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東北大学大学院生へのEXPORT成功
BAP-system export
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：BAP 2010年度副代表　安藤康伸
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東北大へ提供した経緯
　夏の学校や学会発表などを通
して、BAPに興味を持ってくれた
大学院生のうち、天文や物理を
専門とする東北大学所属者が４
名集まりました。そこで出張授
業を行う団体が発足しました。

東北大　物理A棟から見た仙台市の町並み

事業実施までの流れ
2010/4   skypeで初顔合わせ
2010/5   高校との交渉開始 

2010/8   授業実施決定
2010/10 第一回練習会
2010/11 第二回練習会・本番
2010/12 反省会

BAP-system exportとは
BAPがこれまでに培ってきた

出張授業のノウハウを、他の大学
の学生に提供する事で、出張授業
活動を全国の大学院生に広げてい
くことを目的とした企画です。こ
の企画を通して「大学院生が出張
授業を行う」ことが全国の大学院
生の文化となることを願っていま
す。

実施された授業詳細
実施時期 : 2010/11 

場所        : 福島県　出身高校
対象        : 高校１年 240名
時間　　 :  60分（質疑含む）
タイトル : 素粒子実験で
                 宇宙のはじまりを探る
東北大メンバーが補助のため同行

Exportの詳細
　私たちはsystem exportをす
る際、 団体の理念・目的を無理
に共有することはせず、出張授業
を行うノウハウをきちんと提供
する事を心がけています。私た
ちは広く全国で授業を行う事を
目標としている一方で、東北大
学のみなさんは地域に密着した

形で行いたいとのことでした。
このようにモチベーションは双
方で異なりましたが、「高校生
に学問の面白さを伝えたい」と
いう気持ちは共通していまし
た。この気持ちを大切にし、彼
らのモチベーションの元で、よ
り良い授業を実現することが重
要だと考え、今回の企画を進め
ました。
　今回exportした中身は、
1.  出張授業虎の巻の提供
2.  高校との交渉のアドバイス
3.  練習会の共同開催
4.  反省会の共同開催
です。すべて、BAPに登録して頂
いた講師の方に提供しているも
のをそのまま提供しました。ま
たexportは遠距離のためskype
やメールを基本的に利用して行
いました。

Exportを終えて
 System exportの結果、無事授
業を終えられた東北大の皆様か
ら、マンパワーさえ整えば今回の
system exportの仕方で問題はな
いとの感想を頂きました。今回の
ように近くで出張授業を行いたい
人が集まれば、どこでも可能で
す。大学を問わず、今後出張授業
をしたい、という方は是非ご連絡
ください。一緒に出張授業を広げ
ていきましょう！

BAP 公式HP : 

http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/
bap/
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科学をもっと楽しむ 

ハテナくん →

会場は？　　 

　京大の近くの「カフェ進々堂」です。 

時間帯は？　 

　土曜の昼下がり、年４回やってます。 

お客さんはどれぐらい？　 

　20人前後です。 

どんなスタイル？　 

　テーマに沿った遊びも入れつつ、なごやかなおしゃべりができ
る雰囲気づくりを目指しています。 

井戸端サイエンス工房の活動について 

○サイエンス・カフェ 

○呑みながら講義 

現在は、主に２つの「科学をもっと楽しむ」活動を行っています。 
今回はその活動について少しだけご紹介します。 

会場は？　　 

　京都中心部のバー「Loki ACADEMICA」です。 

時間帯は？　 

　平日の夜９時から開始、月１回やってます。 

お客さんはどれぐらい？　 

　20人弱です。 

どんなスタイル？　 

　“せんせい”のお話を1時間ぐらい聞いた後で、熱い議論が夜中ま
で続きます。 

井戸端サイエンス工房は、学生を中心にした多
様なメンバー構成で、さまざまな「科学をもっ
と楽しむ」活動を行っています。 

井戸端サイエンス工房 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最近のサイエンスカフェから 
第18回 「岩石の記憶」 
2010年10月16日（土）14:00-15:30 
ゲスト：石川 尚人さん（京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授）  

