 星の教室 星の教室

8月 足立区ギャラクシティ出前授業 11月
島根県立松江北高校出前授業

サイエンスカフェin松江

東京大学木曽観測所で、長野県諏訪清陵高校
のSSHクラスの2年生28名を対象に１泊２日の日
程で星の教室を開催しました。
星の教室では銀河の距離と後退速度を用いて、
エドウィン＝ハッブルが行ったように宇宙の年齢を
求める実習を行います。
紙に印刷した天体写真を用いて、天体望遠鏡の
素子視角と印刷した銀河の大きさの比から銀河
の視角を測定し、地球から銀河までの距離を概算
しました。その後、用意されたデータベースにある
銀河の後退速度を用いて距離‐後退速度図を描
き、宇宙の年齢について考察しました。

Science Stationでは8月17〜18日に開催される
サイエンスリンクに参加させていただくことになり
ました。今回が初参加となります。

Science Stationの出し物は、「携帯電話」です。
ブーズ内には、携帯電話の内部構造や歴史につ
いての紹介のほか、分解した携帯電話のほか、
携帯電話に関するのクイズを用意しています。
体験コーナーでは簡単な回路を用いて声を電波
にのせて会話が体験できます。また、この回路か
ら発せられる電波を身近にある様々なもので遮り、
電波を通すもの、通さないもを調べる実験ができ
ます。

本年度Science Stationに入会したメンバーととも
に顔合わせを行い、２０１３年度のScience Station
の活動がスタートしました。

Science Stationメンバーは全国各地に点在して
いるため、普段はなかなか合う機会がとれません
。この日は全国各地からScience Stationメンバー
が一同に揃い、出前授業の練習やミーティングを
行い、今年度の活動に向けての志気を高めました
。

足立区ギャラクシティにて、プラネタリウムを用
いた出前授業を行いました。プラネタリウムを用い
ての出前授業はSSでは初の試みです。 「天文衛
星が挑むブラックホール探し ～ブラックホールを
いつ「見るか」！？～」というタイトルでブラック
ホールに関する講演を行いました。
プラネタリウムを用いた講演は、通常のスクリー
ンよりも映像に迫力が出るため、多くのお客様に
楽しんでいただける講演ができました。

SS新歓合宿 足立区ギャラクシティ出前授業

http://www.sciencestation.jp/main.html
http://www.sciencestation.jp/main.html


5月18日（土） 
ひげ博士の環境科学教室～溶ける？解ける？とける？～ 

文京区内の小学生を対象に実験教室を行いました。 

@お茶の水女子大学 

☆リモネンはんこをつくろう！ 

☆リモネンでふうせんが…！？ 

☆水性ペンでクロマトグラフィー 

6月1日（土）、2日（日） 
NHKエコパーク   @NHK 

ブースをいただき、下記のワークショップを行いました。 

☆リモネンはんこをつくろう！ 

☆紫外線ビーズでブレスレットを作ろう！ 

幼稚園～小学校高学年までの子供たちが来てくれました。 

リモネンで発砲スチロールが溶けていく様子、紫外線ビーズの
色がすぐに変わる様子に驚きと不思議さ、科学の面白さを感じ
てもらうことができました。 

6月15日（土） 
ひげ博士の環境科学教室 ～わける！！～ ＠お茶の水女子大学 

文京区内の小学生を対象に実験教室を行いました。どの実験も、
身近なものでビックリ！が体験できる内容で、子供にも保護者の
方にも喜んでいただけました。家に帰ってやってみます、という
声も多く聞かれました。 

☆牛乳からチーズができる！？ 

☆分光器で光をわける！ 

☆10円玉ピカピカ大作戦！ 

たくさんの方に出会えました！ 

今度も楽しく活動していきます！ 



■連絡先情報 
   URL: 
https://sites.google.com/site/0to1sciencecommunication/ 

   E-mail： yoshimi@eps.s.u-tokyo.ac.jp 
   Twitter： @0to1 

団体情報 

東大理学系 
 ・分野間交流グループ 

0to1 

■団体情報 
・主な活動者 理系、文系大学院生（学部生も若干名） 

・活動人数  コアメンバー約10名(ML登録70名) 

