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文責：羽村 太雅 (KSEL代表)

この度はこのような場をいただき、ありがとうございます。
KSELにとって四季報掲載の最後のタイミングにせっかく機会をいただいたので、活動における我々の想いと、そ
れを如何に活動の形にしてきたか、そしてその成果をまとめたいと思います。今後、同様の活動をする方々の参
考になれば幸いです。

KSELは、「科学コミュニケーションを通じた地域活性化」を目標とした団体です。では、我々が考
える地域活性化とは：柏の葉に住む、働く、学ぶ全ての人が気軽に語り合える場、環境を作り、交
流を促進すること。大学院生らの(一方的な)「発信」だけでなく、地域に密着した「交流」を重視
するのがこだわりです。そこに、大規模な講演会や大学主催の科学講座、カルチャーセンターや小
中高校の授業と違い、教育も研究もプロではなく、でも市民にとって視線が近くて接しやすい大学院
生が行なう価値があると思っています。サイエンスカフェ形式のイベントでは、お客さんとメンバーがその日の
テーマについて気ままに語り合う”だんらん”の時間を1時間設ける他、その日に紹介した本をカフェに設置します。
また、地元で活動されている方々やお客さん、日頃お世話になっている方々をお招きした交流会も多数開催し、地
域のネットワークのハブとしての役割も果たしています。

地域活性化

より多くの方との
交流を！

コミュニ
ケーション

保護者、協力者が
運営側に

友達が欲しい！

「地域活性化」のような大きなテーマを、
なぜ行政でも大学でもなく、我々大学院
生が行なっているのか？それは、端的に表せば「地域
の人と友達になりたいから」。そして、社会とは人と
人との交わりによって成り立っているため、こうした
ネットワークの構築、そして交流の活性化は結果的に
地域社会の活性化につながります。
そこで、科学「コミュニケーション」団体を自負す
る我々は、そもそも科学系イベントへの参加の少ない、
日頃科学に興味・馴染みのない多くの方々が参加しや
すいように、科学とは別の分野から捉える取り組みを
行なってきました。これまでに、料理、音楽、スポー
ツ、美術などを扱い、特に料理と音楽はサイエンスカ
フェなどの他のKSELの科学系イベントには少ない
20~30代の女性が多く集まりました。
また、イベント内では参加者と主催者を交えた交流
の時間を多く設ける他にも、参加者が帰宅後、会話の
新たな中心となって家族や友人と体験を共有したくな
るような取り組みを行なうよう、心がけています。
さらに、多様な住民・団体と触れ合う中で、多くの
主体とのコラボ企画が生まれた他、参加者の加入など
によりメンバーの多様性も生まれました。

教育的効果・
コミュニケーション
の両視点から、
継続的に。

地域に、科学的
「知」を継承してい
く風土を根付かせ、

ブランド化

継続的な取り組み

科学

では、なぜ科学か。様々な理由がありま
すが、中でも大きいのは、メンバーの大
学院生が共通に提供できる、コミュニケーションのきっ
かけが科学の話題だったからです。
科学というと、ともすると教育的なイメージを持たれ
がちで、場合によっては知識や価値観の押し売り (例え
ば「科学って楽しいから(自分の研究も含めて)その魅力を知っ
て欲しい」等)や、発信者の自己満足になりえます。しか

し教育に関しても素人で、研究に関してもまだ見習い中
の我々がそんなことをしても、元々科学に興味のない
「一般的な」市民は集まりません。そこで、もっといろ
んな人と関わりたい我々のもうひとつの試みが、科学に
対する心のハードルを下げる、継続的な取り組みでした。
カフェ・レストランに科学の本を集めた本棚を設置し
たり、料理や音楽など身近な話題を切り口に、家に帰っ
て家族に話したくなるようなネタを仕込んで、家庭内で
のコミュニケーションの活性化に務めたり。また社会人
から大学(院)生へ、そして高校生、小学生へという「知
の継承」を目指して、社会人や高校生とも活動を共にし
たり。こうした取り組みは、地域に知的文化を醸成する
一助となり、結果として将来的には大きな教育効果を生
理科大（後藤、越石、中島）
むのではないかと考えています。

