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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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0to1 は東大理学系の大学院生を中心に活動している分野間交流グループです。
主に基礎科学にフォーカスして、科学と社会の関わりについて議論を通して学んでいき、
同時に学生や研究者同士のネットワークを作りたいと考え活動しています。
2013 年度からは新しく” Science Front” という分野間の研究発表交流会を年 2回の
ペースで開催して、分野間交流の輪を広げていっています。
以下に 2013 年度の活動を紹介します。

【Science Front】
Science Front は大学院生による研究発表交流会です。これまでに
「生命科学」「数物系科学」の 2つのテーマで開催し、多くの方に
お越しいただいています。次回の Science Front は
「フィールド系科学」というテーマで 7 月中旬に東京大学 
本郷キャンパスで開催予定です。詳しくはホームページをご覧ください。

【ランチセミナー】
メンバーの持ち回りにより、自分や周辺分野の
研究についての紹介をおこなっています。
(2013 年度のテーマ )「猿の人間性 -われら霊長類、
みな兄弟 -」「不変量と背理法」「ゲノムを編集する
~驚異の新技術 CRISPR~」「宇宙年齢が 138 億年に
なりました」など
【議論！時事問題】
メンバーが気になっている話題について、
基本的な報告ののち、全員で掘り下げていきます。
(2013 年度のテーマ )「東京大学推薦入試」
「オープンアクセス」「アメリカ政府停止と
科学界への影響」「PhDのキャリア選択」など

【若い研究者によるリレーエッセイ】
0to1 メンバーに限らず、多くの若手研究者に日頃感じて
いることについてエッセイを綴ってもらっています。
(2013 年度のタイトル )「朝カフェ」「チャイナなんて
どうよ？」「「学生」と「生徒」の使い分け」「吹いてきた
風をつかむ」「胃もたれ・吐き気のよいところ」など





 

 

（写真：2014年 3月 15日開催 春日部市青少年関連団体連携活動 - 光の色を混ぜる実験 ） 

 サイエンスストーリーショー「科学探偵」 
2014年 3月 15日に行われた春日部市青少年関連団体連携活動にて、光と色のサイエンスショー「科学探

偵ルクス」を初上演いたしました。怪盗カンデラから届いた挑戦状の謎にみんなで挑みながら、光や色の不思

議について様々な実験を通しつつ考えていくというストーリーショーで、お越しいただいた方々にも喜んでいた

だけたようです。 

東大 CASTの行うサイエンスショーは大半がいくつかのテーマを軸にした実験を行っていくタイプのショーで、

そこにストーリーも含めた演劇調のものは少ないです。しかし、ちょうど 1 年前頃に上演した「光通信スパイシ

ョー」というストーリーショーのように、反響の大きかったストーリー付きショーも少なくありません。そこで、主に

新 2 年生が中心となって、今回再び新たなストーリーショーの制作に挑戦しました。これにより CAST の活動

の幅をまた 1 つ広げることができたのではないかと自負しております。今後とも活動の改良・挑戦を続けてい

きたいです。 

尚、2014年 4月 20日に開催されました「まつど宇宙と科学の日」と「Tokyoふしぎ祭エンス」におきましても

同様の「科学探偵」ショーを上演いたしました。共にたくさんの方にお越しいただきました。ご来場いただきまし

た皆様、また各イベント関係者の皆様、誠にありがとうございました。 

 その他活動 

恒例のサイエンスショーや実験教室の開催、上に挙げましたストーリーショーや、再度被災地でのイベント

等を行いました。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。2013年度で 5周年を迎え

た東大 CASTですが、今年度も年間 100イベントを達成できました。皆様ありがとうございました！ 

 五月祭のご案内 

5月 17日（土）、18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す。 

CASTは例年と同じく「サイエンスミュージアム＠本郷」と題した「振動波動」「タンパク質」をテーマにした 2ブ

ース企画と、「サイエンスミュージアム onステージ」（サイエンスショー）の 2企画を出展します。例年に比べ体

験要素の増えた、楽しい企画を作っています。是非お越しください！ 
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東工大

Science Techno
MIFA国際フェスティバル
2月23日に目黒パーシモンホールで行われたＭＩＦＡ国際交流フェスティバルと
いうお祭りに参加させていただきました！
ネパール大使館や台湾民族舞踊など多くの団体から出展されていてとても賑やか

なイベントでした。

幼稚園イベント
春も近づく2月25日、ぶどうの木幼稚園にお邪魔してイベントをやらせてい

ただきました。ネタは紙と新聞紙でつくるフリスビー‼
フリスビーが飛ぶためには『回転』と、『おわん型』がポイントになってい

るというお話をしました。今はよくわからなくてもいつか大きくなったときに、
ふと思い出してくれたら嬉しいです。
こどもたちの反応はというと、みんなもくもくとお絵かきや工作をして、最

後には晴天の空の下、つくったフリスビーで大はしゃぎして遊んでくれて、私
たちまでとても楽しむことができました。

わたしたちサイテクは、[子どもコーナー]
にて、万華鏡の工作をカフェ形式で行い、
80人を超える子どもたちに万華鏡づくりを
楽しんでもらいました。
国際フェスティバルということもあって、

日本人だけでなく外国人のお客さんもいらっ
しゃって楽しんでくださり、科学の楽しさは
万国共通だということを実感しました。

ぜひ来年も参加させていた
だきたいと思います。



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

ケーションなどを通じて、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

い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見て下さい！）

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）

東芝未来科学館

この度、リニューアルオープンした東芝未来科学館でも、さっそくたくさんの
イベントをやらせていただいております！
春休みには、毎週末、1日5回というスケジュールで磁石を使ったコンコンキツ

ツキ、厚紙でつくるトコトコ馬、筒状の分光器…などの工作教室を開き、参加者
の数は延べ約600人にも及びました！本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも、この東芝未来科学館のますますの盛り上がりに少しでも貢献でき

れば幸いです。

分光器を光に向けて
覗いてみると…?

磁石のＳ極とＮ極の説明中

班発表会〈2014春〉
私たちの活動には学祭やイベントの開催とは別に、既存のネタに加え、新しい工
作や実験を開発する、班活動というものがあります。春休みにその報告会として班
発表会を開いたので、すこしご紹介したいと思います。
今回参加したのは、ウィンドカー班、ガリレオ温度計班、紙飛行機班…など全8

班！どの班も、発表の完成度が高く、聞いているだけで面白い、とても充実した会
になったと思います。これからも、引き継いだものにも磨きをかけながら常に進化
し続けるサイテクでありたいと思います。

今
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プラ板班
活動報告!!



学部生 15 人、院生 13 人

0to1.info@gmail.com

國光 太郎

出前授業、銀河学校、
サイエンスパートナーシッププログラム、
ジュニアセッション、研究室見学

佐々木彩奈