昔の地球を調べるコンパス。 
それは私たちの足下にある岩石です。 

岩石に刻み込まれた地磁気の方向をたどると、
大陸が動いてきた様子が分かります。 

大昔の地球の姿を想像してみましょう。 

←ゲスト石川さんが「大陸の移動」
について説明しました。 

テーブルで協力して→ 
古大陸パズル作り。 

←最後にゲストお手製の「無定位磁力
計」を使って、「岩石の磁化」を測定。 

□当日の様子 
銀杏と金木犀が香る秋の昼下がり、少し肌寒くなってきた進々堂のテラスで18回目のサイエンスカフェ
がスタートしました。 
今回のテーマは「岩石の記憶」。タイトルから既に心惹かれるオーラが出ていますね。ゲストは京大の
石川先生です。参加者皆さんで「石川さーん！」と呼ぶと、客席から半袖姿の石川先生、もとい石川さ
んの登場。寒くないのかな…。 
最初に石川さんが探索に行った南極の石に見せて頂きました。そして、かつての地球の大陸は今と違う
形をしていたというお話。今回の仕掛けはこれに関連して、昔の地球の大陸パズルです。なかなか難し
かったようでした。スタッフも組みあげるのにだいぶ時間かかりましたからね。 
大陸パズルが終わると、方位磁石が出てきました。更にスコーンと飲み物も運ばれてきて、なんだか
テーブル上が賑やかです。方位磁石を縦向きに置くと、緯度がわかるとの事。なるほど…。スコーンを
食べるのも忘れて、話に熱中です。休み時間も熱心な参加者の皆さんに、先生は質問攻めでした。今回
のカフェは初参加の方が多かったのですが、賑やかになってよかったです。やっぱり直接話せるのがサ
イエンスカフェの魅力ですね。 
後半は本題の、岩石が形成される時に、当時の地球の地磁気の影響を受けて磁化するというお話。これ
を測定することで岩石の当時の地球上の位置がわかるという訳です。最後に石川先生お手製の無定位磁
力計を見せて頂きました。実際に岩石の磁場によってレーザーが動くとなかなかどきどきします。この
中に、太古の地球が眠っているのか…。 
お客さんも先生も私達も楽しく過ごせて、すてきなカフェでした。今回のカフェをきっかけに科学に親
しんでもらえたらな、と思います。 

反省会。→ 
今回も楽しいカフェでした。 
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KSEL の活動第一弾として、つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス駅」駅前の柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）にて、

駅前出張サイエンスカフェが開催されました。この企画は KSEL と UDCK が主催し、東大柏キャンパスとの連動企画という形で

開催しました。当日は、KSEL メンバーの東大大学院生の他に、柏の葉高校の高校生達にもスピーカーとして参加してもらいま

した。東大柏キャンパスの一般公開との連動企画ということもあり、台風の近づく中にも関わらず、約 40 名もの方が参加され

に参加していただき大盛況となりました。

平成 22 年 10 月 -12 月 主要活動報告

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ ( 以下 KSEL) は 2010 年 6 月に発足した、

科学教育活動を通じて地域の活性化を目指す団体です。

私たちは、柏の葉地域にある小中高校と連携しながら、科学的な思考を学ぶ場を提供します。

10 月 30 日 ( 土 ) 駅前出張 サイエンスカフェ！

12 月 21 日 ( 火 ) 皆既月食観望会 @@@ららぽーと柏の葉
ららぽーと柏の葉屋上庭園で行われた皆既月食観望会に協力しました．この企画は KSEL メンバーの羽村