メンバー紹介
中心となって活動しているメンバー達です。
中心となって活動しているメンバー達です
KSELはこれからもメンバー絶賛
募集中！一緒に活動しませんか。
連絡先：ksel.sci@gmail.com
KSELの未来を担うメンバー。徳田(左)、上野
今後もKSELを
よろしくお願いします！
立ち上げメンバー
左から一方井(副代表)、羽村(代表)、
関谷(前代表)

KSELの成長を支えた、設立2年目の
4月加入メンバー。左から大嶽(会計)、
仲村(副代表)、西山

これまでの活動の成果をまとめるにあたり、「地域での人と人とのコミュニケーションの活性化」がどれだけ実現で
きているかを探るべく、これまで様々な形でお世話になってきた皆さんにインタビューを行ない、KSELと関わってか
ら身の回りで活性化されたコミュニケーションを教えていただきました。街に住む・働く・学ぶ方々です。
大学生って遊ぶことにばか
り興味があると思っていた
けど、facebookでKSELの
写真にタグ付けされると、
面白そうな事をやってるね
と興味津々に聞かれました。
後藤 思奈さん、中島 永未里さん、越石 翔子 さん。東大柏キャ
ンパスの隣駅にある東京理科大学の学部生で、理系女子の魅力
発信を目標に活動する「リケチェン！」でも活躍する一方、
KSELではサイエンスカフェの講師などの活動しました。
日頃接することのない高校生・大学生・大学
院生と接する事ができ、とても刺激を受けま
した。こうした世代間交流を通じて新しいも
のを作り出して行くことは、大人にとっては
嬉しくもあり、また、これからの社会を作っ
ていく上で重要だと意義を感じています。
二瓶 陽子さん。東大の目の前にある十余二小学校のPTA元副会
長で、KSELを出張授業に呼んでくださいました。KSELも実行
委員を務めている地域の若者の文化祭”ヤングパワームーブメン
ト”へも快くご協力いただき、日々お力添えいただいています。
昔は科学が好きだったのに日常生活では話す
機会がなかったので、話すことで趣味をひと
つ思い出しました。ドンドン地元のネット
ワークとつながっているので、強みを活かし
て他の団体とコラボし、面白い視点で新たな、
でも身近な科学に光を当ててください。
永田 悦子さん。NPO支援センターちばの事務局長で、KSELの
事務所も入居する「コレクティブハウス」も管理されています。
いつも隣で我々の活動をさりげなくサポートしてくださる、柏
の葉の街づくりの中心人物のひとりです。
県の施設とういうことで、全ての県民に対し
て平等にというスタンスで、市とは距離があ
りましたが、KSELを通じて地元とのネット
ワークが生まれ、市に対して壁がなくなりま
した。既存の枠組みを超えて幅が広がった仕
事は、他の職員にも良い刺激になっています。
竹森 正人さん。東大から徒歩2分の位置にある千葉県の生涯学
習施設「さわやかちば県民プラザ」の職員さん。小学生向け、
高校生向けの講座立ち上げにご尽力いただいた上、その後も県
の施設のお役所仕事の壁を次々打ち壊してくださいました。
通常の高校生活では知り合えない様々な人と
出会え、刺激を受けました。大人との接し方
やリーダーシップなど、多くを学びました。
それを活かして、高校内でも自分の所属する
情報理数科内で科学教育チームを立ち上げ、
様々な活動に取り組むことができました。
中山 怜央くん。柏の葉高校3年生で、これまでに2年間KSELの
高校生メンバーとして活動。小学校への出張授業の企画をゼロ
ベースで持ち込み、パソコンの分解体験も交えた「情報」の授
業を実現させました。高校生メンバーのリーダー的存在です。

