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団体紹介&活動報告

四季報
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大学生や大学院生がおこなう

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
指している。
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 第 87回五月祭 

2014年 5月 17日(土)、18日(日)に開催されました東京大学の学園祭「五月祭」に、東大 CASTは今年も出

展いたしました。ブース形式及びショー形式の、科学を伝える 2企画を出展させて頂きました。 

 

ブース企画「なるほど実感！ サイエンスミュージアム＠本郷」では、「みんな

のそばで大活躍☆知って楽しいたんぱく質」と「心ふるえる！？ “ゆれる”のか

がく」の 2 つをメイン企画として行いました。また今回は、ご来場の方により近く

で見て、あるいは実際に体験して科学の楽しさに触れて頂くコーナーとして、展

示・体験実験の充実を図りました。 

さらにサイエンスミュージアムでは、「“ゆれる”のかがく」に関連して、固有振動数の

違いにより意図的に 3つの振り子の内 1つだけを揺らすことのできるおもちゃ「念力ふ

りこ」の工作を行うスペースも用意しました。4月より活動に加わった大学 1年生のメン

バーも活躍し、大人気でした。 

 

また、屋外ショー企画「なるほど体感！ サイエンスショー＠本郷」の方では、

普段屋内ではできないような派手な実験を、お客様にも参加してもらいながら

お見せしました。実験を楽しくわかりやすく見せるための色々な工夫が、多くの

方の目に留まったようです。 

東大 CAST は今回、五月祭委員会主催の「MFAwards」にて学術部門 2 位を

いただきました。次回の学園祭は 11月に東大駒場キャンパスにて行われます。是非ご来場ください！ 

 

 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。 



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。

̶出張します、最先端の科学の授業̶

全国の大学生・大学院生

プロの研究者と協力 研究機関・施設と連携

10thAnniversary
SS は法人設立10 周年を迎えます 主要な活動

銀河学校
東大木曽観測所と SS が共催する

高校生向けの天体観測実習
観測・解析・成果発表を行います

出前授業
学校などに出張して
幅広いジャンルで
授業を行います

星の教室
木曽観測所主催の中高生向け
宿泊型天文学実習プログラム

SS から TA を派遣して
活動をサポートしています

活動報告

物理チャレンジ！
コンテスト応募をサポート
　物理チャレンジ「実験コンテスト」への応募を目指す
中学生の実験とレポート作成をサポートしました。水溶液
の屈折率を測定する実験を行い、実験ノートの記述の仕
方やデータの統計処理を指導しました。
　今まで多くの実験を経験していますが、実験の指導をし
たのは初めてでした。物理チャレンジは基本的に高校生
を対象としています。最初は、私が高校生を含めて通用
するレベルを意識してしまったので、要求するレベルが高

5-6月 すぎ、適切な指導
ができませんでし
た。そこで、実験を
通して物理を学ぶこ
との楽しさや、やり
がいを体感してもら
うことを目的の軸に
変更しました。結果、
参加生徒 4 名のうち、2 名が物理チャレンジにレポートを
提出しました。是非、来年以降も継続してチャレンジして
ほしいと思います。

*    *    *

LEGOでロボット！
　LEGO 社が提供するプログラミングロボット教材「レゴマインド
ストーム」を用いて、ロボティクス指導を行いました。中学生の
生徒 3人とともに、レゴブロックやモーター、センサーなどを使い、
複雑な図面とにらみ合いながらロボットを組み立てました。試行
錯誤を繰り返し、なんとか完成したロボットにプログラムをインス
トールし、どのように動くのかを観察しました。生徒たちは自分た
ちの手で組み立てたロボットが、プログラムに従って複雑に動く
様子に見入っていました。

4月3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

7 月 出前授業 | 横浜緑ヶ丘高校
8 月 星の教室 | 木曽青峰高校
 星の教室 | 屋代高校
9 月 出前授業 | 足立区新田地域学習センター

今後の活動予定

星の教室
　2014 年第 1回目の星の教室は長野県諏訪清陵高校の 2年生
33名 ( 内教員 2名 ) を対象に行いました。
　１日目は構内見学につづき、講義と実習を行いました。実習
では、まずカメラを用いて視角をつかった距離の測定方法を実践
的に学びます。次にそれを応用して、実際の銀河の撮像画像から、
その銀河までの距離を測定しました。さらに、銀河の距離と後退
速度の関係から宇宙の年齢について議論しました。どのグループ
も熱心に議論し、夜遅くまで課題と戦っていました。
　２日目はまとめと発表を行いました。私たち TA が口を挟む隙
がないほど、活発な議論が繰り広げられました。

