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↑星の進化・生物の進化を専門とする大学院生による講演の様子
東京大学理学系研究科・分野間交流グループ 0to1
ウェブ：https://sites.google.com/site/0to1sciencecommunication/home
メール：0to1.info@gmail.com
ツイッター ：@0to1

大学院生による分野横断型の研究発
表・交流会 “Science Front” を12月13日に
開催しました。今回で第4回目となりました。
この会は、科学を専攻する学部生・大学
院生や一般の社会人を対象に研究の臨
場感を伝えることを目的として開催してい
ます。Science Frontで講演者となるのは，
科学研究で実際に手を動かしている大学
院生です。そのような「科学の現場・最前
線に立つ大学院生による研究発表」を聴
くことで，参加者みんなで科学の現場の
「臨場感」を楽しもうという思いを込めて，
このScience Frontという名前がつけられま
した。
今回のテーマは「シミュレーションが解き
明かす宇宙と生命の歴史」とし、天文学・
生物学の最前線(= Front)に立ち，シミュ
レーションという共通の手法を用いてそれ
ぞれの分野の未解決問題に挑む大学院
生を演者としてお迎えしました。
千秋元さん(東京大学 大学院理学系研
究科 博士課程2年)による講演「コン
ピューターの中で創る宇宙誕生後間もな
い星」では、現在のような小質量の星が
形成されるようになった過程をコンピュー
ターシミュレーションで再現する様子や、
千秋さんが子供のころに目にした宇宙の

図鑑が今の研究に繋がっている点なども
お話しいただきました。
香曽我部隆裕さん(東京大学 大学院総
合文化研究科 博士課程2年) による講演
「進化と発生をつなぐ：計算機実験で探求
する生命の仕組み」では、多細胞生物の
進化発生の過程をシミュレーションで再現
する様子や、発生学が社会にどう受け入
れられてきたかという歴史についてお話し
いただきました。お二人とも音楽がお好き
ということで、研究を音楽になぞらえた軽
妙な講演をしてくださいました。
参加者からも質問や笑い声が絶えない、
双方向的な楽しい会となりました。
次回Science Frontは2015年7月に開催
予定です。ふるってお越しください。

参加者アンケートより
・このような講義の回数を増やしていただけ
るとうれしいです（公務員）
・スケールが異なる2分野の話を一緒に聞け
て良かった（会社員）
・普段全く触れないシミュレーションの世界を
知ることができた（大学院生）
・日ごろあまり勉強していない範囲だったの
で難しかったが面白かった（大学院生）

駒場祭
東大 CAST は、2014 年 11 月 22 日（土）～24 日（月）に開催された東京大学の学園祭「駒場祭」に出展し
ました。ブース形式及びショー形式の 2 企画で行いました。
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「光の科学、まがるの
フシギ。
」「きみは見ぬけるか!?こなのふしぎ」「空のふしぎ～知ってるようで知らない天気
～」
「アルミのある身のまわり」の、4 つのブースに加え、いくつかの実験の展示やブースに
ちなんだ工作を用意しました。連日多くのお客様にご来場いただき、どのブース、展示も好
評をいただきました。
ショー企画「なるほど体感！サイエンスショー＠駒場」では 2 種類のショ
ーを行いました。
「あなたにオトどけ！音のヒミツをさぐりまショー」では、
音をテーマに狭い教室ではできない大掛かりな実験を「サイエンスダイアロ
グ『宇宙の中の私たち』～それでも地球は回っている!?～」ではガリレオ・
ガリレイの著書『天文対話』をテーマにしたショーを行いました。また、同
会場では「サイエンスパーク」と題しまして、科学で遊べる、展示実験のコ
ーナーを設けました。ショーを上演していない間も、多くのお客様にお楽し
みいただけました。
この 3 日間で約 7300 名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」では学術部門 2 位をいただきました。次の学園祭は 5 月に本郷キャン
パスで開催されます。ぜひご来場ください。
また今期も、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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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。

SS10 周年記念式典 11月 2日
Science Station は東京大学木曽観測所で毎年行われる
「銀河学校」の卒業たちが中心となって 2004 年に設立
され、昨年設立 10 周年を迎えました。これを記念して、
昨年 11 月 2 日に東京大学駒場キャンパスにて記念式典
を行いました。多くの会員が集まり、にぎやかな会となり
ました。今後も様々な活動を通じて科学の面白さを伝え
ていきたいと思います。これからも Science Station をよ
ろしくお願いいたします。

