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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 

2013年1月～2013年3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（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更なる
交流を目指している。 

本冊子に関するお問い合わせ 
四季報事務局 students-copa@googlegroups.com 



2012年度も無事に4号リリースすることができました。 
これもひとえにご寄稿頂いている参加団体の皆様と読者の皆様のお陰です。 

 
いつも四季報を支えていただき誠にありがとうございます。 

 
 

さて、四季報事務局では2012年度の方針として、「参加団体間の意見交流」だけでなく、
「外へ向けての広報手段」としての四季報の可能性を模索して参りました。 

より多くの方に四季報と、参加団体の皆様の活動を知っていただけたらと考えています。 
 

そのための活動の一環として、12年度は第6回科学コミュニケーション研究会でのポスター
および口頭発表、サイエンスアゴラでのポスター発表を行いました。 

ご報告が遅れておりましたが、次ページに用いたポスターの縮小版を掲載しておりますので
御覧ください。 

 
参加団体、四季報の記事の紹介と共に、学生ならではの活動というところに重きをおいてい
ます。当日は多くの方からご意見をいただけ、この発表がきっかけで参加してくださる団体
の方も増やすことができました。また、日本サイエンスコミュニケーション協会のJASCコモ

ンズでも取り上げていただけました。
(https://www.sciencecommunication.jp/mucg022vv-213/?search=1#_213) 

 
 

今後、紙面の充実とともにこのような活動も増やしていけたらと考えています。 
皆様からのご意見もぜひともおきかせ下さい。 

 
今後とも四季報をどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

四季報事務局 

Editorial 





東大理学系・分野間交流グループ 0to1

　東大理学系の大学院生を中心に活動しているグループです。主に基礎科学にフォーカスして、社
会における科学の立ち位置を考えると同時に、学生・研究者同士のネットワークを作りたいと考え
ています。
　2012年度はこれまでの「ランチセミナー」に加え、月例ミーティングにおいて、科学に関する時
事問題を継続的に議論する「議論！時事問題」を行ってきました。さらに、科学に携わる日常をさ
まざまな人に書いていただくブログ「若い研究者によるリレーエッセイ」も運営しています。
　メンバー随時募集中です。学部生も他大生も一緒に活動しています。お気軽にご連絡ください！

https://sites.google.com/site/0to1sciencecommunication/
@0to1

ランチセミナー
メンバーの持ち回りを基本として、話題を提供し合っています。話題そのも
のの面白さはもちろん、同じ「科学」の中でも、研究の動機や作法に違いが
見られることに気づくことができるのも魅力です。ゲスト回もありました。
【2012年度のテーマ】進化学史の概観とヒト進化の特異性（齊藤真理恵）
／幾何学が空間概念の学であるとはどういうことか？（松本佳彦）／宇宙を
支配する「真空」（國光太郎）／匂いの神経回路から情動を探る（家城直）
／ノーベル物理学賞をきっかけにして量子論について語り合う（三浦瞬）／
細胞内情報伝達の多重通信システム（土屋貴穂）

議論！時事問題
その時々にメンバーが気になった話題に関して、モデレーターが基本的な報
告をした上で、全員で掘り下げていきます。
【2012年度のテーマ】東京大学秋入学／カリフォルニア州に見る大学運営
の危機／URA（リサーチ・アドミニストレーター）制度について／産学連携
とは何か／博士の進路／科学技術白書と「科学者への信頼」／エネルギー問
題／大学は増えすぎたか？／論文捏造と不正行為

若い研究者によるリレーエッセイ
0to1メンバーに限らず、原則的に寄稿していただいた方に次の執筆者を指名
していただき、学問や研究に関係するエッセイをつないでいます。
【URL】http://relayessay.seesaa.net/
【2012年度の執筆者】蔦谷匠さん／三浦瞬さん／水川薫子さん／川合佑典
さん／安藤康伸さん／小林和也さん／柏木有太郎さん／上原史裕さん／中井
智也さん



Acafe 

○第14回Acafe (2/15) 
「圧電素子入ってる？ライター、ラジオ、ゲームソフトまで」  
 演者: 横瀬 誉実（東京大学 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻） 
 
 今回のAcafeでは、圧電素子について、基本的な原理から、ゲームソ
フトやライターといった実用的なトピックまで発表がなされました。圧
電素子を使った電子工作まで持ち込まれ、好評を博しました。 