6月21-22日

サイエンスリンク
　東芝未来科学館で行われた第４回サイエンスリンクに出展し
ました。第３回に続き２度目の参加で、今回は参加者ひとり
ひとりに醤油入れで浮沈子 ( ふちんし ) をつくってもらい、アル
キメデスの原理 ( 浮力の原理 ) について解説しました。小学校
低学年の児童を中心に 300 人以上の子どもたち、保護者の
方々に参加していただき大盛況でした。

6月8日

　　　　　　　　　私は現在、学部
　　　　　　　　　３年生ですが、
　　　　　　　　　サイエンスステ
　　　　　　　　ーションの中では
　　　　　　　年下の方です。昨年、
島根県の松江北高校で出前授業を
行った際も、準備などに関して、先
輩方に甘えているような状態でし
た。しかし、サイエンスリンクに共
に出展した他団体さんでは、学部３

年生が代表を務め、２年生以下も責
任ある役割を任せられています。非
常に刺激を受けました。また、その
一方で、SSにはプロの研究者になっ
た先輩方がいて、最先端の科学に触
れられる機会に恵まれているのだ
と、改めて認識しました。今後も、
アウトリーチ活動をしながら、自分
自身も成長できたらと思います。
　また、出展にあたって、サイエン

スリンク事務局を初め、他の出展団
体さんにも、 ５月６日のピアレ
ビューなどの当日に向けた準備段階
でお世話になりました。私たちは、
高校生向けイベントを行うことが多
いので、小学生向けイベントを普段
から行われている団体さんの意見
は、当日をイメージする上で、非常
に貴重なものでした。この場をお借
りして厚くお礼申し上げます。

卯田 純平
早稲田大学 
先進理工学部
応用物理学科 3 年

*    *    *

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 

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行き

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ご覧ください！） 
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） 

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

すずかけ祭 
 5月17日,18日に東京工業大学のすずかけ台キャン
パスにて行われた「すずかけ祭」に今年も参加しまし
た。2日間で合計4つの実験教室とサイエンスマジック
ショー、展示を行いましたが、どれも大盛況。たくさ
んの子どもたちと一緒に私たちも楽しい時間を過ごす
ことができました。毎年楽しみにしてくださっている
リピータの方々も多くいらっしゃるようで、嬉しい限
りです。 

第4回 サイエンスリンク 
   ～キミとカガクにかける虹～ 
 6月8日にラゾーナ川崎プラザにて行われた「第4回
サイエンスリンク」に参加しました。私たちは今回、
「マックスウェルのこま」という不思議な独楽を子ど
もたちと一緒に工作しました。400個準備した独楽が、
なんと終了１時間前には全てなくなってしまうほどの
盛況ぶりでした。ここでの活動の様子は、東京工業大
学HP内の”東工大ニュース”でも公開されました。 

ふしぎ祭エンス 
 4月18日に日本科学未来館にて行われた「ふしぎ祭
エンス」に出展しました。「そらをとぶふしぎ」を
テーマに、今回のために新しく開発したネタを含む3つ
の工作を行いました。昨年12月ごろから準備を重ねて
きたこのイベントですが、当日は幼稚園児から高校生
までと幅広い層の方々に楽しんでいただけました。 

その他の活動 
 その他、近隣の小学校や公民館などでの
工作教室やNHK放送センターにて行われた
「ECOパーク」2014、フランス人の子ど
もたちへ向けたイベントなど、4～6月の3
か月で18ものイベントに参加しました。 
4月からは新たに80名強の新入部員が加わ
り、サイテクは総勢150名を超えるサーク
ルとなりました。これだけ大きなサークルだ
からこそできること、を常に考えてこれから
も精力的に活動をしていきたいと思っていま
す。 

マクスウェルのコマ 

サイエンスリンクの様子 

新入部員歓迎会の様子 

http://www.t-scitech.net/
http://www.t-scitech.net/
http://www.t-scitech.net/
http://www.t-scitech.net/
http://tscitech.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=22351233&i=201406/20/09/f0240709_20172882.jpg
http://tscitech.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=22157148&i=201405/29/09/f0240709_0271540.jpg


近年発行のTtime!の表紙

@UTtime

Ttime!はこのよう
な広報誌を隔⽉月で
出版しています。

Ttime!

４〜～６⽉月期︓：
WEB版Ttime!をオープン︕！
http://ut-ttime.net/ 



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










