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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

四季報
2012 年 10 月～ 2012 年 12 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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Q1. 本日のイベントは
      面白かったですか？

Q2. 今日の話を他の誰かに
      広げたいと思いますか？

1 2
3 3

11 3
4

3
6

強く思う
そう思う
どちらでもない
無回答

1. はじめに
ユニアスはこれまでに地球惑星科学分野の科学コミュニケーションについて、概念を提唱し、その実践に努めてきた。実践的活動の一つ
である「地球惑星科学バー」はこれまでに9回開催されてきた。しかし、そもそも地球惑星科学分野の科学コミュニケーションとは何なのか、
どのようであるべきかということを周囲に問うたことは無かった。そこで、サイエンスアゴラ2013では、地球惑星科学のサイエンスコミュ
ニケーションを問い直すため、パネルディスカッションを開催した。今回はその結果について簡単に報告する。
詳細な報告については、日本地球惑星科学連合連合大会 2014 (4/28-5/2・パシフィコ横浜 )にて発表予定である。

2. イベントについて
①諸情報
【日時】2013年 11月 10日 ( 日 ) 10:30-12:00　【場所】日本科学未来館
【パネリスト】井上智広氏（日本放送協会）・内尾優子氏 ( 国立科学博物館 )
                    大坪誠氏 ( 産業技術総合研究所 )
【モデレーター】山田健太郎（東京大学・ユニアス）

②議論の流れ
(1)「地球惑星科学と社会の接点」
内尾氏：博物館では、知りたい時に情報を提供できる。基礎知識から速報的な情報まで提供できることがメリット。
大坪氏：科学を社会へ還元するために、法律の充実を提案。
井上氏：「知らないことを知る喜び」「わくわく感」を伝える、つまり科学の面白さを社会に伝える。
会　場：（教員からの意見）興味を持ってくれる学生は多い。災害教育の必要はあるが、どこまで伝わるのかは分からない。
→興味を引き出す、興味を持った人に情報を伝える過程で接点がある。災害のように実生活に影響が出る場面では、教育の形で接点が
　生まれることが分かった。

(3)「双方向コミュニケーション、現状では何が足りない？」
・公衆と研究者は、いずれもバックグラウンドが多様でひとくくりにできない。
→サイエンスコミュニケーションにも専門分野が必要。
・市民の要望は、研究成果によって解決できるものもある。「どういう生活をしたいか」や「研究成果でわかっていること」を双方向的に
  コミュニケーションすることは可能。
→サイエンスコミュニケーションが、次のサイエンスコミュニケーションを促進する性質（自己触媒性）がある。
・もっとサイエンスコミュニケーション活動を活発に行なう。
・解明されていないから研究しているという考えが市民には浸透していない。
・最近は研究者から発信するスタンスが増え始めている。
→「伝える」行為からコミュニケーションが生まれてくる可能性があり、もっと活発にサイエンスコミュニケーションを行った方が良い。

(2)「地球惑星科学のサイエンスコミュニケーションのかたち」
研究者と公衆が「双方向」でコミュニケーションを取る場合、難しいのは公衆から研究者へのコミュニケーション。どのような例があるか。
内尾氏：会場での来場者の反応、アンケートでのフィードバック。  ／ プログラムをきっかけに色んなことを考えてもらえることも公衆
　　　　から研究者へコミュニケーションをとるきっかけになる。
大坪氏：地震に対する社会からの声を聞く。 ／ 素材（＝研究成果）の提供者から、法律を介して市民へ科学的成果を還元する。
            市民からの要望を研究者に届ける。
井上氏：テレビ。一方通行的な情報提供ではあるが、コミュニケーションツールの一つである。
            望まれた情報を提供していのるかを考えたコンテンツを提供する。   ／  他のマスメディア（他局、新聞、ネット）からどういう
　　　　情報を提供するのが良いのか。  ／ ツイッター、ブログなど個々人の意見に耳を傾ける。

ュミコ性向方双ので間」子親「-」ーターケニュミコ「-」者究研「、らか験経アィテンラボので館学科）見意のらか者展出ラゴア（ ： 場　会
             ニケーションが重要。公衆から研究者へのコミュニケーションを充実させるには、コミュニケーターの数や認知度を上げるべき。
→公衆から研究者へのコミュニケーションは多様であることがあり、場面に応じて使い分ける必要がある。
　「なぜ公衆から研究者へ意見を言う必要があるのか？」というコミュニケーションの動機についてさらに調べる必要がある。

4. まとめ
パネルディスカッションを通じ、地球惑星科学のサイエンスコミュニケーションについて、現場からの意見を集めることができた。
参加者が少なく多様な意見を得るには至らなかったので、他にも議論の機会を設けて地球惑星科学のサイエンスコミュニケーションの
あり方について継続的に調べて行きたい。