○Kashiwa.R #7(3/19) 
 第七回Kashiwa.Rは、バイオ実験系ラボ支援回と称し、普段プログ
ラムをしていない人向けに、統計解析ソフト「R」の基本から実際の
データの解析手法まで幅広く発表が行われました。また、今回の
Kashiwa.Rは東京理科大学総合教育研究機構情報教育センターと共催
で行いました。当日は50人を超す来場者が訪れ、Rへの実験系研究者
の期待を実感する事となりました。 



月別出張授業件数

都道府県別

出張授業回数



 

 

写真= ドラマショーで実演した空気砲の実験（4月 20日 日本科学未来館、Tokyoふしぎ祭エンス出展にて） 

 ドラマショー上演 

 CAST が小学校で開催するサイエンスショーや実験教室は、そのほとんどが「空気」

「光」など実験テーマのみを設けて行うものであり、シナリオやストーリーを持つサイエン

スドラマショーの上演は稀です。今季は、初期の CAST から折々上演されてきたドラマシ

ョー「光通信スパイショー」の上演を、主に 1年生（現 2年生）を中心に、上級生のアドバ

イスを受けつつ、東芝科学館にて 3 月 29 日（金）、同 30 日（土）に開催された「サイエン

スリンク ―カガクの“め”をそだてよう！―」にて挑戦しました。 

 学生ばかりで構成されている都合、卒業と新入生の加入を経てCASTの顔ぶれも変わ

りますが、このようなシナリオや実験も改良を加え進歩しつつ引き継ぎ、さらに活動の幅

を広げる挑戦の足掛かりとしたいと思います。 

また、4 月 20 日（土）、日本科学未来館で行われた Tokyo ふしぎ祭エンスでも同内容

のサイエンスドラマショーを上演し、たくさんのお客さまにお楽しみいただきました。ご来場いただいた皆様、ま

た同イベントにて同じく出展の皆さま、誠にありがとうございました。 

 その他活動 

恒例の小学校でのサイエンスショーや実験教室の開催、ドラマショーのみならず、今回もサイエンスリンク

でのブース企画の出展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。 ＊2012年度は、外部依頼が年間 100 イベント超を達成しました！ 

 五月祭科学館企画のご案内 

5月 18日（土） 同 19日（金）に、東京大学の学園祭「五月祭」が本郷キャンパスにて行われます。 

CAST は例年と同じく屋外サイエンスショー「サイエンスミュージアム on ステージ」と「サイエンスミュージア

ム＠本郷」と題した科学館企画の二企画を出展します。科学館企画の中心は、「水」「破壊・建築」「食」をテー

マにした 3つのブースです。只今、より楽しんでいただけるよう準備を進めております。是非お越しください！ 



 

  

 

 

 

 
 

 
 

■JASC若手の会紹介 

日本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）若手の会は、JASCの学生正会員により構成されるチームです。現在、大学学部

生が 4名、大学院生が 7名所属しています。 

学生の立場から、サイエンスコミュニケーション（以下SC）の現在より発展したあり方を考えていくことをミッションに掲げ、活動して

います。 

 
 

■活動報告 
 

＊第1回ミーティング  2013年2月9日  日本橋（東京） 

JASC若手の会の記念すべき第１回ミーティングを、2月9日に東京の日本橋にて開催した。

インターネットテレビ通話を利用して奈良県に在住するメンバーも参加し、所属メンバー（当時

10名）のうち 7名が参加した。 

議題は主に、①なぜSCを日本に拡げていくか、②若手の会でどのような活動を

行っていくかの 2つであった。（詳細は JASCホームページのコモンズ投稿1参照） 

メンバー同士が思っていることを理解・共有でき、若手の会の第一歩となるーテ

ィングとなった。 

 

 
 

 