*

*

*

ギャラクシティ木曽親子星空教室

10月12-13日

東京大学木曽観測所にて、小学生の親子計 19 人が参
加してギャラクシティ木曽親子星空教室を行いました。こ
れは今回が 2 回目となるイベントで、シュミット望遠鏡の
見学や実験、観望会を通して天文学に親しんでもらうこと
が目的です。実験では CD 分光器を作成して、光源によっ
て見え方が違う虹を興味深そうに観察していました。晴
天には恵まれませんでしたが、参加者の皆さんに楽しん
でいただけたようでした。

ギャラクシティ出前授業

*

*

*

10月26日

続く 26 日は足立区こども未来創造館ギャラクシティに
おいて、第 73 回となる出前授業を行いました。木曽親
子星空教室の参加者にとっては事後勉強会も兼ねていま
す。小学生の親子約 70 人を対象に、プラネタリウムを
用いて惑星をテーマにした講演を行いました。質疑応答
では講師の研究生活についての質問も寄せられ、最新の
研究に触れる良い機会となったようです。

詳細な活動紹介は web サイトで

▶▶▶

www.sciencestation.jp

サイエンスステーション

NPO法人

Science Station

活動報告 つづき
西原智佳子

ギャラクシティ木曽親子星空教室に参加して

Science Station
のイベントは
高校生を対象と
したものが多いの
ですが、この企画は小学生の親子
名古屋大学
理学部
物理学科 3 年

が対象だったため、いつも以上に
説明を丁寧にわかりやすくするこ
とを心がけました。参加者のみな

さんは普段触れる機会のないシュ
ミット望遠鏡を見学し、大きな望
遠鏡とドームが動く様子に歓声を
上げていました。また実験では子
どもだけでなく大人の方も真剣に
分光器を作っていろいろな光源を
見てみたり、講義の後には質問を
たくさんしてくださったりと楽し

*

*

そうに過ごされていたのが印象的
でした。晴天には恵まれず、木曽
の素晴らしい星空を見ていただけ
なかったことだけが残念でしたが、
科学の楽しさを感じていただける
二日間になったのではないかと思
います。

*

出前授業

11月7日

毎年恒例となっている松江北高校での出前授業を行い
ました。出前授業は通算で 74 回目となります。普通科お
よび理数科の 2 年生 150 人が天文学やコンピュータなど
の工学分野など 5 つのテーマの中から興味がある講義を

受けました。どの講義でも実験や実習があり、生徒たちは
実際に手を動かすことで講義の内容をよりよく理解したよ
うでした。

サイエンスカフェ
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*

*

月 8日

*

出前授業に引き続き、翌日はカラコロ工房において
松江北高校と共催でサイエンスカフェを開催しました。

こちらも毎年恒例となっていて、今回で第 10 回目を
迎えます。松江北高校の生徒たちによる研究課題の発

表と SS のメンバーによる 4 つトークを行いました。参
加していただいた市民の方々と一緒にお茶やお菓子と

ともに気軽に科学に親しむイベントになりました。

今後の活動予定

2月
3月

詳細な活動紹介は web サイトで

▶▶▶

SS 会議
銀河学校 | 東京大学木曽観測所
天文学会ジュニアセッション | 大阪大学
www.sciencestation.jp

サイエンスステーション

お茶茶の⽔水⼥女女⼦子⼤大学
環境科学倶楽部
11 ⽉月
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ひげ博⼠士の実験教室

ゆかり⾊色素の抽出(アントシアニン⾊色素の抽出)

⾝身の回りの酸性、塩基性の性質に理理解を深めました。今回はゆかりだけではなく、ナスのアントシアニン⾊色素を抽出
を試みました。

⼈人⼝口いくら

絵具で⾊色を付けた時と、⾷食紅で⾊色を付けました。絵具と⾊色素の発⾊色の仕⽅方の違いを、⼆二⾊色で⾊色を付けた⼈人⼯工いくらの
⾊色の変化から理理解しました。

12 ⽉月

ひげ博⼠士の実験教室

クリスマスカードを作りました。マーブリングで紙に模様をつけて、うずのでき⽅方を観察しました。リモネンの発泡
スチロールを溶解する性質を利利⽤用して、クリスマスにちなんだはんこを作ってカードにスタンプしました。

