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 第 5回サイエンスリンク 出展 

2014年 8月 16日(土)、17日(日)に日本科学未来館にて開催されました「第 5

回サイエンスリンク ～カガクの星をつなげよう！！～」に、今回も出展させて

いただきました。この度は、吸着に関するものと錯視・錯覚・目の見える仕組み

に関するものとの 2つのサイエンスブース、及び、光のサイエンスショーの 3企

画を出展いたしました。 

今回サイエンスショーの企画・運営は、上級生の指導の下、1 年生が主に行いました。自分でイチからショ

ーを組み立てて実践する経験は、これからのCASTを担う彼らにとって良い経験になったのではないかと思い

ます。 

 富山県での出張実験教室・サイエンスショー 

CAST初の取り組みとしまして、2014年 9月 16日(火)～21日(日)の 6日間に

渡り、富山県の小学校や科学館での出張実験教室・サイエンスショーを行いま

した。実験教室では小学校 10校を回り、CASTお馴染みの空気に関するショー

を披露しました。土日には富山の科学館のイベントに参加し、富山大学のサイ

エンスフェスティバル・天文同好会の皆さん・科学館の皆さんとともに、様々な企

画を実施しました。 

遠方で 1 週間ほど連泊しながらの企画という初めての試みでしたが、富山の方のご協力もあり無事終え

ることができました。是非今後とも、CASTの活動の幅を広げていきたいと思います。 

 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。また、2014年 11月 22日(土)～24日(月・祝)に開催される東大の学園

祭「駒場祭」に今年も出展予定です。是非ご来場くださいませ。 



NPO法人 Science Station
Science Stationでは未来の科学者を目指す大学生・大学院生が主体となり、出前授業や
多様な科学セミナーなどの活動を通して、現在進行形の科学を伝えています。

活動報告

SSは今年で設立10周年を迎えました。
　Science Station (SS) は東京大学木曽観測所で毎年行わ
れている天文学体験セミナー「銀河学校」の卒業生たち
が中心となって 2004 年に設立されました。銀河学校へ
の TA派遣に始まり、現在は活動の幅を大きく広げてき
ました。そんな SS も今年で 10周年を迎えました。こ
れからも様々な活動を通して、多くの人にサイエンスの
面白さを伝えていけるよう邁進して参ります。
　この度、設立 10周年を記念して特設web サイトを立
ち上げました。こちらもどうぞよろしくお願いします。
URL: sciencestation.jp/events/SS10th/index.html

写真は第３回（木曽青峰高校）の集合写真

星の教室
　東京大学木曽観測所にて、2014 年第２回目 (8 月 5-6
日 ) および第３回目 (8 月 29-30 日 ) の星の教室を行い
ました。対象は第２回目が長野県木曽青峰高校理数科の
２年生 37 名、３回目が長野県屋代高校の２年生 34 名
です。星の教室は一泊二日で、講義と実習を通して、視
角の概念を学び、銀河までの距離を推定し、宇宙の年齢
について考察するプログラムです。
　105cm シュミット望遠鏡の見学では、巨大な望遠鏡に
驚きながらも、技術職員の説明を真剣に聞く様子が印象
的でした。また、どのグループもチークワークが良く、と
ても積極的に実習を行っていました。

8月5-6日/8月29-30日
*    *    *

出前授業
　国立天文台・天文学教育センターにて、横浜緑ヶ丘高校の生徒た
ちを対象に、68 回目となる出前授業を行いました。天文台展示室
の模型やパネルの見学に続いて、4D2U シアターで最新の研究成果
に基づく美しいシミュレーション映像を鑑賞しました。迫力の映像に
「宇宙旅行をしているようだった」など感嘆の声が上がりました。構
内見学に続く講義では、最先端の天文学研究の紹介、星の進化と元
素合成、最遠方ブラックホールなどの話を熱心に聞き入る様子が印
象的でした。

7月18日

サイエンスステーション詳細な活動紹介はwebサイトで ▶▶▶ www.sciencestation.jp



NPO法人 Science Station
活動報告 つづき

11 月 10 周年記念式典 | 東京大学駒場キャンパス
 出前授業 | 島根県松江北高校
 サイエンスカフェ in 松江
12 月 新入生勧誘プロジェクト “HARU” 始動

今後の活動予定

出前授業
　足立区こども未来創造館ギャラクシティのプラネタリウムで第
69回出前授業を行いました。第一部では『一番近い宇宙』をテー
マに、宇宙の階層やレーザーについてクイズや実演を交えてお
話しました。第二部では東京大学木曽観測所や観測所の望遠鏡、
観測者の生活などを紹介しました。質疑応答では、天文学者に
なるにはどうすればよいのか、といったものや木曽観測所の望遠
鏡に搭載された最新のカメラについての質問などが寄せられ、多
くの方に興味を抱いていただいた実感が得られました。