・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 齊藤 真理恵 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科生物科学専攻） 

BAP 

■団体情報 
・主な活動者     大学院生 

・活動人数     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 

・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、学術普及 
 

・代表 篠木 新吾 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 D2） 

■連絡先情報 
   URL: http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/ 
   E-mail： http://sc.sp.s.u-tokyo.ac.jp/~scadm/mailform/ 

   Twitter： @BAPtweet 

東京大学サイエンスコミュ
ニケーションサークル 

CAST 

■団体情報 
・主な活動者   東京大学学部生（院生若干名） 

・活動人数    約80名 (2013.5現在) 

・活動場所     主に関東地域 

・キーワード 実験教室、サイエンスショー、科学イベント 
 科学コミュニケーション、記事や書籍の執筆 
 

・代表 岡田 将典 

   （所属；東京大学 工学部物理工学科 B3） 

■連絡先情報 
   URL: http://ut-cast.net/ 
   E-mail： info@ut-cast.net 
   Twitter： @ut_cast 

NPO法人 

ScienceStation 

■団体情報 
・主な活動者     大学学部生、院生 

・活動人数 学部生30名、院生20名(実質活動者は半分) 

・ミーティング場所 東京大学天文学教育センター 

・キーワード   出張授業 

 

・代表 髙橋 安大 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 D3） 

■連絡先情報 
   URL: http://www.sciencestation.jp/ 
   E-mail： ssadmin@sciencestation.jp 

大学院生出張授業プロジェ
クト 



■連絡先情報 
   URL: http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/ 
   E-mail： ksel.sci@gmail.com 

団体情報 

柏の葉サイエンスエデュ
ケーションラボ 

KSEL 

■団体情報 
・主な活動者 大学院生（院生若干名） 

・活動人数  13名 

・活動場所 柏の葉キャンパス駅周辺 

・キーワード  アウトリーチ、実験教室         

  サイエンスカフェ、地域振興 
 

・代表 徳田 悟 

  （所属；東京大学大学院 新領域創成科学研究科） 

■団体情報 
・主な活動者     大学院生 

・活動人数     6名 

・ミーティング場所  特になし（メール主体） 

・キーワード   アウトリーチ、サイエンスカフェ     
     
 

・代表     中島 真也 

 （所属；京都大学大学院 理学系研究科物理学・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 
    

Sciencethrough 

■団体情報 
・主な活動者     大学学部生 

・活動人数     12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 
 フリーペーパー 
 

・代表 西田 圭吾 

   （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.qee.jp 

■団体情報 
・主な活動者 東京大学工学部生、院生 

・活動人数   約25名 

・ミーティング場所 東京大学工学部列品館調査室 

・キーワード 記事や書籍の紹介、学部紹介パンフレット 

 

・代表   本山 央人 

  （所属；東京大学大学院 工学系研究科精密工学専攻 M1） 

■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/ttime/ 
  Twitter： @UTtime 

休載 
（情報更新休止） 

Kyoto⇄ 

   ScienceCodex 

東京大学工学部広報室 
学生アシスタント 

Ttime! 

休載 
（情報更新休止） 



■連絡先情報 
   URL: http://www.numap.org/ 
   E-mail： info@numap.org 

団体情報 

NUMAP 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生、院生 

・活動人数  学部生4名、院生4名 

・活動場所 名古屋大学 

・キーワード  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 川本 恭平 

  （所属；名古屋大学 環境学研究科都市科学専攻） 

■団体情報 
・主な活動者   筑波大学学類生、院生、教職員 

・活動人数   約20名、約20名、2名 (右から) 

・活動場所     つくば市内 

・キーワード   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     
     
 