KSELは、セグウェイクラブと同様に街で
活動する団体として、いつも見させてい
ただきました。サイエンスカフェで知り
合った高校の先生が乗りにきてくれる等、
地域でのつながりが拡がるきっかけに
なっていると思います。
栗田 裕子さん。アンサンブル【Colluce】のボーカルで、2011
年にKSELが開催したXmasサイエンスフェスティバルのコン
サートにも出演いただきました。柏の葉で活動するセグウェイ
クラブの部長も務め、地域の交流促進に貢献されています。
科学的な視点って人生を豊か・便利にしてくれ
るものだと思うようになりました。子供達と
の会話にも科学の話題が上るようになったり、
自主的に自由研究をやるようになったりと、
家庭内でも新たな風が吹きはじめているのを
感じます。料理の仕事でも、お客さんとの話題
の幅が拡がり今まで以上に盛り上がりました。
川浦 智子さん。KSELのイベントの最多参加記録を持つ、熱心
な支持者です。いつも笑顔で見守ってくださり、メンバーはと
ても癒されています。ご自宅で料理教室を開催されており、科
学 お菓子作りの企画立ち上げにもご尽力いただきました。
科学というのは柏の葉の街のテーマのひとつで、
外せない存在。KSELはもう街の中の一部です。
この街にとってどんな影響を及ぼすのか、住民
はみな注目しています。街に出てくる学生は貴
重。さらに多くの学生を地域に引っぱり出して
くれることを期待しています。
小溝 敏央さん。柏の葉で毎月行なわれている「マルシェコロー
ル」を担当していらっしゃいます。2012年のXmasサイエンス
フェスティバルでは、無理な要望にも常に笑顔で、場所の確保
や広報用リーフレット作成等にご尽力いただきました。
KSELを通して、柏の葉小学校や県民プラザ
も柏の葉の街づくりに興味を持ってくれるよ
うになったので、今後、この取り組みをパッ
ケージ化して教育委員会や他の学校とも連携
し、地域全体として科学を街のベースにして
いけるんじゃないかと期待しています。
砂川 亜里沙さん。産官学連携で作られた街づくり拠点UDCK
(柏の葉アーバンデザインセンター)のスタッフ。KSEL立ち上げ
当初から、地域で活動した学生団体の先輩としてもアドバイス
いただき、特にKSEL創成期にお世話になりました。

毎週メンバーが店に様子を見に来てくれたのは、
（本棚を置く立場としては）とても安心でした。
お店が、ただ食事するだけでなく、科学の本を
読みながらくつろげる空間として付加価値を得
られました。その結果、本棚をきっかけにお客
さんとの会話も増え、話題の幅も広がりました。
菊池 大士さん。イタリアンレストランBuon Giorno支配人。お
店にKSELのメンバーが選んだ本を置く本棚を設置していただ
いた他、お店でイベント開催の際にはワインのセレクトや解説
でお客さんやスタッフを楽しませてくださいました。

科学コミュニケーション活動は人と人とのつながりによって成り立っています。そのつながり絶やさないためには、活動
の火を消さずに継続させていくことが大切です。その際、入れ替わりの激しい学生をサポートする形ででも地域住民がメ
ンバーにいると、理念やネットワーク、ノウハウ等を引き継ぎながら続けられると思います。さらに長期的な視点では、
イベントに参加した人への影響だけでなく、その人が新たな発信源になることまで視野に入れた活動を進め、地域全体と
して取り組むという構想を実現できれば、住む・働く・学ぶ全ての人の間での科学コミュニケーションが活発な「地域」
が、柏の葉から全国へ拡がっていくのではないかと期待しています。ひとつの活動の形として、頭の片隅に置いておいてい
インタビュー、執筆、編集、ページデザイン：羽村 太雅
ただければ幸いです。

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ!"#$%&'
平成()年度最終回 !編集：大嶽晴佳、北澤滋、後藤思奈、紺野忠久、関谷進吾、徳永誠士、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） "#$%&!!'()%*(+$,-.#$%*+/.!!01&2334&5567+8*'*693/':/*#+*;45<=>?5$@7)8*23.%!!
ABBC! 年から東大
柏キャンパス一般
公開と連動したD回
目の「駅前出張サイ
エンスカフェ」。今年
度は、東京大学と
東京理科大学のE
名の学生が講師を
つとめました。!

