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Ⅰ はじめに 

 

 首都大学東京・理工学研究科・生命科学専攻では，平成 19 年度から 21 年度まで，文部

科学省の補助事業「組織的な大学院教育改革プログラム」に採択され，「企画評価力を備え

た創造的生命研究者の育成」のテーマで，組織的な大学院教育の改革の取り組んだ．同，

補助事業は，補助期間終了後，大学独自で継続することが条件となっており，申請書やヒ

アリングにおいて，大学学長から継続することが名言されていた． 

 

 それを受け，平成 22 年度は，大学から教育改革推進事業（学長指定課題分）500 万円，

理工学研究科から大学院教育改革推進費等 100万円（大学院学術会議派遣経費 50万円を含

む），生命科学専攻から大学院教育改革費 50 万円の予算を組み，総額 650 万円で継続事業

を実施した． 

 

 予算規模は，4分の 1に縮小されたが，大学院生達は本継続事業の趣旨を良く理解して，

自発的に活動に取組み，期待通りの教育成果を上げることができた．本報告書は，その学

生活動の報告をまとめたものである．これらの内容は，すでに生命科学専攻のホームペー

ジ http://www.biol.se.tmu.ac.jp/GP.html で学内外に公開されている． 

 

 実施方法は，19年度の補助事業の中で，授業科目の中に，企画経営演習，国際実践演習，

研究評価演習を開設しているので，引きつづき，その授業科目の枠組みを利用して，教育

改革事業を推進した．本年度の取組みとしては，予算規模が 1/4 になる中で，優先的な事

業に集中することで半分ぐらいの効果を上げることができたのではないかと評価している． 

 

 21 年度までの 3 年間の補助事業については，平成 22 年度に日本学術振興会の事後評価

を受けたが，最高の A評価「目的は十分達成された」を受けた．また，補助事業全体の「事

後結果報告」http://www.jsps.go.jp/j-daigakuin/10_jigohyouka/h19/jigohyoukakekka.pdf の中

で，評価対象の全 125 件中で 8 件が「特に波及効果が期待できる取組み例」として特筆紹

介されたが，それに選ばれた．下記にその紹介文を引用して，関係各位に重ねて感謝いた

します．次ページに事後評価結果を転載します． 

 
○「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」 (首都大学東京理工学研究科生命科学専攻) 

本教育プログラムは、大学院生が自らの発想に基づき、研究を企画・遂行して いくために必要な能力

を涵養することを目的としており、自主的なアウトリーチ 活動を組織運営する「企画経営演習」、学生

主体による海外研究者招聘や国際シン ポジウムを企画する「国際実践演習」、世界的な研究動向を踏ま

えたテーマ設定に よる競争的資金獲得の実践を行う「研究評価演習」が新設され、多くの学生が自 主

的な企画に取り組むこととなり、参加学生の満足度も非常に高いなど、大学院 教育の改善・充実に大

きく貢献している。また、教育改革の推進体制が整備され、教育効果の検証に基づいた、今後の継 続・

改善への方策がきめ細かく検討されている。 

 

 

2011年3月 生命科学専攻 大学院GP継続事業 代表者 松浦克美 
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組織的な大学院教育改革推進プログラム 平成１９年度採択プログラム 事業結果報告書 

 

教育プログラムの名称 ： 企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成 

機関名 ： 首都大学東京 

主たる研究科・専攻等 ： 理工学研究科生命科学専攻［博士前期課程、博士後期課程］ 

取組代表者名 ： 松浦 克美組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会における評価 

 

【総合評価】 

■ 目的は十分に達成された 

□ 目的はほぼ達成された 

□ 目的はある程度達成された 

□ 目的はあまり達成されていない 

 

〔実施（達成）状況に関するコメント〕 

それまでの大学院教育の実質化に向けた諸取組みを踏まえて、大学院生が自らの発想に基 

づき、研究を企画・遂行していく能力を涵養することに重点的に取り組むという教育プロ

グラムの目的に沿って、企画経営演習、国際実践演習、研究評価演習というプログラムを

新設して、大学院生の自主的な活動を促した。その結果、いずれかの演習に95%以上の大学

院生が参加し、2/3 の大学院生は自主的な企画に取り組むこととなり、大学院生アンケー

トでのそうした活動に対する評価も高く、大学院教育の改善・充実に大きく貢献したと評

価できる。特に、研究活動、授業履修、自主企画活動の比率を6:2:2 と具体的に設定して、

指導を行ったことは、大学院教育改革の先進的な試みとして高く評価できる。 

情報提供も充実しており、教育改革の推進体制の整備など学内への波及効果も認められる。 

今回の取組を踏まえて、その継続・改善方向が、きめ細かく検討されており、担当者の意 

欲と大学側の支援の意向が窺え、教育プログラムの発展・充実が今後も期待できる。 

 