＊第8回JASC定例会発表  2013年3月17日  筑波大学文京校舎（東京） 

JASCの第8回定例会「さまざまな場面におけるサイエンスコミュニケーションの展開 ―若者はどこを目指すか？ワールドカフ

ェで大討論―」に、発表者として参加した。 

まず初めに、「学生と拡げるサイエンスコミュニケーション」と題した 15分程度の発表

を行った。学生団体が現在どのような SC活動を行っているのか、JASCに集まる大人

の方々とどのように協力して社会を変えていけるかについて、学生団体として活動してい

るメンバーの経験をもとに発表した。 

その後、ワールドカフェ形式で 3グループ

（各グループ10名程度）と行い、発表をもと

に学生によってどのような活動が展開されう

るか、また学生に対してどのような活動が求められているかといったことを中心に話し

合った。（内容は JASCホームページ内のページ2参照） 

参加者との議論を通して、学生の活動が持つ可能性を再認識することができた。

若手の会では、この可能性を多くの学生に伝えていき、更なる活動の発展を生みだしていくことを目指している。 

 

 

 

 

                                                   
1 会員による活動記録の共有ページ。 https://www.sciencecommunication.jp/muuwlfqjs-213/ 
2 https://www.sciencecommunication.jp/index.php?_restful_permalink=event/study/2013/0317/ 

キックオフ!! 

（コラボ ＋ レボリューション） 



 

  

 

 

＊JASC協会誌 『サイエンスコミュニケーション』 投稿記事「若手が行く!」 

2012年10月31日に発行されたJASCの協会誌『サイエンスコミュニケーション』3創刊号から、

「若手が行く!」の連載企画がスタートされた。若手の会のメンバーが、興味を持っている活動を体

験したり、様々な人達へ話を聞きに行ったりするという企画である。 

第 1 回では、メンバー個人により科博サイエンスコミュニケータ・アソシエーションの活動紹介と、

笑いで科学の未来をひらくお笑い芸人黒ラブ教授へのインタビューの 2記事が掲載された。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

先述の第1回ミーティングでは、奈良県在住のメンバーや様々な出身地をもつメンバーを交えて議論が行われた。その結果、

東京に比べてSC活動の場が極端に少ない地域が多いことと、その地方ならではのSCをつくっていく必要があることが分かった。

それを達成する方法の 1つとして、合宿企画「サイエンスコミュニケーションQ」の実施を現在計画している。 

SC に興味のある学生がフットワークの軽さを活かし、SC活動・サイエンスカフェが比較的なじみのない地域へ実際に足を運ぶ。

そこで、現地の人や学生との交流を通して、その地域でのSC活動の状況やニーズについての情報を手に入れる。そして、求めら

れる SC活動を現地の学生とともに計画・実施し、各地方での SC活動の場を開いていく。この言わば合宿を、サイエンスコミュニ

ケーションQと題して、9月19～21日に奈良県で実施することを現在企画している。 

そして、このサイエンスコミュニケーションQを日本全国各地で開催することで、日本全体でSC活動に興味のある学生と

SC活動を拡げていく予定である。 

 

 

 

 

■ご協力のお願い 

若手の会は、SCの発展のためにこれから様々な挑戦をしていきます。私どもの取り組みに温かいご理解とご協力そしてご指導

を賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。 

 

若手の会では、サイエンスコミュニケーション活動に興味のある 

学生の仲間を募集しています！学生の皆さんは、是非ご連絡ください！ 

 

 

 

 

                                                   
3 発行期不定。 https://www.sciencecommunication.jp/journal/ 

-Twitter- 

@ jascStudents 

-URL-  https://www.sciencecommunication.jp/students/ 



松江北高校東大見学(出前授業) 出前授業練習会 

U R L : h t t p : / / w w w . s c i e n c e s t a t i o n . j p /   

  
NPO法人 

2012年11月
～2013年8月 

実績・予定 

11月 
星の教室 

3月 
第15回日本天文学会ジュニアセッション 

大妻多摩中学校出前授業 第16回銀河学校 

12月 授業練習会 5月 足立区ギャラクシティ出前授業 

2月 松江北高校東大見学(出前授業) 8月 足立区ギャラクシティ出前授業 

 東京大学本郷キャンパスで、東京大学の見学に
来た島根県立松江北高校の理数科の二年生に
授業を行いました。 
 国立天文台のソフトウェア「Mitaka」を使って、現
在の天文学で、宇宙についてどのようなことがわ
かっているのかを実際に体感してもらいました。後
半は光についての講義をしました。 
 
 また、ハワイのすばる望遠鏡での研究生活につ
いても写真を交えて話しました。普段、研究成果し
か触れる機会のない高校生にとって、その成果の
過程について知ることは新鮮だったと思います。 