＠UDCK

〜ワイン

!!Aつのブースを設け、ひと
つは生物の視点、もうひと
つは数学と脳科学の視点
から科学事象の謎を、飲
み物とお菓子を片手にカ
フェ形式で語りました。ミ
クロの現象や哲学的な難
しい問いに対して真正面
から解剖することに挑ん
だ大人向けの充実した内
容でした。
（関谷）!

第1弾 10/6,7
千葉市科学フェスタ
＠千葉市科学館

このイベントでは、ワインを切り口に地理学の
面白さを伝えるのが目的でした。<=>?の本棚を
置かせていただいているイタリア料理店ボン
ジョールノにて、ワインを飲みつつ語り合いまし
た。参加された方からもたくさん質問していただ
き、ざっくばらんに語り合うことができました。た
だ、ワインと地理学のコラボがイマイチだったの
で、また開催してほしいという参加された方の
お言葉を励みに、次回はもっと面白い企画にし
たいです。
（仲村）!

今回、初めて色つきのアロマキャンドル作り
のワークショップを開催しました。!
おかげさまで朝早くから予想以上に大勢の子
供たちに囲まれ、GAB枚用意していた整理券は
あっという間になくなってしまいました。!
参加してくれた子供たちは、ロウやクレヨンが
鍋で融ける様子が珍しかったようで、食い入る
ように鍋を見つめ、どうしてロウはすぐに融ける
か、どうしてクレヨン!
が液体になるのか!
第2弾 11/11
などの質問をしなが!
サイエンスアゴラ
ら、楽しそうにキャン!
＠日本科学未来館
ドルを作っていまし!
た。
（徳永）!

アロマキャンドル作りのワークショップ第A弾は、サ
イエンスアゴラです。今回は、大切な人に宛てた秘
密のメッセージをキャンドルに閉じ込めました。場所
柄もあり、幅広い層のお客様に楽しんでいただきま
した。特に若いカップルのお客様が多かったのが印
象的でした。用意した整理券はほぼ完売となり、時
間帯によっては希望されるお客様をお断りするほど
で、大盛況のうちに終えることができました。!（紺野）!

＠西原小子供ルーム

地理学〜 ＠ボンジョールノ

第3弾 11/17,18
PRフェスタ
＠さわやかちば県民プラザ
このイベントは若者であれば、どんなこと
でも自由に参加できるイベントです。今回、
<=>?では以前から人気の企画である、アロ
マキャンドル作りのワークショップを行いま
した。色や形、香りを自分好みに選べる
ワークショップとあって、参加してくださった
方はオリジナルのキャンドル作りを楽しん
でいました。スタッフとしても参加者との距
離が近く楽しいひと時でした。
（後藤）!

昨年も実施した子供ルームでの出張授業。今年はFA名
の子供とGF名の保護者の方にご参加いただきました。今
回は、セミの抜け殻と綿を使った体験です。セミの抜け殻
では観察・描画をして、生物の体は形状と機能が密接に
リンクしていることを感じてもらいました。綿は綿繰り機を
つかって綿と種を分離する体験を行いました。昔ながら
の手動の機械ですが、子供たちにはとってとても新鮮な
体験だったようです。
（北澤）!

速報！ 科学の薫る街を作ろ
うと、本をカフェに設置してい
ます。ご協力店ボン・ジョール
ノの閉店に伴い、【H#IJ! ĞĞ͛Ɛ】
に本棚を移転しました。規模
は縮小しましたが、安くて雰囲
気の良いカフェです。是非お
立ち寄りください。
（羽村）!