（優れた点） 

大学院生の創造力、発信力、応用力を高める多くの工夫がなされており、受身になりがち 

な大学院生に、アウトリーチ活動や国際シンポジウム開催、グラント申請などの自ら活動

する科目を課すことは、新しい大学院教育の試みとして高く評価でき、実際、多くの大学

院生がそれに参加している。 

 

（改善を要する点） 

大学院生が研究に取り組む時間が2 割程度減少したとあり、また、学会、論文発表の増加 

や博士後期課程学生の増加というような効果は出てきていない。 

両者の関係は明確ではないが、今回のような取組と、授業、研究活動を通した教育とのバ 

ランスのあり方、その相乗効果についての検証・分析が望まれる。また、それは、全国の

大学院教育改善の方向性を考えていく上でも重要である。 
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Ⅱ 事業概要 

（１） 企画経営演習 

企画経営演習では、学生が企画力・実行力・運営力等をつけるために、学生グループが主体的に

さまざまな事業を企画・実施することを強く奨励した。 
特に、高校生や一般の方々を対象とした、研究紹介のためのイベント開催や実験指導を強く奨励

した。これらは、アウトリーチ活動と呼ばれ、科学者が研究成果を一般の人に分かりやすく届ける

活動として、近年重視されてきている。 
大学院教育におけるアウトリーチ活動には、さらに大学院生が自分の研究の意義を意識し、企画

運営力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を育成するために大変効果的であるこ

とが明らかになっている。 
アウトリーチ活動の他に、学生自らが企画した教育支援活動（ティーチングアシスタント活動）

も実施された。 
 企画書については、その形式や内容項目から、自身で考えることを課した。企画書の完成にあた

っては、自分の研究室および他の研究室の大学院生に見せてコメントを受け（学生相互評価）、さ

らには教員による評価を受け、それに基づいて修正することを求めた。これにより、評価力や文章

力、コミュニケーション能力も向上した。 
さらなる課題としては、まったく新しい企画をもっと奨励すること、非参加者をどのように減ら

していくかがある。 
  

個々の企画についての具体的報告は、本報告書に学生自らの報告書として掲載した。研究の企画

および確実な実行にも通じる広い意味での企画力・評価力・認識力の向上に役立ったと考えられる。 
  
 

  

 

（２）国際実践演習 

生命科学の優れた研究者になるためには，討論ができるだけの英語力が不可欠である．しかし，

今日の教育では高い英語力をもつ人材の育成に成功しているとは言えない．そこで国際実践演習で

は広く英語基礎力から，実践力までをつけるプログラムを実施した． 
 

ネイティブ講師による自主的英語学習の支援 
大学院生，特に博士課程前期の学生の英語力は余り高くない．その理由として，毎日の継続的な

英語学習の不足があげられる．そこで，通常の大学院英語授業の他に英語力強化プログラムが組ま

れた．本年度の英語力強化プログラムは，今までの反省から，自主的学習支援を目的とした．受講

者には各自のレベルに合わせて，毎日３０分から１時間以上の学習を義務づけ，週１回の Native 
speaker 講師によるレッスンでは，自主学習に沿ったチェックを受けた．ときに受講者同士を小グル

ープにし，学習継続のモチベーションを高める等の工夫も行った．前期受講者には英語でのレポー
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ト提出が課され，多くの学生の英語基礎力の向上が見られた．しかし，後期は就職活動等の影響で

受講者が減り，継続学習活動もあまり活発でなくなったこともあり，更なる工夫を必要としている

と考える． 
また，後期には様々な論文発表の機会が増えることから Native 講師による週１回の論文校閲演習も

行われ，大学院生だけでなく，教員の利用も多かった． 

 