9月23日

10月7日出前授業
　東京大学本郷キャンパスにて島根県立松江北高校理数科の
２年生 39名を対象に第 70回目となる出前授業を行いました。
　第一部では情報社会を支える記憶装置や磁性体や半導体と
いった材料について講義を行い、実習ではハードディスクドライ
ブの中にどれくらい大きな情報が記録できるのかを計算してもら
いました。また、電子回路を用いて半導体の性質を実感しても
らいました。
　第二部ではユニバーサルデザインについて、実習を交えて授
業を行いました。特に、誤飲防止の為に苦みをつけた幼児用
のおもちゃなど視覚的なデザインだけでなく味覚によって誤飲防
止がデザインされている事例などに関心を持ったようでした。

大久保 瑞希
明星大学  理工学部
総合物理学科
物理学系 3 年

*    *    *

　　　　　　　　　今回の星の教
　　　　　　　　　室 で は、生 徒
　　　　　　　　たちが各自知恵
　　　　　　　を出し合い、役割
分担をしながら宇宙の年齢を求め
ているのが印象的でした。今まで
に扱ったことのない大きな数や、
複雑な計算方法に少し戸惑いなが

らも懸命に取り組んでいました。
いくつかの方法で宇宙の年齢を求
めている班が多く、どの値が一番
的確なのかを討論している様子が
多くみられました。また、なぜそ
の値が的確だと思ったのかの理由
まで討論していました。そこで、
各班様々な疑問を抱いていました。

　どの班も、宇宙年齢が大体同じ
で大きなずれはありませんでした。
実際の宇宙年齢を発表されたとき、
自分たちが求めた値とほぼ一致し
ていたことに驚いている生徒も何
人か見られました。生徒たちにとっ
て充実した 2 日間になっていれば
幸いです。    

星の教室 （8月 5-6 日） に参加して

*    *    *

サイエンスステーション詳細な活動紹介はwebサイトで ▶▶▶ www.sciencestation.jp



東工大  

 Science Techno 

工大祭2014 
10月11,12日に東工大の学祭である工
大祭が開催されました。サイテクは、
展示企画のサイエンスシティと工作教
室のサイエンスカフェを出展しました。 

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） 

ほたる祭り 
7月13日(日)にめぐろパーシモン
ホールで開催されたほたる祭りに参
加しました。ウィンドカーとマック
スウェルのこまの工作をカフェ形式
で行い、ウィンドカーは55個すべ
て、マックスウェルのこまは約90
個売ることができ、大盛況でした。 

サイエンスリンク 
8月16,17日に日本科学未来館にて行われたサイ
エンスリンクに今年はカフェ形式でエコーマイク
を出展しました。エコーマイクは新ネタだったの
ですがとても好評で、出展団体内投票でグランプ
リをいただくことができました！SC活動をする他
団体の様子を見たり交流することもできて私たち
自身もとても楽しめたイベントとなりました。 

サイエンスカフェ 
サイエンスカフェでは、４つの新作を含めた全６種類の
工作を用意し、カフェ形式で工作教室を開きました。嬉
しいことに２日とも大盛況で、スタッフが足りない場面
も度々あり、最終的には準備した材料がすべて売り切れ
ました。 

サイエンスシティ 
こちらはその名の通り会場全体を街になぞ
らえて、街をぶらつく感覚でいろいろな科
学の姿を覗いてもらおうという企画でした。
9つのブースが銭湯や気象台など街の一部
となって化学,気象,数学などをテーマに子ど
もから大人までみなさまに模型などを使い
ながらその原理や現象を体験してもらいま
した。 

工大祭2014グランプリ獲得 

学生企画部門1位 ＆ 総合グランプリ 獲得 
二日間の延べ来場者数はサイエンスカフェが約700
人、サイエンスシティが約1800人に及び、大変多
くのお客さまにご来場いただきました。お陰様でな
んと私たちサイテクが、工大祭の人気投票でグラン
プリを頂くことができました。これが、来てくれた
多くの子どもたちが笑顔になって帰ってくれた結果
だとすれば私たちにとってこれ以上に嬉しいことは
ありません。 
これからも部員一同一致団結してネタの開発・改良
や子ども向けのイベントの実施等、精力的に取り組
んでまいります。今後ともサイテクもどうぞよろし
くお願いします。 

↑↑エコーマイク 
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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

Koki MURAOKA


Koki MURAOKA
 蒋 男

Koki MURAOKA
東京大学教養学部
統合自然科学科物質基礎科学コース