この「科学者によるクリスマ
スコンサートは、東大柏キャ
ンパスの学生や教員などが+
時間半にわたって演奏し、ま
た専門分野を語りました。曲
の多くは“科学”のお話に繋
がっており、演奏をし、関連し
て専門分野を語るといった構
成で進行するとてもユニーク
なイベントになりました。!

来場者の多くにも好評
で、アン ケート では 、音
楽だけでなく、生物、社
会実験、素粒子論といっ
た各演奏者の専門分野
にも多くのコメントを頂き
ました。
（西山）!

恒例の人気企画であ
る、メッセージを閉じ込
めたアロマキャンドル
のワ ークショップを今
回も開催しました。屋
外 での開催で当日は
悪天候も心配されまし
たが、好天に恵まれ、
多くのお客様にご来場
いただいました。当初
よりターゲットとしてい
たカップルのお客様も
複数組お迎えすること
もでき、御好評いただ
きました。!
夕刻からは今回のイ
ベントで用意したキャ
ンドルツリーで、作成し
たキャンドルで点灯式
を行い、柏の葉キャン
パス駅周辺街の風景
に彩りを添えることが
できました。 （紺野）!

日頃、科学に馴染み・興味のない方にも参加し、楽しんでいた
だける企画を作ろう、という取り組みの一環として、科学系イベン
トで特に少ない女性を主な対象とすべく立ち上げたのが、調理
科学の本企画です。ヨーロッパの%&'(のお菓子キッフェルンを作
りました。)*名の参加者の方々からは、科学が身近なものだと認
識できたという感想の他、カップルからは、初めて+人で一緒にお
菓子作りをできたのも良かったと、好評でした。（羽村）!

リコーダーを片手に語る素粒子論!

"#$%さんにも参加して
いただきました！!

日頃科学に馴染みのない人にも楽しんでいただけるよう、地域の様々な団体とも連携
して 科学にまつわるイベントを同時多発的に開催しました。その一部を紹介します。!

白い壁を真っ黒に変
えて宇宙空間を演出し
たこの企画は子供たち
に大人気でした。!

壁や机に宇宙への夢をかいたり、ワーク
ショップで人工衛星を作ったりする子供たち
の目が輝いていたのが印象的で、今後も博
物館があったらいいなと感じました。（大嶽）!

今から約"#$$$年前、地球の温
暖化によって柏の葉周辺の低地
は海であった。当時の環境を学ん
でもらうため、この地域にある縄
文時代の貝塚からどんな種類の
貝が出土したかを分類してもらい
ました。貝塚は昔のゴミ捨て場、
貝以外にも魚の骨や動物の骨も
見つかっており、当時の食文化や
生活についても学んでもらいまし
た。子供だけでなく大人の方にも
好評でした。
（北澤）!

スペシャルゲストとして、
私たちの科学の魅力を伝え
るという活動の大先輩でも
ある「理系漫画家はやの
ん」さんに出演して頂きまし
た。科学の話題を漫画で見
て、一緒に考え、その場で
絵を描くライブドローイング
を通じてプロの漫画家のは
やワザを体験することがで
きました。 （関谷）!

!

!
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アクアちゃん
私たちの倶楽部は、文京区の環境団体「環境ネ
ットワーク・文京」の実験教室を担当する形で
2003年にスタートしました。
現在までに
・文京区役所環境対策課（現環境政策課）
・同消費者センター
・同児童青少年課
・同リサイクル清掃課
・葛飾区
・文京区女性団体連絡会
などと協力して、実験教室をしました。
わたしたちの行う実験教室は地域の学び
推進機構の事業「学びのポイントラリー」に
参加しています。これは地域プログラムの
ポータルサイトともいえるものです。文京区
では、自治体、市民団体、 NPO、民間企
業、大学などが実施する、子どものための
教育プログラムがたくさんあります。それら
に参加することで子供たちはポイントを与
えられ、40ポイントたまると、認定証がもら
えます。こうして、ポイントラリーのように、
理科の実験はただそれだけでも楽しいも 多様なプログラムへの参加を促すのがこ
のです。しかし私たちは、社会との関わりの の制度です。この制度を通じて、地域教育
中で、その面白さを発見してもらう、というこ が活性化されます。また、それぞれの得意
とを目標にしています。環境団体と共同の 分野を出し合って、コラボすることにより、
実験教室では、そのテーマがすぐに環境問 地域のつながりも活性化されています。
題と分かるようなものはとりあげません。環
境問題を意識せず、理科実験としてメンバ
ーが関心を持つ実験を選びます。
環境問題はあらゆることに関係すると言
われています。逆に、あらゆる理科実験も
何らかの形で環境問題と繋げることができ
ます。そこで、理科実験をある種の文脈の
中で楽しむことを心がけています。具体的
には、一通りの実験を楽しんだ後に、紙芝
居を用いて今日のテーマがどんな問題と関
係していたかを学びます。