が企画し，ららぽーとマネジメント株式会社，国立天文台，柏の葉高校，KSEL の協力の下に行われました．

KSEL からは関谷・中村・羽村の参加でした．この日は望遠鏡を用いて皆既月食を観望する予定でしたが，

あいにく月は分厚い雲に隠れてしまい，月食を拝むことはできませんでした．しかし，柏の葉高校情報理

数科の 1年生達は非常に元気良く，次回 2011 年 6月の月食にも思いをはせていました．また，高校生と

KSEL メンバーの交流を深めることもでき，今後につながる会になったと思います．

12 月 26 日 ( 日 ) 子ども科学教室 @@@さわやかちば県民プラザ
さわやかちば県民プラザで開講された，子ども科学教室に協力参加しました．

この企画は高校生が講師として小中学生に科学をレクチャーする，という講座で，KSEL では柏の葉高

等学校の1年生が講師を務めた「スペクトルの実験」に向け，準備をお手伝いする形で協力参加しました．

当日は，初めは緊張していた高校生達も，次第にリラックスして講義を行えるようになり，最後には

達成感を満喫できたようです．参加した小学生にも笑顔のあふれた講座となりました．

プログラム
■「手作りロケット 一番飛ぶのは誰？」
　長谷川 洋輝 / 宮下 隼（柏の葉高校・情報理数科 1年）
■「ヨーグルトの腸を整えるはたらき」
　飯田 結香莉 /脇 桃香（柏の葉高校・情報理数科 2年）
■「にぎれる液体水と粉のMagic」
　斉藤 真奈 / 藤家 咲（柏の葉高校・情報理数科 2年）
■「ものの『浮く・沈む』の不思議」
　吉田 泰輔（東京大学大学院 新領域創成科学研究科
　物質系専攻 修士課程１年）
■「抽象画で描く物理のまなざし」
　江本 伸悟（東京大学大学院 新領域創成科学研究科
　先端エネルギー工学専攻 修士課程２年）

写真：高校 1年生は未習の分光（物理）について事前に高校生にレクチャーする KSEL の江本／当日，子ど
もたちを前に道具を使って分光器の仕組みをわかりやすく説明する高校生達

KSEL では、柏の葉高校で高校生と一緒に、お客さんに楽
しんでもらう工夫を相談し、事前に実験を繰り返しまし
た。お客さんにうまく伝えられるよう、高校生達は非常
に細かいところまで心を配り、入念に準備していて、
KSEL の大学院生達も感心させられました。

-4-  KSEL



NPO法 ⼈人

URL:http://www.sciencestation.jp/ 

since 2004 

中⾼高⽣生を中⼼心に
本物のサイエンスを！

⽇日本全国、80名程 　
の学⽣生が活動に参加。

多くの活動と 　 　 　 　
活動形態があります。

東京⼤大学などの 　 　
協⼒力力を得ています。

年 　 　 　⽉月 　 　 　⽇日（ 　）

授業テーマ例	  



活動紹介

⼤大 　学 　⾒見見 　学

今 　後 　の 　予 　
定

URL:http://www.sciencestation.jp/ 

年 　 　 　⽉月 　 　 　⽇日（ 　）
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URL:http://www.sciencestation.jp/ 

