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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 

2013年7月～2013年9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更なる交
流を目指している。 

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





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真= ショーで実演した風船の実験（８月１８日 日本科学未来館、サイエンスリンク出展にて） 

 サイエンスリンクへの出展 

日本科学未来館にて８月 17 日（土）18 日（日）に開催された「サイエンスリンク―カガクの海へダイブしよ

う！！―」に 2つのブース企画と 1つのショー企画を出展いたしました。ブース企画では、「磁性」と「プラズマ」

をテーマとし、ショー企画では、「風船」をテーマとしたサイエンスショーを行いました。 

今回の出展は 2年生の指導の下、4月に入ったばかりの 1年生を中心として行いました。自分で実験や説

明を考え発表する経験はこれからの CASTを担う彼らにとっていい経験となったのではないかと思います。 

 バスツアーの開催 

８月中に複数回、はとバスさんと共同で「現役東大生 CAST と行く！科学のおもしろバ

ス教室」という日帰りのバスツアーを行いました。行き先は世界遺産登録で話題となった

富士山方面で、鍾乳洞や牧場に一緒に行きました。収穫体験をしたブルーベリーで実験

をしたり行き帰りのバス車内で科学クイズをしたりと、普段の活動ではできない、一味違

った科学の伝え方ができたと思います。 

 恒例の小学校でのイベントの他、病院でのイベントや英語での実験教室など今期もまた

活動の幅を広げることができました。詳しくは CASTの公式 HP「これまでにしたこと」をご覧下さい。 

 駒場祭のご案内 

11月 22日（金）～24日（日）の 3日間にわたって、東京大学の学園祭「駒場祭」が東京大学駒場キャンパスに

て行われます。CAST は昨年と同じく２企画出展し、ブース企画「なるほど実感！サイエンスミュージアム＠駒

場」では「服から発見！おしゃれの科学」「来て見て感じて☆ゲームの科学」「じつはなかよし？電気と磁石」と

いう 3 つのブースを、ショー企画「なるほど体感！サイエンスショー＠駒場」では「まわして発見！回転のふし

ぎ」「キミと色とのかくれんぼ☆～光の科学みぃつけた！～」という 2 つのショーを出展します。皆様により楽し

んでいただけるよう、CAST一同精一杯努めております。是非お越しください！お待ちしております。 



6/22～23：諏訪青陵高校 8/20～21：木曽青峰高校
8/30～31：屋代高校    9/27～28：飯山北高校 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%B3%BB&source=images&cd=&cad=rja&docid=rPfaj5IC-vIfiM&tbnid=zGpDm8WOLNpnpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sci-museum.jp/program/pla_a.php&ei=jVf9UaiKFcbDkwW19YHgAQ&bvm=bv.50165853,d.dGI&psig=AFQjCNHviSmajeoDBxUb8nWkpZE2MeWXYA&ust=1375643734209181
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%B3%BB&source=images&cd=&cad=rja&docid=rqj0r7l3jNZupM&tbnid=RvLrdoH6kSq8VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://murachan.269g.net/article/15763600.html&ei=dFf9UZjECYXtkgWJr4CQCA&bvm=bv.50165853,d.dGI&psig=AFQjCNHviSmajeoDBxUb8nWkpZE2MeWXYA&ust=1375643734209181