 12月27日と28日に出前授業練習会を行いました。
ベテラン講師による講演の仕方の講義に始まり、
今後出前授業を控えている学生・学院生が各自
の授業を披露しました。 プレゼン後には各プレゼ
ンがより良いものとなるよう、参加者がプレゼン
ターへ改善点のアドバイスを行いました。 
 
 今回、今後の活動の中核となる会員が授業練
習を行い、各自のプレゼンの改善点知ることがで
きました。また、情報の取り扱いやプレゼンや授
業のコツを知ることもでき、とても充実した合宿と
なりました。 

 2013年3月22-23日に埼玉大学において第15回
ジュニアセッションが開催されました。 
 高校生たちが「散開星団から探る天の川の星生
成史」「銀河に咲く赤い光 - 星が生み出される現
場 -」「宇宙の進化を探れ - 銀河団の観測から探
る宇宙膨張 -」という研究テーマでポスターと4分
間の口頭セッションの発表を行いました。 
 ポスター発表では他の参加者と議論を深め、研
究内容について質問や助言を受けました。 
 口頭発表では各班が4分という短い時間にまと
めた研究発表をしっかり発表できました。 

 第16回目の銀河学校が東京大学木曽観測所で
行われました。今年も意欲の高い、好奇心に満ち
溢れた天文好きの高校生33名が全国各地から集
まり3泊4日間、 105cmシュミット望遠鏡を使った観
測、 データ解析・議論、発表といった研究体験を
行いました。 
 生徒たちは3班に分かれ、研究テーマである 
木星の衛生の探査、食を起こす近接連星の観測、
銀河系の構造について研究を行いました。どの班
も仲間と試行錯誤しながら自身の研究テーマにつ
いて掘り下げていくことが出来ましたｓｓ。 

第15回日本天文学会ジュニアセッション 第16回銀河学校 

http://www.sciencestation.jp/main.html


東工大  
 Science Techno 

最近の活動から 
 東工大Science Technoは、４月に新入部員４５人を加え、総勢１００人を超えるサークルとなりました。 
 ますます活動を拡大し、より多くの方と科学の楽しさを分かち合えるよう頑張っていきます。 
 今季は様々な新しいことに挑戦しました。最近の活動の中からいくつかをご紹介します。 
 

 ショーイベントの開催  

 今季は、サイテク初となる科学ショーイベントを実施しました。 
 ２月２０日、近隣の小学校で「学校の中の科学」と題して、あらゆる科目に潜む『科学』に挑みました。１時
間目は国語。童話「おおきなかぶ」から“もしも、かぶを引っ張るのがおじいさんしかいなかったら”という内
容で「てこの原理」を紹介しました。てこの原理を体感する機会はなかなかないので、子どもたちは写真（上）
の装置に興味津々でした。２時間目は体育。様々なボールの断面紹介に子どもたちは大はしゃぎ。さらに、スー
パーボールを重ねて上から落とし、一番上のボールを高く飛ばすと体育館の中が大きな歓声に包まれました。 

初！ショー形式！ 

３時間目は算数。図形の大きさ比べをしました。まずは長
方形と三角形、長方形と平行四辺形などの簡単な図形の大
きさを、パネルを変形させて比べました。さらにハート形
と星形では、それぞれの型に小さな発泡スチロールを詰め
ていくことで大小を比べました。これを見た子どもたちか
らは驚きの声が湧き上がりました。 
 初のショーイベントはまだまだ発展途上で荒削りなもの
でしたが、子どもたちの楽しむ姿を見ることができて、私
たちも勇気づけられました。 
 この他にも、３月２日には東大のＣＡＳＴさんと合同の
科学ショーを行いました。今後も、新しく立ち上げた「イ
ベント班」のメンバーを中心にショーイベントの更なる開
発、質の向上に努めていきたいと思います！ 