年 　 　 　⽉月 　 　 　⽇日（ 　）

紙飛行機から宇宙へ	
金澤　慧さん　総合研究大学院大学 
　　　　　　　　 　　物理科学研究科宇宙科学専攻	

授業紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



ビブリオバトル
　ビブリオバトルは、各人一冊ずつ本を持ち寄って持ち時間 5 分の書評を行い、ど

の本が一番読みたくなったかという基準でチャンプ本を決定する書評カフェです。

Scienthrough では、毎月一度ビブリオバトルを行うことで、本を通じた人のつながり

を形成しています。2010 年秋には、大阪大学の大学祭『まちかね祭』の公式行事として、

大阪大学附属図書館、大阪大学未来基金、大阪大学生活協同組合、株式会社ジュンク堂

書店の協力のもと、ビブリオバトルを開催しました。

　10 月 14 日にまちかね祭の本戦へ向けた予選会を挙行。6 名の学生が自身のバック

グラウンドや個性を活かした書評を発表し、戦いは熾烈を極めました。その中から審査

員によって選出された 3 名が学生バトラーとして本戦への出場権を獲得しました。

　11 月 6 日、本戦の「まちかねビブリオ」は三部構成で行われました。第一部のビブ

リオバトルでは、予選会を勝ち抜いた学生バトラー 3 名に加え、ゲストバトラーとし

て浅田稔教授 ( 大阪大学大学院工学研究科 )、大竹文雄教授 ( 大阪大学社会経済研究所 )、

菊池誠教授 ( 大阪大学サイバーメディアセンター ) にご参加いただきました。第二部で

は、特別ゲストとして大阪大学総長の鷲田清一教授にお越しいただき、本にかける思い

を語っていただきました。第三部では、総長とゲストバトラーによる総合討論。ひとく

ちに読書と言っても、人それぞれのスタイルがあることを感じさせる場でした。

　11 月半ばからはビブリオバトルも通常営業に戻り、11 月 19 日に第 17 回、12 月

17 日に第 18 回のビブリオバトルを行いました。高校生が自分たちの団体の活動に活

かしたいと参加するなど、参加者も多様化してますます面白くなってきている模様です。

　

　合同研究交流会、通称合ケンは、大学院生が自分の研究の魅力を語り、そ

れをネタに発散的な議論を行うという異分野交流の場です。第 3 回合ケンは

2010 年 11 月 26 日に大阪大学豊中キャンパスで、第 4 回合ケンは 12 月 14

日に同大学吹田キャンパスで行われました。恒例になりつつある最初のお絵か

き自己紹介 ( 参加者がそれぞれ A4 の白紙に “ 平均的な一日を円グラフで ” と

いったテーマに沿ってイラストを描き、それを見せながら自己紹介をする ) か

ら盛り上がりを見せました。アットホームな雰囲気の中、普段はなかなか聞け

ないような素朴な質問から、様々な議論が展開していきました。第 1，2 回同

様参加者の満足度は非常に高く、「ディスカッションが楽しい」「気軽に質問で

きる雰囲気が良かった」といった意見が寄せられました。

手塚太郎が阪大にやってきた！
　「やってみよう精神」の涵養を目的として設立された「やってみよう研究所」

の所長、手塚太郎氏の講演会を 11 月 10 日大阪大学豊中キャンパスで行いま

した。手塚氏にお話しいただいたのは、「やってみよう研究所」の活動内容。

阿部公房の小説「箱男」をダンボールをかぶって街中で実践したことや、人力

車を真似て観光客を車イスに乗せて京都の街を走る「人力車イス」、視界が上

下逆さに見える「逆さメガネ」、淀川河川敷や公園で採集した昆虫を食べたこ

と、猟師の人たちと一緒に鹿狩りに行ったこと、軍艦島での一泊旅行、北朝鮮

への旅行、学生時代における左翼活動や、右翼の街宣車に乗せてもらったこと、

TMS（Transcranial magnetic stimulation 経頭蓋磁気刺激法）を体験したこと、

長崎の隠れキリシタンを訪ねる旅などさまざまな話をしていただきました。手

塚氏が目をきらきらさせながら熱く語る姿が印象的で、終始驚きの声や笑いの

絶えない講演会でした。

サイエンスルー http://scienthrough.qee.jp/

Scienthrough は、大阪大学を中心にサイエンスコミュニケーションを行う学生団体です。
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東京大学法科大学院出張教室	 

 
法科大学院出張教室ホームページ http://www.utsl.ne.jp/shuccho-class/  

 

私たち出張教室は、一言で言うと、法教育を実践する団体です。主に、中学

校及び高校に出向き、出前授業を行います。 

私たち出張教室が目的とするところは、大きく分けて二つあります。一つは、

私たちが中高生に法律を教えることにより、自分たちが法律を学ぶということ

です。学んだことを身に付けるために、教えるという行為はとても大切なこと

であると思います。東京大学法科大学院に身を置く私たちは、素晴らしい教授

陣と向上心溢れる友人に囲まれ、法曹になるための勉強を日々重ねています。

その私たちが学習した法律知識を、中高生に伝えることによって習得するとい

うことは、私たちにとって、非常に有意義なことであると考えています。もう

一つの目的は、中高生に法教育の場を提供することです。前述の通り、私たち

は非常に恵まれた環境で勉学に励んでいます。そこで得たものを感受性豊かな

中高生に伝えていくことは、私たちの使命であるように思います。今日本では、

裁判員制度が導入されたことにより、20 歳以上の人間であれば、原則として誰
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でも、裁判員として法廷に立つことになる可能性があります。また、私たちの