4/20　「筑波大学キッズ・ユニバーシティ
『一日筑波大生になろう! ! 』」

　昨年度から始まった「筑波大学キッズ・ユニバーシティ『一日筑波

大生になろう! ! 』」。SCOUTは小学生向けの科学実験教室の担当
でした。脳の錯覚を体験できるベンハムのこま作り、研究の基本「観

察力」を養う本物のヤドカリやカニを見ながら紙粘土の工作、「春に

芽がでるひみつ」と称して、様々な植物のデンプン染色を行い、植物

の生きる工夫を知る実験。この３つを出しました。

　出入り自由の会場で、バラバラに来る小学生に対して、どのように

対処するのかが難しかったです。また、もっと集客できるようにブー

スの見せ方を工夫すべきだと思いました。しかし、一日大学生という

ことで、子供用の白衣も用意したので、本格的な研究体験ができた

と喜んでもらえたので、小道具の使い方はうまくいったと思いまし

た。

Science Communication
of the University of Tsukuba

【HP】http://tsukubascience.com/

【MAIL】scout@tsukubascience.com

8/4　 大子町夏休み理科おもしろ実験教室
「こびと救出大作戦～解決のカギは日常の
科学にあり～」

　復興支援プロジェクトの一つとして、茨城県北部の

大子町の小学1･2年生に実験教室を行いました。一
工夫して、ストーリー仕立てに。登場人物は今、子供

たちに大人気の「こびとづかん」を使いました。子供

たちはとても喜んでくれたので、科学を伝える上で、

相手が今一番興味を持っていることを知ることも大

切だと分かりました。

  こびとの魅力もさることながら、1班6人のグループ
に、TAが一人ずつ付き丁寧に対応することで、「予
想」「実験」「考察」の研究の手順を体験し、身の回り

の不思議が理解することができました。　 参加人数
も過去最多で，大いに盛り上がり，「もう一回やりた

い！来年も来る！」と言ってくれた生徒もいました。



ユニアス　日本地球惑星科学連合2013年度連合大会発表

     地球惑星科学バーVol. 9 「底生生物バー」開催報告

2013年度連合大会

2013年5月20日、日本地球惑星科学連合2013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3回目となる。ポスター発表の内容を3分間で口

頭紹介し、コアタイムでは時間をフルに使って活発な議論を行うことが出来た。

地球惑星科学バー vol.9 「底生生物バー」

ー 概要 ー
【日時】2013年9月8日(日) 12:00-14:00　　【場所】アイリッシュパブ・クラン (東京・自由が丘)

【ゲスト】清家弘治さん (東京大学・助教)

【概要】底生生物とそれらが作る巣穴や這い跡の研究に関するサイエンスカフェ　　【参加者数】11名

【宣伝方法】Twitter等インタ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。

【備考】本イベントは第5回東京国際科学フェスティバルに出展された。また、メンバーの山田がNHK

「サイエンスZERO」に出演することに際し、本イベントも取材を受けた。その様子は10月13日および

19日に放送された。

ー 議論のテーマ ー

Q1. ベントスの中には、例えば船によって偶然運ばれて他の海域で繁栄するなど、人間活動の影響によって生息域を広げる種がいます。

    　しかし、このような外来種は新たな食材になるものあります。外来種が繁殖することについて、あなたはどのように考えますか？

Q2. ベントスは、沿岸域の食物連鎖や、沿岸域の景観、沿岸域の漁業においてとても重要な役割を担っています。

　　  しかし沖縄や有明海のように、沿岸域は人類活動の場と重なることが多く、開発が優先されることが多い場所でもあります。

      あなたは、ベントスの保護と開発のどちらを優先させるべきだと思いますか？ 

正解：1◯2◯3◯4◯5×6◯7×8◯9×10×

ー アンケート結果 ー

Q1 本日の地球惑星科学バーは面白かったですか？

Q2 Web でお申し込みの際に答えていただいた問題はいかがでしたか？

Q3 今回参加して、底生生物についての理解と興味が増したと思いますか？

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？

Q1

強く思う

そう思う

Q3

強く思う

そう思う

Q2

適切難しい

Q4

した

しなかった

Q5

した

しなかった・底生生物についての興味喚起、理解促進を行うことができた。

・ゲストと参加者の間で双方向コミュニケーションを行うことが出来た。

・参加者同士の話し合いを促進し、マルチ方向の議論の場を設けたい。

ー クイズ ー

Q1. ベントスとはヒトデ，ウニ，サンゴ，海藻などのような，海底に生きる生物の総称である。　/　Q2. ヒラメは海底面に生息しているため、ベントスである。

Q3. ベントスの巣穴や這い跡が海底面に残されていることがある。　/　Q4. 海底生態系を調査することで、海の環境を知ることができる。

Q5. ベントスはいわゆる食物連鎖とは無関係な世界に住んでいる。　/　Q6. ベントスそのものの化石だけでなく、ベントスの巣穴や這い跡も化石になることがある。

Q7. ベントスは深海底にはいない。　/　Q8. 巣穴を調べることで巣穴を作った動物の生態を調べることができる。

Q9. 深海で巣穴を調べるときは、人間が潜って巣穴の形取りも行う。　/　Q10. 津波のような大災害でも、ベントスにはほとんど影響がない。



8月18日（日） 

サイエンスリンク＠日本科学未来館 

☆水を使ったフシギなあそび☆ 

～マーブリングうちわ～ 

カルマンうずをつくろう！自分だけのオリジナルうちわを作っ
てあつーい夏をエコにのりきろう！ 

～樟脳（しょうのう）ボート～ 

タンスに入れる防虫剤でフシギなことが・・・！水の上をクル
クル回して涼しげなあそびをしよう☆ 

幼稚園～小学校高学年まで多くの子供たちが
来てくれました☆ 

身近な材料を使って表面張力を実感できるあ
そびやマーブリングをつかったカルマン渦づ
くりの体験してもらいました。何でこうなる
のー！？という声をたくさんいただき、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。 