地域密着型、女子大だからこそできる理科教育の普及を目指して、楽しく活動しています。

お茶の水女子大学 環境科学倶楽部
活動紹介
○活動例１
エコリサイクルフェア（文京区リサイクル清掃課）
リサイクルフェアということで、家庭で一度その役
目を果たしたもので実験を行いました。実験教室を
目的に来たわけではなく、イベントに遊びに来てく
れた家族連れの方が多くいらっしゃいました。子供
（主に小学生）が実験を体験するのを後ろで親が
見ていることが多く、親子実験教室という雰囲気で
した。
①墨流し（小学校書道授業の墨汁と半紙）
②シャボン玉の表面張力（クリーニング屋の針金
ハンガー）
③・活性炭の簡易浄水器の実演（ペットボトルと脱
臭剤）
③の実験では、画用紙では色水の色を取り除けな
いのに、活性炭を画用紙で挟んだものを使うと色
がとれるんだよ！という説明を、不思議そうに、聞
いてくれました。何気なく参加した実験で、子供が
新たな驚きと発見を得て帰っていく姿を見るのは、
やはり嬉しいものだなと思いました。

アクアちゃん

○活動例２
男女平等センター祭（文京区女性団体連絡会）
このイベントでは、普段の実験教室と違い、主な参加者は、地域で活動する大人の
女性の方で、子供とは違い、理科に対して「難しそう」と感じる人が多く、日々の暮ら
しと科学の結びつきに気づく機会が少ないためではないかと思いました。ペットボト
ルと活性炭の簡易型浄水器の説明などで暮らしとの密接さを説明すると、「科学って
大事なんだね。」と、理解を示してくれたので嬉く思いました。また、このイベントには
区長さんや区会議員の方も来られており、科学実験に興味を持ってもらえるよい機
会と思いました。こうした地域のイベントを通して、普段は科学に触れることの少ない
大人の方々にも、科学の楽しさを再発見してもらえるのだと実感しました。
話す相手に
方も工夫が よって、説明の仕
必要だと思
た。
いまし
今後も楽し
い
けていきま 実験教室を続
す！

●サイエンスリンク事務局よりお知らせ

!

!

!

!
ＳＣ活動に興味のある学生・院生の方へ
!
サイエンスリンクとは、一般の方向けに科学を伝える活
動が集まって開催する、子供向けの科学イベントです。先
号の四季報の特集記事に第 " 回（昨夏）の詳細があります。
!
# 月末に、団体も少し入れ替え、第 $ 回を川崎市の東芝
科学館で開催いたします。!
サイエンスリンクでは、このようなイベントを通して、
科学を伝える団体の輪を拡げていきたいと考えておりま
す。今夏の % 月!"&'"% 日の第 # 回では、高校生のクラブや
関東圏以外の地域（関西）の団体にもご出展頂く予定です。
!
ご協力頂ける団体や個人様はご連絡頂けると幸いです。!
()*+,-./0()12)34!5サイエンスリンク事務局6!