授業を受けんとする中高生の中には、将来法曹になることを目指す人もいるか

と思います。そうした中高生に対して、法教育の場を提供することは、非常に

大切なことであると思います。 

私たちの年間活動日程としては、以下のようになっています。 

4 月   ロースクール入学 

5 月   出張教室参加者募集、確定、引き

継ぎ 

6 月   班分け 

7 月～翌年 1月 班毎に受け入れ先と交渉、準備 

2 月～3月     授業実施 

私たち法科大学院生の本分である勉学をおろそかにしないよう、1年間掛けてゆ

っくり準備し、授業自体は学年末試験終了後に行うことになっています。 

 また、私たちは出張教室 7期生なのですが、5期生が出張教室についての本を

著し、商事法務から出版されています。興味がある方は御覧になっていただけ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

←『ロースクール生が、出張教室。法教育へ

の扉を叩く９つの授業』(商事法務より発売中) 
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修学旅行生への授業 in 本郷キャンパス(私立共愛学園

高校) 

２０１０年８月３日には、修学旅行で東大本郷キャンパスを訪れた、共愛学園高校(群馬

県)の１年生の皆さんに刑法の正当防衛をテーマに授業を行いました。 

 

＜生徒アンケートを受けて＞ 

・アンケートでは、難しい内容をわかりやすく説明してもらえてうれしかったという意見

が多くみられました。短い時間で参加者に理解してもらいやすいよう、説明することを

絞って、検討する際のポイントとなる相当性の説明に時間をとって丁寧に説明できたの

が、功を奏したものと考える。また、事案の説明の際の実演やパワーポイントもわかり

やすかったとの評価が多かったです。 

・事案の検討に入る前の有罪・無罪の判断と検討後の判断が変わった生徒の意見が聴けた

らよかったように思いました。 

・事案の検討中・検討後の解説で、様々な考え方があって、答えは１つではないというメ

ッセージを強調したことが、意欲的で自由な議論を活発化させ、生徒たちの法律に対す

る興味・関心を高めるのに貢献していたように感じました。 
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ＯＢＯＧ会 
 二〇〇四年の法科大学院設立当初から代々活動を続けてきた出張教室も、私

たちの代で七代目となり、ＯＢＯＧを含めると組織の規模はかなりのものにな

ってきました。 

 そこで、昨年六月には、第一回目となる出張教室のＯＢＯＧ会が開かれまし

た。 

 当日は、私たち現役世代はもちろん、すでに弁護士・検察官・裁判官として

実務の第一線でご活躍の先輩方、顧問の大村敦志教授（民法）、同じく顧問の鈴

木啓文弁護士も出席。昨年度の先輩方による、二〇一〇年の出張授業の活動報

告もあわせて行われ、私たち現役世代にとっては、実務の中で法教育の経験が

どうかかわってくるかというお話や、授業に向けてのアドバイスなどをいただ

く、良い機会になりました。また、ＯＢＯＧの先輩方にとっては、久々に同期

が一堂に会する同窓会のようなひとときでもあったようです。 

総勢約六○名の参加をいただき、会は大いに盛り上がりました。 

 