詳しくは「活動紹介ブログ」をご覧ください！→http://tscitech.exblog.jp/ 



 東北へ出張科学教室 
 ３月７、８日に、「科学で笑顔の花を咲かせようプロジェ
クト」と題して、南三陸町で子どもたちと科学工作を通じて
触れ合ってきました。児童クラブと小学校を訪問し、「空
気」をテーマとして「ホバークラフト」を一緒に工作しまし
た。ホバークラフトとは、地面から少し浮くことで滑って進
むおもちゃです。 
ホバーを滑らせている時の子どもたちはとても楽しそうで、
作ったホバーを大事に持ち帰ってくれる子を見ると、こちら
もとても嬉しくなりました。 

磁性スライム 

重心 
（繭玉、やじろべえ） 

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/ 
     （活動報告ブログもご覧ください！） 
 E-mail：rhino@t-scitech.net 
 Facebook：https://www.facebook.com/tscitech 

 工作教室の空き時間には、被災した小学校や商店街などを巡らせ
ていただき、予想以上にまだ復興が進んでいないことを痛感しまし
た。ニュースなどで取り上げられることが減っても、この震災のこ
とを決して忘れてはならないと思います。私たち大学生の活動で変
えられることなどほとんどありませんが、今回現地で関わった子ど
もたちは科学工作を通じて笑顔になってくれました。少なくとも目
の前の子どもたちに笑顔を届けられて本当に良かったです。これか
らも、微力ながら私たちにできることをしていきたいと強く思いま
した。このような活動を是非継続させていただきたいです。 

 新ネタ開発も続々 
 サイテクでは、科学教室に使う題材を随時開発しています。
今季は、磁性スライム、錯覚、エコカイロ、重心と、新ネタの
イベント化も続々と行ってきました。サイテクのリピーターも
多くいらっしゃるので、新ネタ開発にも邁進していきたいと思
います。今後のサイテクの活動にもどうぞご期待ください。 

今後の活動 
 

 すずかけ祭 ５月１８日（土）、１９日（日） 
 大学の文化祭である「すずかけ祭」で、科学教室を開催します。 
 「ぶくぶく入浴剤を作ろう～フシギな粉で化学実験～」 
 「ムシゴラスイッチ！～虫のかしこいフシギな力を見てみよう～」 
 「DNAってなんだろう？～目に見えないからだのフシギ～」 
 「サイエンスオブミュージック～音や楽器のフシギを体験しよう～」 
 そのほか、展示＆科学ショー、科学クッキング模擬店も行います！ 
 （詳しくは公式HPをご覧ください） 

 サイエンスリンクへの出展 
 ３月２９、３０日に、東芝科学館にて開催された「サイエンス
リンク」に出展団体として参加させていただきました。サイエン
スリンクは私たちを含めて８団体が出展する大規模な科学のお祭
りです。私たちのブースでは、「昔のおもちゃから学ぶ科学」と
いうテーマで、糸巻き戦車と繭玉の二つの工作を子どもたちに楽
しんでもらいました。一度のイベントに５０人もの子どもたちが
来てくれて、真剣なまなざしで工作に取り組み、完成したおも
ちゃで夢中になって遊んでくれました。様々な出展団体の学生同
士も交流でき、とても刺激になって楽しかったです。 

東工大 Science Techno 
代表：東海林 敦士（理学部化学科） 
顧問：大竹 尚登（大学院理工学研究科 教授） 

代表からひと言♪ 
 教室に来てくれる子ども達だけではなく、 
このサークルに関わる全ての人達とのコミュ
ニケーションを通して、お互いにとっていい
きっかけができたらいいなと思います。 

http://tscitech.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=18847017&i=201303/22/09/f0240709_17364997.jpg


○子ども理科実験教室(2013.3.2) 

  

 お茶の水女子大学にて、文京区に住む小学生約10人を対象に実験教室を行った。
今回のテーマは「野菜・果物にひそむ物質」。「でんぷん」、「ビタミンＣ」、
「クエン酸」の特徴を生かした実験を3種類行った。子どもたちにとっては、身の
まわりの食べ物を違った方向からを見つめ直す良い機会になったと思う。子ども
たちは目の前にある液体の色が変わる瞬間を見たり、果物を使って電池を作るこ
とができることを知って歓声を上げ、「こうしたらどうなるかな」と意見を交わ
しながら、自分たちで考えた新しい実験にも挑戦していた。その様子を見ている
と、スタッフである私たちにとっても新しい発想、発見があり、お互いに大変有
意義な実験教室になったと思う。今回の実験を通して、「自分の身のまわりを探
してみたら、色々なところに科学の種はあったんだ！」ということを感じてもら
えたならば幸いである。 

