大学生や大学院生がおこなう
科学コミュニケーション
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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
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指している。

活動紹介:
・CAST! ....................................................!p.1
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・Science Station! .....................................!pp.3-4

本冊子に関するお問い合わせ

四季報事務局<students-copa@googlegroups.com>

駒場祭 2015
東大 CAST は今年も 11/21(土)～11/23(月・祝)に開催された東京大学の学園祭「駒場祭」に出展いたしま
した。サイエンスショー企画「なるほど体感サイエンスショー＠駒場」と科学館企画「なるほど実感サイエンスミ
ュージアム＠駒場」の 2 企画を行いました。両会場合わせて両会場で約 1 万人のお客様にご来場いただきま
した。ありがとうございました。
科学館企画では「縁の上の力持ちを探せ！かたちの科学」「どこからくるの？
光のもとを探す旅」「探求！あなたのまわりの力の秘密」と題して、それぞれ「構
造・建築」「発光」「力」をテーマとした 3 つの実験ブースを用意したほか、各種の
実験展示を行いました。また、会場では実際に工作や観察を体験していただき、
多くのお客様にお楽しみいただけたようでした。
サイエンスショー企画では「食欲の秋！駒場祭の秋！サイエンスの秋！東大
ＣＡＳＴのサイエンスショー！」「シビれる体験！偉人直伝、電磁気の科学」と、料
理と電磁気というテーマのサイエンスショーを上演致しました。どちらも過去に例
のない新しいサイエンスショーとなり、多い時には立ち見が出るほどの人気でし
た。
さらに、今回はサイエンス謎解き企画「ScienceMission」を行いました。科学の
力を使い、両会場に用意された課題を特定数以上解決すると景品がもらえる、というものでしたが、好評をい
ただき、多くの方に楽しんでいただけたようです。
東大 CAST は、駒場祭の人気投票企画「駒場グランプリ」の学術文化・販売部門で 3 位をいただきました。
ありがとうございました。次の学園祭は本郷キャンパスで行われる「五月祭」です。ぜひご来場ください。
その他の活動に関しましては、東大 CAST の WebSite をご覧ください。
Web Site: http://ut-cast.net
E-mail: info@ut-cast.net
Twitter: @ut_cast

| Oct. - Dec. 2015 |
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NPO法人

活動報告

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。

星の教室 岡崎北高校 7月 23-24日
7/23-24 に愛知県立岡崎北高等学校コモン
サイエンスコースの 2 年生（40 名）が「星の
教室」に参加しました。「星の教室」は東京大
学木曽観測所で定期的に行われている高校生
向けの天文実習です。今回は「銀河から来る
光の赤方偏移」というテーマで実習を行いまし
た。
実習中、解析の方法の理解や使い慣れない
関数電卓を使うのに四苦八苦しつつも、どのグ
ループも生徒同士で教えあい協力して答えを導
き出そうとしている姿が印象的でした。また、
生徒からの質問には物理に限らず化学や生物
などの知識と絡めたものが相次ぎ、この実習を
通して科学的に考えることの面白さの一端を味
わうことができたのではと思います。

*

星の教室 木曽青峰高校 8 月 3-4日
8/3-4 に東京大学木曽観測所で、木曽青峰
高等学校理数科 2 年の 32 名を対象に天体観
測実習「星の教室」を開催しました。今回は「宇
宙の年齢を求める」というテーマで実習を行い
ました。
1 日目には講義と実習が行われ、宇宙の年
齢を求めるのに必要な銀河の大きさの測定方法
を各班ともしっかりと検討していました。実習と
並行して夜空の観望会も行い、生徒たちはとて
も楽しんでいる様子でした。2 日目の発表会と
まとめの講義では発表会ぎりぎりまで議論する
班もあり、妥協せず考察しようとする姿が印象
的でした。自発的に質問する生徒もみられ、互
いの理解を深める一助になったと思います。
*

*

ウェブサイト「ソーシャルエンジニアリング」で紹介されました

ウェブサイト
「ソーシャルエンジニアリング」
で Science Station の活動が紹介されました。
「大学生・
大学院生が” 生きた” 科学を出前授業」というタイトルで、Science Station の発足のきっかけや今
まで行ってきた活動について記事になっています。
ぜひご一読ください。(URL：http://www.social-action-ring.org/detail/detail-1244/)
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
サイエンスリンク

8月15-16日

8/15,16 にお台場の日本科学未来館で行われた
第 7 回サイエンスリンクに出展しました。サイエン
スリンクには 3 年連続での出展で、たくさんの小学
生の親子連れに参加していただきました。今年は
参加者に分光器を作ってもらい、それで LED、白
熱電球、ナトリウムランプなどの様々な光源を見て
もらう実験を行いました。分光器作りに苦労してい
る子供もいましたが、分光器を完成させると楽しそ
うにいろいろな光源の光を見比べて見え方の違い
を話し合っている姿が印象的でした。
*

*

*

星の教室 屋代高校 8 月 28-29日
今年度 3 回目の「星の教室」は 8/28,29
に長野県屋代高等学校の 2 年生 34 人を対
象に東京大学木曽観測所で開催しました。
今回も「宇宙の年齢を求める」ことを目標と
した実習を行いました。
宇宙の年齢を求めるために必要な「視角」
の概念を理解するのに少し苦労しているよう
でしたが、講師や TA に教わりながら課題に
取り組んでいました。また、実習の目標であ
る宇宙の年齢の求め方について各班で活発
な議論が繰り広げられ、実習の時間後にも議
論を続けている班も見られました。最終日に
はどの班も発表方法を工夫して自分たちの考
察結果をわかりやすく説明していました。

今後の活動予定

1月
3月

詳細な活動紹介は web サイトで

▶▶▶

星の教室 | 東京大学木曽観測所
天文学会ジュニアセッション | 首都大学東京
銀河学校 | 東京大学木曽観測所
www.sciencestation.jp

サイエンスステーション