 



東工大  
 Science Techno 
工大祭2013 
 

 10月12日、13日に、東京工業大学の学園祭「工大祭」が大岡山キャンパスで開催されました。サイテ
クは、「サイエンスワールド」「サイエンスカフェ」「ワクワクドキドキ サイエンスショー」の三企画を
出展しました。いずれの企画もたくさんのお客様にご来場いただき大好評を博しました。 

 「サイエンスワールド」では“遊び”を
キーワードとし、子どもから大人まで科学
を楽しめる世界をつくりあげました。来場
者は、入口でスタンプラリーの台紙となる
地図を受け取り、“てんきとうちゅう”や
“ひかりといろ”といった6つのテーマの
島（ブース）で遊び、スタンプを集めます。
それぞれの島では、おもちゃやクイズで楽
しみながら科学を学べる工夫を凝らした展
示を行いました。サイテクの日頃の活動は、
主に小学生の子どもたちを対象とした科学
教室ですが、この企画では中高生や大人の
方も対象とし、様々なお客様に合わせて科
学の楽しさを伝えることができました。2
日間で延べ1600人以上のお客様をお迎え
し、工大祭人気No.1企画を決める投票で
見事グランプリに輝きました。 

 「サイエンスカフェ」は、工作を通して科学に興味を持ってもらおうという趣旨で毎年出展している、
サイテクが誇る定番イベントです。今年は、人気メニューの“万華鏡”や新作“アクセルゴマ”など5つ
のメニューを用意しました。リピーターのお客様も多く、改めてサイテクの活動の広がりを感じました。 

 「ワクワクドキドキ サイエンスショー」は、今回初めて工大祭に出展した企画です。空気をテーマとし
た“クイズ de 空気ショー”と、面白い科学現象を扱った劇“阻止ろ！サイエンスゲーム”を2日間で計8
回上演しました。12日には東京大学CASTさん、13日には早稲田大学理工展連絡会さんのショーも行わ
れました。サイエンスショーの隣では、第四の企画として「サイエンストイランド」も実施しました。48
個の科学おもちゃを用意し、子どもたち自身が見て触って遊ぶことで科学の力を体感してもらうことを追
求しました。どちらも新しい試みでしたが、両日ともに大盛況でした。 

サイエンスワールド 

サイエンスカフェ サイエンスショー 

詳しくは「活動紹介ブログ」をご覧ください！→http://tscitech.exblog.jp/ 



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HP：http://www.t-scitech.net/ 
 （活動報告ブログもご覧ください！） 
 E-mail：rhino@t-scitech.net 
 Facebook：https://www.facebook.com/tscitech 

     代表からひと言♪ 
 教室に来てくれる子ども達だけではなく、 
このサークルに関わる全ての人達とのコミュ 
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。 

東工大 Science Techno 
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） 

サイエンスリンク～カガクの海へダイブしよう！！～ 
 

 8月17日、18日には、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～カ
ガクの海にダイブしよう！！～」に出展させていただきました。今回のサイテクのブースのテーマ
は“結晶”で、酢酸ナトリウムの過冷却現象と岩石薄片内の結晶の観察を行いました。特に、一瞬
で結晶化する酢酸ナトリウムは多くの方に驚いていただけたようです。お土産として、偏光シート
を用いたミニステンドグラスを工作し、持ち帰っていただきました。両日とも、次から次へとたく
さんのお客様がいらしてくださり、スタッフ一同嬉しい限りでした。 

その他の活動 
 

 夏休みを挟んだということもあり、この7月から10月の4ヶ月間で20を超えるイベントを開催させ
ていただきました。私たちは普段、小学生相手に実験を行うことが多いのですが、保育園児童を対象
とした工作教室や、大学生や社会人を対象とした実験クイズなど、今回は新鮮な経験もたくさんする
ことができました。その他にも、地域の催し物への出展、東北でのイベント、そしておよそ半年ぶり
に200人以上を動員した大規模なショーなども行いました。詳細については是非、活動報告ブログを
ご覧ください。 