韓国，ソウル市立大学との交流 
３年目を迎えるソウル市立大学との交流をおこなった．本年度は昨年度，ソウルに招待されたメ

ンバーを中心に「ソウル市立大学交流委員会」を立ち上げ，ほぼ全ての連絡や行事の企画，実施を

行った．歓迎会や歓送会のほか，バイオカンファレンス第３部でお互いの研究をポスターで発表す

る会もあった．さらに大学祭におけるオープンラボにも参加してもらい，本学大学院生による通訳

で一般の人への研究紹介も行った．また，昨年度と同様，ソウル市立大学からの学生は研究室に配

属され，それぞれの研究を体験したほか，研究室の学生との交流も行った．ただし彼らの研究が分

子生物学に偏っていることもあり，選ばれなかった研究室の本学学生が交流に参加しない例も多か

った．来年度からは滞在研究室を２つにする等の工夫が必要と考える．３年にわたる交流で顔見知

りになった学生も多く，学生同士の交流はスムーズに行われた．卒研生や博士前期課程１年の大学

院生には，アジア内でも科学交流の共通言語は英語であることを認識したという感想を持つ者が多

かった．例年通り，２０１１年２月にはソウル市立大学でのプログラムである UOS-TMU joint 
meeting に大学院生５名，教員１名が招待され，さらに専攻同士の交流を深めた． 
 
海外短期研究 

本プログラムは海外のラボに滞在し，研究活動を行うのを支援する．滞在は留学というよりも研

究滞在を目的としているため，ある程度研究成果のある博士課程後期学生のプログラム参加を推奨

した．本年度は予算縮小もあり，参加者は１名だったが，コペンハーゲン大学に３ヶ月滞在中に行

われた研究活動の成果がその研究室の発表論文のデータの一部となったため，論文に名前がのるな

ど，単なる留学ではない成果をあげることができた． 
継続的に続けられた国際実践演習のおかげで，英語を使ったコミュニケーションを多くの学生が抵

抗なく行えるようになった．しかし，このような企画に参加する学生とまったく参加しない学生の

２極化が見られる等，これからの継続には英語基礎力の低い学生にも受け入れられるプログラムの

新設も考える必要があるのかもしれない．  (福田公子) 
 
 

 

 

（３）研究評価演習 

研究評価演習の目的とその背景 

研究評価演習の目的は、他人の研究の評価を通じて研究の本質的な価値を考え、その評価結果を

客観的に表現することの重要性を学ぶことである。さらに、この演習を通じて自分の専門外の分野

であっても、一定の根拠に基づき論理的に表現された研究計画を的確に評価する能力をもつ「目利
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き」となることを目指した。 

 このような評価能力が、自らの研究計画に対して発揮されてはじめて斬新な研究分野を開拓でき、

オリジナリティの高い研究の遂行には評価能力は必須である。しかし、ユニークな研究に対する評

価力の低さは日本の科学の弱点として以前から指摘されている。たとえば、ノーベル賞を受賞する

以前の田中耕一博士の業績に対する低評価は、その典型である。権威による評価が定まる以前に萌

芽的で優れた研究を見いだすことのできる「目利き」育成は、日本の科学全般にかかわる極めて重

要な課題である。 

 そのような「目利き」は、学界に限らず、銀行や投資家や企業そして行政でも求められている。

さらに、この自らが有する見識と、論証のなかで言及される証拠に基づき論理的に行われる批判こ

そ、『ビジネス』で求められている「クリティカルシンキング」に他ならない。この批判・評価能

力を身につけることは、将来の活躍の場をどのような方向に求める人にとっても極めて有益である。 

 

実施内容 

（前期の研究評価演習） 

前期の演習では、受講者の学年などにより、3つのカテゴリーに分けて演習を実施した。 

 