東京第二弁護士会法教育委員会イベントへ

の参加 
夏休みには、出張教室ＯＧの弁護士による法教育の模擬授業に、モニターと

して生徒役で参加をしました。 

市民に向けた法律の授業は、なにも私たちだけが行っているわけではありま

せん。じつは、裁判所や弁護士会も、それぞれ内部に法教育にかんする専門組

織を設け、市民に対する法教育活動を行っています。今回私たちが参加したの

は、東京第二弁護士会の法教育委員会による、教員研修向けの授業のリハーサ

ルでした。 

授業の内容は、ゴミ出しルールをめぐる団地の住民自治会での話し合い、と

いうロールプレイングを通じて、トラブル解決、ルール形成の方法を学んでい

くというもの。 

模擬授業後は、授業内容、進行の仕方などについて、意見を出し合いました。

「法律」という難しいテーマを、シンプルな事例を通じていかに伝えていくか？

その難しさを改めて実感すると同時に、今後の授業づくりの参考になる、貴重

な機会となりました。 
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２０１１年春出張教室訪問先(予定) 
いよいよ２０１１年２月から３月にかけて、出張教室のそれぞれの班が、１年

間練ってきた授業をひっさげて全国に旅立ちます！ 

 日程（全て 2011 年） 訪問校 テーマ 

１班 2 月 24 日 東京大学教育学部附属中等教育学校（東京

都、国立） 

おとり捜査（憲法と刑事訴訟法の関

係） 

２班 ① 3 月 11 日 

② 3 月 15 日 

① 本郷高等学校（東京都、私立） 

② 筑波大学付属高等学校（東京都、国立） 

勘違い騎士道事件（正当防衛に関す

る刑法の判例） 

３班 ① 3 月 17 日ないし

18 日 

② 未定 

① 筑波大学付属駒場中学校 

② 玉川学園小学校 

① 表現の自由（憲法） 

② 憲法全体の仕組み 

４班 ① 3 月中旬 

② 3 月 24 日 

① 千葉高等学校（千葉県、県立） 不法行為法における利益衡量的思考

（民法） 

５班 ① 3 月 14 日 

② 3 月 15 日 

① 長野高等学校（長野県、県立） 

② 南山高等学校（男子部、愛知県、私立） 

正当防衛（刑法） 

６班 ① 3 月 15 日 

② 3 月 16 日 

① 米子東高等学校（鳥取県、県立） 

② 松江南高等学校（島根県、県立） 

不作為犯への幇助（刑法） 

７班 3 月 1 日   

８班 3 月 10 日 文京シビックセンター(文京区区民講座) 民法（生活編、相続編） 

ちなみに８班が行う、３月１０日の文京シビックセンターでの市民講座は、文

京区に在住の方であればどなたでも参加可能です！(ただし定員があるので詳

しくは文京アカデミーのホームページ 

http://www.b-academy.jp/index_j.html?area=globalMenu をご覧ください。) 
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■工学部広報誌「■工学部広報誌「■工学部広報誌「■工学部広報誌「TtimeTtimeTtimeTtime!!!!」」」」
私たちの主な活動内容として「Ttime!」という工学部の

研究や学生生活を記事にした広報誌を隔月で発行し
ています。発行部数は一万部程度で、全国の高校や
予備校、東京大学内にフリーペーパーとして配布して
います。

工学部の面白い研究の紹介や工学部関連の話題を
学生の目線から広報誌にすることを、企画から記事作
成まですべて学生の手によって行っています。

■運営団体：工学部広報室学生アシスタント■運営団体：工学部広報室学生アシスタント■運営団体：工学部広報室学生アシスタント■運営団体：工学部広報室学生アシスタント
Ttime!は工学部広報室学生アシスタントによって作成

されています。東京大学工学部の魅力を大学生、高校
生に伝えることを目的とした工学部公認の団体です。

■■■■構成員構成員構成員構成員
工学部生や工学系研究科の院生を中

工学部広報誌「Ttime!」

～工学部広報誌アシスタントの魅力～～工学部広報誌アシスタントの魅力～～工学部広報誌アシスタントの魅力～～工学部広報誌アシスタントの魅力～
工学部広報アシスタントの最大の魅力は、最先端の研究にふれることができる

ことです。東京大学工学部には世界最先端の研究を行っていらっしゃる方ばかり
で、そのような先生方へ取材を行うことは大変貴重な体験となります。

また記事が全国の学生の手に渡り読まれること、オープンキャンパスやイベン
トを通して学生と交流でき、多くの人と関われることも大きな魅力です。

心に約20名で構成されています。メン
バーは工学部内の幅広い分野の方が集
まっています。広報室の職員の方や工学
部の先生方の協力のもと、さまざまな活
動を行っています。