͞つなげる͟チーム!
科学の専門家と
一般の方々をつなげる
具体的な活動：科学喫茶など

͞つたえる͟チーム!
科学の面白さを
主体的につたえる
具体的な活動：近隣の科学館や、
大学付属病院などにおける
実験教室

͞ひろめる͟チーム!
メディアを駆使して、
科学をひろめる
具体的な活動：フリーペーパー「Scio」の発行

当団体は、東海大学チャレンジセンターより、「チャレンジプロジェクト」として認可され、
大学から年間50万円程度の支援金をいただいて活動しています。
現在は上記の3つのチームに分かれ、それぞれ目的意識を持って活動しています。

約60名の学生が、サイエンスコミュニケーターとしてのスキルだけでなく、
社会人として社会に出ていく上で求められる「社会的実践力」を身に付けるため、
日々精力的に活動しています！

東工大!!
! !"#$%"$&'$"(%)&
サイテクとは!
! 東工大!"#$%&#%!'%#(&)（サイテク）は、東京工業大学公認のサークルです。科学の楽しさ
を多くの人と分かち合うことを目的に、小学校や公民館などで科学実験・工作教室の企画・運
営を行っています。特に子どもが科学の不思議に触れる機会を設けることで、科学を好きに
なってくれるきっかけとなることを目指しています。!
! *++,年に発足し、内容を一から企画した科学イベントを開く活動を続けてきました。発足
当初,+人程だったメンバーも、今や規模が拡大し約-+名が現役部員として所属しています。!

活動内容!
★科学イベントを行う!
! 主に小学生を対象とした、科学に関するイベントを開催
しています。月*〜.回の出張教室（小学校、公民館など）、
大学の文化祭（/月のすずかけ祭、,+月の工大祭）の他、
昨年はサイエンスリンクへの参加や被災地である石巻への
出張教室も開催するなど新しい活動に取り組んできました。
イベントでは、一から考えた題材で子どもと一緒に工作・
実験し、スライドを使ったレクチャーも行います。こうし
て、興味深い原理も学んでもらうことを目指しています。
参加者からは、工作・実験しながら勉強できると好評です。!

★イベントの題材作り!
イベントに使う題材を一から開発しています。数人の班を結成して、自分達が研究したいと思った
題材を、いかに子どもに分かりやすく楽しく伝えられるかを考えます。サークル内で年.回の発表
会を行い、皆で楽しく活発な議論を交わしています。!

（イベント例）!

パスタで橋を作ろう！!

ビーズを使わない!
万華鏡!

※他多数。詳しくは公式01をご覧ください。!

お問い合わせ!
! ☆イベントのご依頼など、お気軽にご相談ください。!
!

公式01：(2234556667289#$2%#(7&%25!
:8;<$=：>($&)?289#$2%#(7&%2!
代表からひと言♪!
'6$22%>：?29#$2%#(（(223945526$22%>7#);529#$2%#(）! ! 教室に来てくれる子ども達だけではなく、!
@<#%A))B：(22394556667C<#%A))B7#);529#$2%#(!
このサークルに関わる全ての人達とのコミュ
!

東工大!"#$%&#%!'%#(&)!
代表：東海林!敦士（理学部化学科）!
顧問：大竹!尚登（大学院理工学研究科! 教授）!

ニケーションを通して、お互いにとっていい
きっかけができたらいいなと思います。!
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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

篠木

新吾

所属：東京大学大学院

連絡先情報

理学系研究科天文学専攻

D1

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

川本恭平

所属：名古屋大学環境学研究科都市環境学専攻

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

サイエンスリンク

o
t
o
Ph
団体情報

・主な活動者

学部生

・主な活動者

・活動場所

科学館等のイベントスペース

・活動場所

・活動人数

・キーワード

10名(時期により変動)

実験教室、科学コミュニケーション、
サイエンスイベント

代表

吉崎総一

・活動人数

・キーワード

代表

所属：東京工業大学工学部化学工学科 ２年

連絡先情報

URL：http://sc-link.net/
E-mail：.info@sc-link.net

o
t
o
Ph
団体情報

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：