◆学振特別研究員のカテゴリー 

 日本学術振興会特別研究員の申請書の書式を用いて研究計画書を作成し、演習時間中に発表し、参

加者相互で批判を行い、最終的には評価した。さらに、その評価の根拠を評価を受けた人に対して説

明した。演習は、３回行った。 

 第１回では、演習全体の目的である的確な批判および評価力の育成について説明した。第2回目の

演習までに研究計画を参加者のメーリングリストに投稿し、事前に相互に申請書を読み批判点をまと

めた。 

  第２回では、全ての参加者が自らの申請書の一部分を全員の前で、一定時間内に端的に説明した。

その内容について、他の参加者全員が5分程度の時間以内にコメントした。その際に受けた批判をも

とに行う申請書の改訂を次回までの課題とした。 

 第３回では、第２回と同様に、参加者の発表および相互の批判を行った。さらに、演習時間中には

扱えない申請書の他の部分についても、相互の批判を演習参加者間で行ってもらった。そして、最終

稿となる自分以外の申請書に対し、５点満点で採点し、評価の理由を述べてもらった。 

 演習参加者のうち希望者には5万円を上限とした研究発表旅費を交付し、各自の研究成果を発表し

てもらった。 

 さらに、特別研究員の採択率の向上が本演習の最終的な目的ではないが、特別研究員のカテゴリー

の参加者のうち５名が特別研究員に採択された。また、本専攻で採択された他の1名も前年度に本演

習を履修していた学生だった。 

 

◆博士前期課程2・１年のカテゴリー 

指導教員・副指導教員の承認を得た後に、教務委員に提出する研究報告書の書式を利用した。演習

は、学振特別研究員のカテゴリーの手順に加え、日本語の作文技術と科学における批判に関する講義

も実施した。演習参加者のうち希望者には、３万円を上限とした研究発表旅費を交付し、各自の研究

成果を発表してもらった。 
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（後期の研究評価演習） 

 修士論文発表会に参加し、発表を8演題以上（ただし、自分の所属する研究室の発表の数が全体の

３０％を越えないようにする）を聞き、その発表内容について評価をした。評価方法は、評価のポイ

ントについて説明したのち、一定の書式の評価書をあらかじめ準備し、その評価基準に則って行なう

ものとした。その評価書をレポートとして提出した。 

 

 

全体の講評 

① 評価者の視点の獲得 

 自らの申請書を含めて、複数の申請書を一度に読むという経験は、大半の受講者にとって初めての

経験であった。この経験から、一定以上の割合の受講者は、申請書間の比較に基づいて良い、悪い評

価がなされていることを実感できたと思う。この視点を持つことで、自分の研究を第三者的な立場か

ら熟考することが可能になることも体感できたのではないかと思う。この点において、本演習は、一

定の教育効果を有していると考えている。 

② 評価結果の伝達と受容 

 大半の受講者は、相互に行った評価の結果を、的確に相手に伝え、また伝えられた評価を冷静に受

け止めていた。この建設的な批判を真摯に受け止める受講者の態度は、尊敬に値するものだった。受

講者が示した批判とそれへの対応能力を、日常の研究により積極適用することで、受講者およびその

周辺の人々の研究レベルの一層の向上が多いに期待できる。  

                                  (鈴木準一郎)                                                           
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Ⅲ アウトリーチ 

（１） 

タイトル：  2010 大学祭オープンラボ  

実 施 者：  磯部琴葉、里村和浩、阿部祐樹、落合広明、竹下真未  

対象・人数：  大学祭来場者  

実施期間：  2011年 11月 3日 ～ 2011年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画の対象者である大学祭来場者の多くは、大学ではどのような研究がなされているのか、具体

的な内容に接する機会が非常に少ないと思われる。そこで進化遺伝学研究室の紹介通じて、首都大

学で行われている研究の一部分を一般の人に知ってもらうことを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・ハエ展示 

進化遺伝学研究室で飼育しているショウジョウバエ（11種）の実物（生存状態、および液浸状態）

を展示し、その形態や特徴などを紹介する。 

・ハエ当てクイズ 

展示している種の中から数種（4 種）を用いて、分類によりどの種類のショウジョウバエであるの

かといった簡単な同定作業を体験してもらう。同時に分類にはショウジョウバエのどのようなポイ

ントに注目していくのかといった実際の分類作業の流れの解説も行う。 

・ポスター展示 

研究紹介用のポスターを作製し、展示する。展示されているショウジョウバエが実際にどのような

分子進化学的な実験に使用されているのかといった解説も行い、対象者にショウジョウバエや分子

進化への興味をもってもらえるよう工夫する。 

・進化クイズ 

進化にまつわる簡単なペーパークイズを配布する。クイズは A4 用紙 1 枚、難易度は小学校低学年

の児童に理解できる程度を目指す。また、クイズを解き終えた来場者には、解説のプリントを渡し、

口頭でも解説を行う。 

・系統樹クイズ 

複数の生物のイラストを展示し、どの生物の系統関係が近いのか遠いのかをあててもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