 

○サイエンスリンク～カガクの“め”をそだてよう～(2013.3.30) 

  

 東芝科学館にて行われた、サイエンスリンクにて、小学生を中心にたくさんの子
供に対して、視覚的によく分かる実験を行った。今回のテーマは「野菜を使った
科学」で、家でも簡単にできる3つの実験を通して身近な科学を体験してもらった。
一つ目は紫キャベツの汁を使ったおえかき、2つ目は色の変わる実験、3つ目は酸
塩基反応を使った、泡の吹きだす実験であった。子供たちは色の変化や目の前で
起きている現象を視覚的に捉え、なぜこのようなことが起こるかを学校で習った
知識や生活上の体験を基に考えていた。また、同伴していた保護者の方の中には
実験で使用した道具や実験方法に興味を示されている方もいて、家庭で実験をし
てもらえる良いきっかづくりになったと思われる。 

 

10人程度の小さな教室から、規模の大きいイベントまで、さまざまな場面であっ
たが、私たちのコンセプトを変えることなく、科学やエコについて、身近な視点
からとらえることができた。今後も地域との関わりを保ちつつ、イベント等を通
してたくさんの方に私たちの活動を発信していきたいと思う。 

アクアちゃん 



 

 

 

 

 

 
 

 

    実施報告 
 

第 2 回「サイエンスリンク」は、関東の大学生主体の 8 団体、10 出展がさまざまな形

で科学を伝え、子どもたちが実験を体験する中で科学の楽しさや奥深さに触れる科学イ

ベントとなりました。サイエンスリンク事務局と共催の東芝科学館が主となり、様々な方々

のご協力のもとイベントを企画・運営しました。 

 

日時； 2013年 3月 29、30日 (金、土)     

会場； 東芝科学館（神奈川県川崎市）   入館・体験料； 無料 

来場者数； 合計約 1800人（実測値） 

主催； サイエンスリンク事務局 

共催； 東芝科学館 

後援； 川崎市教育委員会、 大田区教育委員会 

出展； 東工大 Science Techno /  

東京大学サイエンスコミュニケーションサークル CAST / 

東海大学チャレンジセンター サイエンスコミュニケーター / 

お茶の水女子大学 環境科学倶楽部 / 

東海大学 Supporting Science Experiment / 東工大 Bio Creative Staff / 

Live in SPACE Project / TMU-SFC (首都大学) 

 

 第 3回  

 

 

 

 

告知! 日時； 8月 17、18日 (土、日) 

会場； 日本科学未来館  7F全体  入場・体験料； 無料 

出展； 約 20団体（関西圏大学生団体、高校生科学部を含む） 

後援； 東京都教育委員会（予定）  来場想定； 約 8,000人 

皆さまと力を合わせて、より良いイベントをつくっていけたらと思います！よろしくお願いいたします。 



■連絡先情報 
   URL: 
https://sites.google.com/site/0to1sciencecommunication/ 

   E-mail： yoshimi@eps.s.u-tokyo.ac.jp 
   Twitter： @0to1 

団体情報 

東大理学系 
 ・分野間交流グループ 

0to1 

■団体情報 
・主な活動者 理系、文系大学院生（学部生も若干名） 

・活動人数  コアメンバー約10名(ML登録70名) 

・ミーティング場所 東京大学理学部広報室 

・キーワード   アウトリーチ、出張授業         
 科学コミュニケーション、勉強会、セミナー 
 

・代表 齊藤 真理恵 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科生物科学専攻） 

BAP 

■団体情報 
・主な活動者     大学院生 

・活動人数     40名(うち運営15名) 

・ミーティング場所 東京大学本郷キャンパス理学部1号館10階 

・キーワード   アウトリーチ、出張授業        
   科学コミュニケーション、学術普及 
 

・代表 篠木 新吾 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 D1） 

■連絡先情報 
   URL: http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/bap/ 
   E-mail： http://sc.sp.s.u-tokyo.ac.jp/~scadm/mailform/ 

   Twitter： @BAPtweet 

東京大学サイエンスコミュ
ニケーションサークル 

CAST 

■団体情報 
・主な活動者   東京大学学部生（院生若干名） 

・活動人数    約80名 (2013.5現在) 