②議論のテーマ
今回の議論のテーマは、「地球惑星科学と社会との接点」
と「地球惑星科学におけるサイエンスコミュニケーション
のかたち」とし、それぞれを時間を設けて議論し、最後に
総合討論をする流れとした。前者の議論からまずは地球惑
星科学が社会へ与える影響には具体的に何があるかを浮き
彫りにすることを試みた。また、後者の議論から、具体的
にどのような双方向コミュニケーション活動がありうる・
求められているのか、挙げて行くことを試みた。

3. 結果
①イベントの評価
参加者から得たアンケート結果は以下の通りである（一部を抜粋）。

※他に「あまり思わない」「思わない」の選択肢があったが、選択されなかった。

ユニアス
開催報告

サイエンスアゴラ 2013
『もしも地球惑星科学で科学コミュニケーションするなら』

Q3. 今回参加して、地球惑星科学の
　　科学コミュニケーションについて、
　　興味と考えが深まったと
　　思いますか？



 

 

 

 駒場祭 

2013 年 11 月 22 日(金)から 24 日(日)にかけて東京大学の学園祭「駒場祭」が開かれました。東大 CAST

は２会場にわたってブース形式及びショー形式の、科学を伝える色々な企画を出展しました。 

 

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」「じつはなかよし！？ 電気と磁石」「きてみてさわ

って☆ゲームの科学！」と題した３つのブースに加え、いくつかの展示実験や

工作を用意しました。ふわふわの羊毛からフェルトを作る工作は大人気で、順

番を待つ列ができるほどでした。 

 

また、ショー企画の会場では「キミのアタマもフル回転？！ くるくるびっくり☆まわる

のふしぎ！」と「キミと色とのかくれんぼ☆～光の科学みぃつけた！～」の２つのサイエン

スショーを交互に上演しました。どちらのショーも、ショーならではの大がかりな実験を行

い、お客様に楽しんでいただきました。さらに、ショーの合間の時間には「サイエンストー

ク with CAST」という新企画も行い、お客様と少人数単位で、科学おもちゃや実験を用

いながら CAST メンバーと楽しく科学のお話をさせていただきました。 

 

この３日間で約 11,000人のお客様にご来場いただき、

駒場祭委員会主催の「駒場グランプリ」にて学術部門

第２位をいただきました。次回の学園祭は５月に東大本

郷キャンパスにて行われます。是非ご来場ください。 

 

 また今季も、恒例の小学校でのサイエンスショーなどを多数行わせていただきました。詳しくは CAST ホーム

ページ「これまでにしたこと」をご覧ください。 
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東工大  

 Science Techno 

代表からひと言♪ 
工作・実験教室などのサイエンスコミュニ
ケーションを通じて、子ども達が科学に興味
を持つきっかけになるような活動をして行き

たいと思っています。 

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

東工大 Science Techno 
代表：岩﨑 謙汰（理学部情報科学科） 
顧問：大竹 尚登（大学院理工学研究科 教授） 

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

サイエンスアゴラ 
 昨年11月9日、10日にお台場の日本科学未来館の
周辺施設一帯を貸し切って開催された、『サイエンス
アゴラ』に出展団体として参加させていただきました。
サイエンスアゴラは、多様なサイエンスコミュニケー
ション（SC）活動が一挙に集う大規模な科学イベント
です。 

その他の活動 
 小学生を対象としたカフェ形式のイベントや教室形式のイベントに加えて、
11月には科学の甲子園に出場する科学好きの高校生への実験教室も行いました。
昨年は一年を通して、ショー型のイベントを行ったり、保育園児童から社会人ま
で幅広い層を対象にした活動を行ったりと、新しいことにたくさん挑戦してまい  

私たちのブースでは「摩訶不思議!!おもしろカガ
ク工作を作って遊ぼう」をテーマに、科学的にま
だ100%解明されていない不思議な事象に実際に
触れてもらおうということで、来場者の方々には
ベンハムのコマとブンブンゴマの工作を楽しんで
いただきました。他のSC活動を行う団体の方々
と交流することもでき、「横のつながり」が広
がったように感じられました。 

りました。こういった機会をいただ
けたことにとても感謝しております。 
 また、12月には最高学年であった
3年生の先輩方が引退されました。そ
して入れ代わるようにして、春には
新入部員が加わることと思います。 
大学生が運営するサークルですので
構成メンバーは毎年移り変わってい
きますが、サイテクは今後も活発な
活動を続けていますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

結晶タワー 

（11/16 洗足区民センターにて） 