大学でおこなっている研究を対象者に紹介することで、一般の人に研究というものを身近に感じて

もらうことができる。また本企画を通じて首都大学東京への興味を強いものにしてもらえることが

期待される。企画者は、年齢や興味の程度・知識量の異なるさまざまな一般の人に向けて、対象者

の興味の強さやポイントに応じた方法での説明方法を工夫するといった能力の向上が特に期待さ

れる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
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・クイズを多くしたことにより、来場者に楽しみながら興味をもってもらえるようになったと思う。

ただ、ポスターは来場者にあわせて研究の内容よりはその背景の部分に重点をあてたほうがよかっ

たと思うので、次回以降はその点に注意していきたい。（磯部） 

・今年度は去年度から変更して、クイズを増設し、進化遺伝学に縁の無い人にも親しみやすい内容

になったと思う。しかし、大学の研究を紹介する目的から考えると、比較的難易度の高いポスター

展示のみになってしまったので、来年度は研究室で行われている実験手法などの紹介も取り入れて、

幅広い人に興味関心をもってもらえるような内容に出来たらと思う。（里村） 

・展示内容をより親しみ易い内容や表現方法に工夫した結果，積極的に関心を持ってもらうことが

できたと思う。特に受験を控えた高校生は熱心に質問をしており，学生が答える形で，進路選択に

も役立てるような，有意義な情報を提供をできたと思う。一方で，ポスターなどの具体的・専門的

な研究内容紹介については，来場者の反応を見ていると，とっつきにくい箇所があったような印象

を受けたので，今後はもう少し丁寧に導入などの説明を心がけていきたい。（阿部） 

・当日は、主にハエ展示やポスター展示にて、来場者への解説を行った。来場者の中には、生物学

に詳しくない方も多くいたので、その場合は細かい部分を省略し概要を把握しやすいように解説す

ることを心がけた。しかし、そういった来場者は、展示内容と直接は関係ないような質問もしてく

るので、自分の研究室の研究内容だけではなく、もっと広範囲の知識を持っていた方が適切な回答

をすることができると感じた。（落合） 

・昨年はショウジョウバエに特化したペーパークイズを作成したが、今回は進化全般を題材にした

クイズに変更した。それによって、昨年よりも時間をかけて問題を解く来場者が増えた。勘ではな

く、自分の考えで問題を解く来場者が増えたことは有意義なことだと思う。ポスター展示に関して

は、来場者の基礎研究への理解が低いように感じた。次回は、研究意義に関しても説明したい。（竹

下）  

 

（２） 

2010 大学祭：オープンアクアリウム＆オープンラボ 

実 施 者：山田沙佳（神経生物学研究室） 

実施場所：国際交流館前 

対象・人数：大学祭に来場した一般人 

実施期間：2010年 11月 1日 ～ 2010年 11月 3 日 

 

＜協力者＞ 

秋元優希（神経生物学研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

神経生物学研究室では末梢神経系について研究を行っており、私たちが用いる研究材料の多くは、

海産無脊椎動物である。そのため、私たちは海の生き物の知識や飼育技術を身につけている。一般

の方々の想像する動物は、多くの場合哺乳類、魚類などの脊椎動物であるが、動物には軟体動物、

棘皮動物、扁形動物、環状動物など多くの動物門がいる。また海中では、すべての動物門の動物を

見ることができる。動物を脊椎動物だけという偏った見方をするのではなく、幅広い門でとらえる

ことは、生物多様性の重要性という観点から、エコにもつながると私は考えている。 
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また、オープンアクアリウムを主催する側として、動物を展示し基本知識伝えることは自らの知識

を整理し、興味深く説明するというプレゼンテーション能力を磨くことにもつながると考えた。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

①オープンラボ準備 9:00－10:30 

国際交流会館前を利用して行った。そのため、会場設置作業と飼育施設から、海水、生き物等を運

搬した。またエアレーションシステムをつくり、動物が弱らない仕組みもつくった。 

  