・活動場所     主に関東地域 

・キーワード 実験教室、サイエンスショー、科学イベント 
 科学コミュニケーション、記事や書籍の執筆 
 

・代表 岡田 将典 

   （所属；東京大学 工学部物理工学科 B3） 

■連絡先情報 
   URL: http://ut-cast.net/ 
   E-mail： info@ut-cast.net 
   Twitter： @ut_cast 

NPO法人 

ScienceStation 

■団体情報 
・主な活動者     大学学部生、院生 

・活動人数 学部生30名、院生20名(実質活動者は半分) 

・ミーティング場所 東京大学天文学教育センター 

・キーワード   出張授業 

 

・代表 髙橋 安大 

  （所属；東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 D3） 

■連絡先情報 
   URL: http://www.sciencestation.jp/ 
   E-mail： ssadmin@sciencestation.jp 

大学院生出張授業プロジェ
クト 



■連絡先情報 
   URL: http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/ 
   E-mail： ksel.sci@gmail.com 

団体情報 

柏の葉サイエンスエデュ
ケーションラボ 

KSEL 

■団体情報 
・主な活動者 大学院生（院生若干名） 

・活動人数  13名 

・活動場所 柏の葉キャンパス駅周辺 

・キーワード  アウトリーチ、実験教室         

  サイエンスカフェ、地域振興 
 

・代表 徳田 悟 

  （所属；東京大学大学院 新領域創成科学研究科） 

■団体情報 
・主な活動者     大学院生 

・活動人数     6名 

・ミーティング場所  特になし（メール主体） 

・キーワード   アウトリーチ、サイエンスカフェ     
     
 

・代表     中島 真也 

 （所属；京都大学大学院 理学系研究科物理学・宇宙物理学専攻） 

■連絡先情報 
  URL: http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~ksc/ 
  E-mail： sciencecodex@googlegroups.com 
    

Sciencethrough 

■団体情報 
・主な活動者     大学学部生 

・活動人数     12名 

・ミーティング場所  大阪大学キャンパス内 

・キーワード サイエンスカフェ、アウトリーチ 
 フリーペーパー 
 

・代表 西田 圭吾 

   （所属；大阪大学 基礎工学部） 

■連絡先情報 
   URL: http://scienthrough.qee.jp/ 
   E-mail： info@scienthrough.qee.jp 

■団体情報 
・主な活動者 東京大学工学部生、院生 

・活動人数   約25名 

・ミーティング場所 東京大学工学部列品館調査室 

・キーワード 記事や書籍の紹介、学部紹介パンフレット 

 

・代表   本山 央人 

  （所属；東京大学大学院 工学系研究科精密工学専攻 M1） 

■連絡先情報 
  URL: http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/t-pr/ttime/ 
  E-mail： Ttime@pr.t.u-tokyo.ac.jp 
  Facebook： https://www.facebook.com/ttime/ 
  Twitter： @UTtime 

休載 
（情報更新休止） 

Kyoto⇄ 

   ScienceCodex 

東京大学工学部広報室 
学生アシスタント 

Ttime! 



■連絡先情報 
   URL: http://www.numap.org/ 
   E-mail： info@numap.org 

団体情報 

NUMAP 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生、院生 

・活動人数  学部生4名、院生4名 

・活動場所 名古屋大学 

・キーワード  アウトリーチ、サイエンスカフェ、         
  科学コミュニケーション、ウェブサイト、 
  サイエンスアゴラ、ミュージアム 
 

・代表 川本 恭平 

  （所属；名古屋大学 環境学研究科都市科学専攻） 

■団体情報 
・主な活動者   筑波大学学類生、院生、教職員 

・活動人数   約20名、約20名、2名 (右から) 

・活動場所     つくば市内 

・キーワード   実験教室、科学コミュニケーション、 
    記事や書類の執筆、ウェブサイト     
     
 