■■■■その他の活動その他の活動その他の活動その他の活動
広報誌の発行以外に東京大学工学部

のオープンキャンパスにおける学生企画
や、より広い広報活動を行うためにサイエ
ンスアゴラなどのイベントにも参加してい
ます。

オープンキャンパスの様子

構成メンバー(10月号MTGにて)
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■工学部広報誌「■工学部広報誌「■工学部広報誌「■工学部広報誌「TtimeTtimeTtimeTtime!!!!」の発行」の発行」の発行」の発行 ((((通年通年通年通年))))
隔月で工学部の一つの学科・専攻の特集を組み、３つの

研究室への取材を行い記事にします。研究紹介の他にも
大学で行われたイベントの紹介として、学生企画のレポート
や、工学部卒業生でありノーベル化学賞を受賞された根岸
英一先生のご講演、宇宙飛行士の山崎直子さんのご講演
などを取材しました。

■■■■miniminiminiminiアカデミックグルーヴ作成アカデミックグルーヴ作成アカデミックグルーヴ作成アカデミックグルーヴ作成 (6(6(6(6月月月月))))
工学部のみならず東京大学全学を対象とした広報誌の

作成を、東京大学本部広報室の職員の方と共同で行いま
した。オープンキャンパスにくる高校生に「学問はわくわくす
るほど面白い」ことを伝える目的で左のような表紙の冊子を

２０１０年度 活動報告 ４～１２月 その①

山崎直子宇宙飛行士講演会

作成しました。
プロのデザイナー、モデルさんにご協力をいただき、普段

のTtime!とは一風変わった冊子となっています。

■オープンキャンパスでの学生企画■オープンキャンパスでの学生企画■オープンキャンパスでの学生企画■オープンキャンパスでの学生企画
((((8888月月月月))))

東京大学では、高校生に大学での生活や勉
強、研究について知ってもらうために、毎年
オープンキャンパスを開催しております。

このオープンキャンパスにて私たち工学部広
報アシスタントは、研究室見学の仕切りや大学
生と交流する場である「学生だんわ室」と「学生
レクチャーズ」を企画しました。

この企画はすべて学生によるもので、1500名
を超える高校生に来場いただき、受験や学生
生活、工学について語らいました。

Academic Park

工学部オープンキャンパスに参加する高校生

学生だんわ室の様子
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■サイエンスアゴラ■サイエンスアゴラ■サイエンスアゴラ■サイエンスアゴラ2010 2010 2010 2010 出展出展出展出展
(11(11(11(11月月月月))))

科学のアウトリーチを行っている団体
が多く出展するサイエンスアゴラに出展
しました。私たちは“広報活動のフィード
バック”をテーマに展示を行い、広報活
動を行っている他の団体から多くの意
見を伺いました。

■■■■twitter , twitter , twitter , twitter , ブログでのブログでのブログでのブログでのPRPRPRPRの強化の強化の強化の強化
(11(11(11(11月月月月))))

広報アシスタント及びTtime!の認知度
を上げるために、twitterおよびブログを

２０１０年度 活動報告 ４～１２月 その②

サイエンスアゴラ２０１０にて

を上げるために、twitterおよびブログを
組織単位で定期的に更新する取り組み
を行いました。

■■■■Ttime!webTtime!webTtime!webTtime!web版の公開版の公開版の公開版の公開 ((((12121212月月月月))))
Ttime!をもっと多くの人に読まれ

るように、Ttime!のweb版の公開、
および記事のアーカイブ化を行い
ました。

今後はよりwebからのアクセスを
快適にできるように、携帯端末へ
の対応を強化していく予定です。
スタッフがITに強い工学部生の強みを
生かしていけたらと思います。

Ttime!ブログ 月３～４回の頻度で更新中

Ttime! web (β版)
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