・顧問    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 
    

Universal Earth 

■団体情報 
・主な活動者    大学学部生、院生、その他 

・活動人数    5名 

・活動場所  東京・自由が丘の「アイリッシュパブ・クラン」 

・キーワード 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  山田 健太郎 

 （所属；東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻） 

■連絡先情報 
   URL: http://universalearthsc.blogspot.com/ 
   E-mail： yamada@ea.c.u-tokyo.ac.jp 
   Teitter： @Univaersal_Earth 

■団体情報 
・主な活動者 学部生、院生 

・活動人数   約20名 

・活動場所 千葉大学を中心とした地域 

・キーワード サイエンスカフェ、SNS、Twitter 

 

・代表 佐川 将平 

   （所属；千葉大学 園芸学部 B4） 

■連絡先情報 
  URL: http://chibaucafe.blog.fc2.com/ 
  E-mail： chiba.u.cafe@gmail.com 
  Twitter： @chiba_u_cafe 

千葉大学 
サイエンスカフェプロジェクト 

SCOUT 

（ユニアス） 

Image 

Image 



■連絡先情報 
   URL: http://d.hatena.jp/Acafe/ 
   E-mail： Kashiwa.Acafe@gmail.com 
   Twitter： @Acafe_info 

団体情報 

Acafe 

■団体情報 
・主な活動者 大学院生 

・活動人数  5名 

・活動場所 東京大学柏キャンパス 

・キーワード  講演会、サイエンスカフェ、理系交流        

   

・代表 福永 津嵩 

    （所属；東京大学 新領域創成科学研究科情報生命科学専攻） 

■団体情報 
・主な活動者   お茶の水女子大学理学部化学科生 

・活動人数   約10名 

・活動場所     文京区内各種施設 

・キーワード   実験教室     
     
 

・代表    岸 かおり 

  （所属；お茶の水女子大学 理学部化学科） 

■連絡先情報 
 URL(IE): http://www.geocities.jp/jacalin/env/ 
 E-mail： mori.yoshihito@ocha.ac.jp  (顧問森義仁） 

    

■団体情報 
・主な活動者   東海大学学部生、院生 

・活動人数   56名、1名 

・活動場所    近隣の科学館や東海大学内 

・キーワード 実験教室、講演会、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  平田 将大 

 （所属；東海大学 教養学部 人間環境学科 B3） 

■連絡先情報 
   URL: http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/science/ 
   E-mail： sc.tokai@gmail.com 
   Twitter： @sc_tokai 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生 

・活動人数   約100名 

・活動場所 近隣の小学校、公民館 

・キーワード 実験教室、科学イベント、 
 科学コミュニケーション 

 

・代表 東海林 敦士 

   （所属；東京工業大学 理学部化学科 B3） 

■連絡先情報 
  URL: http://www.t-scitech.net/ 
  E-mail： rhino@t-scitech.net 
  Twitter： @tscitech 

東工大 

Scinece Techno 

環境科学倶楽部 
お茶の水女子大学 

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 

(2013.5現在) 

Image 

Image 



■連絡先情報 
   URL: http://sc-link.net/ 
   E-mail： info@sc-link.net 
   Twitter： @ScienceLink 

団体情報 

サイエンスリンク 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生 

・活動人数  約10名 

・活動場所 科学館、イベントスペース 

・キーワード  科学イベント、実験教室、 
  科学コミュニケーション、理系交流  
   

・代表 米里 健太郎 

    （所属；東京大学 教養学部前期課程理科一類 ） 

■団体情報 
・主な活動者   大学学部生、院生 

・活動人数   約10名 

・活動場所     日本 

・キーワード   科学コミュニケーション、理系交流    
     
 

・担当  小幡 哲士     

  （所属；東京大学 理学部物理学科） 

■連絡先情報 
 URL:  https://www.sciencecommunication.jp/students/ 

 E-mail:  students@sciencecommunication.jp 
  Twitter: @jascStudents 

■団体情報 
 

■団体情報 

JASC Students 

一般社団法人日本サイエンス
コミュニケーション協会 
   若手の会 

（事務局） 