・顧問    Matt Wood, 尾嶋 好美 

  （所属；筑波大学 生物学類） 

■連絡先情報 
  URL: http://tsukubascience.com/ 
  E-mail： scout@tsukubascience.com 
    

Universal Earth 

■団体情報 
・主な活動者    大学学部生、院生、その他 

・活動人数    5名 

・活動場所  東京・自由が丘の「アイリッシュパブ・クラン」 

・キーワード サイエンスカフェ、科学コミュニケーション 
 TwitterなどのSNS、サイエンスアゴラ 
 

・代表  山田 健太郎 

 （所属；東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻） 

■連絡先情報 
   URL: http://universalearthsc.blogspot.com/ 
   E-mail： yamada@ea.c.u-tokyo.ac.jp 
   Teitter： @Univaersal_Earth 

■団体情報 
・主な活動者 学部生、院生 

・活動人数   約20名 

・活動場所 千葉大学を中心とした地域 

・キーワード サイエンスカフェ、SNS、Twitter 

 

・代表 佐川 将平 

   （所属；千葉大学 園芸学部 B4） 

■連絡先情報 
  URL: http://chibaucafe.blog.fc2.com/ 
  E-mail： chiba.u.cafe@gmail.com 
  Twitter： @chiba_u_cafe 

千葉大学 
サイエンスカフェプロジェクト 

SCOUT 

（ユニアス） 

Image 

Image 



■連絡先情報 
   URL: http://d.hatena.jp/Acafe/ 
   E-mail： Kashiwa.Acafe@gmail.com 
   Twitter： @Acafe_info 

団体情報 

Acafe 

■団体情報 
・主な活動者 大学院生 

・活動人数  5名 

・活動場所 東京大学柏キャンパス 

・キーワード  講演会、サイエンスカフェ、理系交流        

   

・代表 福永 津嵩 

  （所属；東京大学 新領域創成科学研究科情報生命科学専

攻） 

■団体情報 
・主な活動者   お茶の水女子大学理学部化学科生 

・活動人数   約10名 

・活動場所     文京区内各種施設 

・キーワード   実験教室     
     
 

・代表    岸 かおり 

  （所属；お茶の水女子大学 理学部化学科） 

■連絡先情報 
 URL(IE): http://www.geocities.jp/jacalin/env/ 
 E-mail： mori.yoshihito@ocha.ac.jp  (顧問森義仁） 

    

■団体情報 
・主な活動者   東海大学学部生、院生 

・活動人数   56名、1名 

・活動場所    近隣の科学館や東海大学内 

・キーワード 実験教室、講演会、サイエンスカフェ、 
 科学コミュニケーション、記事や書籍の執筆 
 

・代表  平田 将大 

 （所属；東海大学 教養学部 人間環境学科 B3） 

■連絡先情報 
   URL: http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/science/ 
   E-mail： sc.tokai@gmail.com 
   Twitter： @sc_tokai 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生 

・活動人数   約100名 

・活動場所 近隣の小学校、公民館 

・キーワード 実験教室、科学イベント、 
 科学コミュニケーション 

 

・代表 東海林 敦士 

   （所属；東京工業大学 理学部化学科 B3） 

■連絡先情報 
  URL: http://www.t-scitech.net/ 
  E-mail： rhino@t-scitech.net 
  Twitter： @tscitech 

東工大 

Scinece Techno 

環境科学倶楽部 
お茶の水女子大学 

東海大学チャレンジセンター 
サイエンスコミュニケーター 

(2013.5現在) 

Image 

Image 



■連絡先情報 
   URL: http://sc-link.net/ 
   E-mail： info@sc-link.net 
   Twitter： @ScienceLink 

団体情報 

サイエンスリンク 

■団体情報 
・主な活動者 大学学部生 

・活動人数  約10名 

・活動場所 科学館、イベントスペース 

・キーワード  科学イベント、実験教室、 
  科学コミュニケーション、理系交流  
   

・代表 吉崎 聡一 

    （所属；東京工業大学 工学部化学科 B3） 

■団体情報 
・主な活動者   大学学部生、院生 

・活動人数   約10名 

・活動場所     日本 

・キーワード   科学コミュニケーション、理系交流    
     
 

・担当  小幡 哲士     

  （所属；東京大学 理学部物理学科） 

■連絡先情報 
 URL:  https://www.sciencecommunication.jp/students/ 

 E-mail:  students@sciencecommunication.jp 
  Twitter: @jascStudents 

■団体情報 
 

■団体情報 

JASC Students 

一般社団法人日本サイエンス
コミュニケーション協会 
   若手の会 

（事務局） 