 今年の春に私たちサイテクの新たなメンバー
として加わった１年生も交え、現在、部員一同
一致団結して新ネタの開発、既存のネタの改良
に勤しんでおります。今後のサイテクの活動に
も、どうぞご期待ください。 

虹のサイエンスショー 

Team みずしゅん 

「種のフシギ」 

ミニステンドグラス 

 またブースとは別に精鋭３人 
が集まり、「Team みずしゅん」 
として「第一回実験王選手権」にも参加させていただきました。
テーマは“種のフシギ”。誰が優勝してもおかしくない、とても
楽しい交流戦となり、 ２位をいただきました。他の出展団体との
学生同士の交流もでき、私たち自身、とても刺激になりました。 

かざぐるま 



東京大学法科大学院出張教室 

団体紹介 

出張教室とは 
 出張教室とは、東京大学法科大学院に在籍する学生によっ
て構成されており、法科大学院生が中学校や高校などに伺い、
法律に関する授業を行う団体です。授業の形式は、単なる講
義形式ではなく、双方向型の授業を目指し、生徒側の積極的
な参加を促すことを目指しています。授業を通して、法科大
学院生とともに中学生や高校生が法的なものの考え方・法の
意義・法の扱い方等について触れることで、堅いイメージの
ある法律について身近に感じてもらい、少しでも興味を持っ
てもらうことを目的としています。 

 

1年の主な活動 
5月~6月 

 参加者確定・班分け  

7月~翌1月 

 出張授業先決定・準備 

2月~3月 

 出張授業実施 

団体概要 
メンバー 

 30名(全員東大法科大学院生) 

設立 

 2004年 

代表・代表連絡先 

 森田達也(第10期) 
 tatsuya.morita656@gmail.com 



東京大学法科大学院出張教室 

2013年度活動紹介 
2013.10.5 
桐朋高校での出張授業 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 10月5日、東京都国立市の桐朋高校に
おいて、法教育授業をしてきました。
今回のテーマは法学部で法律を学ぶこ
とはどのような意味があるのか、とい
うことを伝えることです。近年法学部
を志望する高校生が減少傾向にあると
いうことから、法学の意味について、
中学3年生から高校3年生の約40名の生
徒を相手に授業をしました。 

 授業内容は大きく分けて3つ、①法学
部・法科大学院で法学を学ぶことの意
義、②法律解釈学の概要、③刑法の正
当防衛を題材とした法律解釈学です。
まずは、法学部や法科大学院で法学を
学ぶことの意義を、実際に卒業後の進
路や社会に出て用いる場面を示すこと
でイメージを持ってもらいました。そ
のうえで実際にどのような勉強をして
いるのか、授業の本題に入ります。あ
る学校AとBで、廊下で踊っている人が
いたら「廊下を走ってはいけない」と
いう校則に違反したと言えるのかとい

う架空の事例のもとで校則を解釈する
ことを体験してもらいました。その後、
刑法の事案を用いて、実際に刑法の正
当防衛の条文を解釈してもらいました。
刑法36条1項の「急迫不正の侵害に対し
て、自己又は他人の権利を防衛するた
め、やむを得ずにした行為は、罰しな
い。」という条文において、「急迫不
正の侵害」とは何だろうか、というこ
とに焦点を当てて考えてみます。題材
となる事案も少しずつ変えてみて、そ
れぞれ正当防衛が成立するかを生徒の
意見を聞きつつ、実際に裁判所はどの
ような判断をしたのか紹介しました。 
 法教育授業が終わったあとは授業と
は別個に東京大学についての紹介と質
疑応答を行いました。 
 授業を受けた生徒たちからは法律を
学ぶことや東京大学での生活がどのよ
うなものかイメージを持つことができ
たとの感想をいただきました。 

 
その他の活動 
2013.6.22 
中央大学法科大学院法育教室との交
流会 

2013.7.13 
OBOG会 

 
今後の予定 
2014.2~3 
全国各地の高校での出張授業 



■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 山田 崇人 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科 D1） 

■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 
    

Scienthrough 

■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 北山 奈津美 

   （所属；名古屋大学 文学部） 

■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 

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） 

■団体情報 

・主な活動者   東京大学法科大学院生 

・活動人数   30名 

・活動場所    東京大学法学政治学研究科総合棟 

・キーワード 出張授業、記事や書籍の執筆 
 

・代表     森田 達也 

   （所属；東海大学法科大学院） 

東京大学 
法科大学院出張教室 

■連絡先情報 
   E-mail： scks.utsl@gmail.com 

Image 