②オープンラボ 10:30－16:00 

 来校した一般人に対して、動物を見せながら説明した。その他、実際に動物に触れてもらい、海

洋生物を視覚だけではなく、触覚などでも体感してもらった。終了後、動物を飼育等に戻し、後日

のための片づけを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者としてプレゼンテーション能力の向上ができた。また一般人に対しては、動物には脊椎動物

門だけでなく、様々な動物門がいること、そして海には全ての動物門の動物が生息していることを

伝えられた。更に、動物の知識を与えるだけでなく、実感としての興味を与えられたと思う。 

 
（３） 

タイトル: 支援教室「大地」 学内緑地観察会と事前授業 

実 施 者: 角田智詞、中路真嘉、佐藤光、松山龍太 

実施場所: 支援教室「大地」及び松木日向緑地 

対象・人数: 青少年相談センター中学生支援教室「大地」生徒・職員 10名程 

実施期間: 2010年 9月 30日，10月 7日 

<概要/目的>  

中学校での事前授業・大学内緑地での観察会を通して、企画対象者が身近な緑地にも多くの生き物

が生息していることに気づき、自然・生物に興味を持つきっかけを作ることを目的とする。 

 

<方法/企画としての特徴> 

自然観察や生き物になじみのない生徒にも興味が持て、わかりやすいように心掛けて事前授業を計

画した。写真や音声、植物の標本などを多用し、ただ話を聞くのではなく生徒一人一人が自然をイ
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メージできるような授業を組み立てた。事前授業の内容を振り返りながら、大学内緑地での観察会

を行った。 

 

<活動内容/具体的成果> 

事前授業において、大学内緑地とひなたブックの紹介をスライドにより行った。この際、緑地で見

られる生物や、それらを題材とした大学院での研究・調査方法などを紹介した。図や写真を多用し、

緑地のイメージを持ってもらえるように紹介した。また、ドングリと種子食性昆虫を材料とした観

察作業も設け、生徒自身から積極的に参加してもらえるように工夫した。観察会では、学内緑地を

一緒に散策しながら、事前授業での内容もふまえて、緑地内に生息する動植物の特徴や生態を解説

した。ハチやムカデなどの有毒生物も生息しているので、それらに対する注意喚起も行った。 

 

<企画を受けた生徒の声>  

知らないことが多かった。自分でもいろいろ調べてみたいと思った(中3男子)。 

人間と他の生物が共生していければいいと思った(中3男子)。 

モグラの穴がたくさんあったが、掘っても何もいなくて残念だった(中2女子)。 

 

<感想/課題など(企画力/評価力/自主性等の向上を含む)>  

昨年に引き続き、2 回目の企画実施だった。事前授業・観察会ともに、スムーズに実施できたと思

う。初めは興味がないと言っていた中学生も、楽しんでもらえたようなのでよかった。来年度以降

も、継続して行えれば良いと思う。(角田) 
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（４） 

タイトル：  オープンラボ -ニワトリ胚の展示-（11/3） 

実 施 者：  後藤 悠太 豊田千春 岡山唯、染谷春香、福島こよみ 

実施場所：  8号館専門実習室（２４７） 

対象・人数：  首都大大学祭の生命科学専攻オープンラボ来場者 

実施期間：  2010年 11月 3日 ～ 2010年 11 月 3日 

＜概要／目的＞ 

大学祭に合わせ、本研究室で研究材料として用いているニワトリ胚の展示を行う。 

 今回展示するニワトリ胚は有精卵を温めることで得られる。鶏卵もひよこも私たちにとっては身

近な存在である。しかしひよことして生まれてくるまでに、卵の中で何が起こっているのかを見る

機会は非常に少ない。 

 そこで本企画ではニワトリの 1日胚、2日胚、3.5日胚、6日胚の生きたままのサンプル、また 6

日胚、9日胚、13日胚の軟骨組織を染色した骨染色サンプルを実態顕微鏡で観察できるよう展示す

る。各展示の近くに企画者・企画協力者が立ち、必要に応じて展示の説明を行う。 

 またニワトリ胚の発生を記したポスターも展示し、ニワトリがひよことして生まれてくるまでの

過程を説明する。こちらも必要に応じて企画者や企画協力者が口頭での説明を行う。 

 以上のような展示を通して、来場者に発生生物学への興味、関心を持たせることを目的とする。

また主に口頭説明を通して、普段は知ることの難しい大学の研究室の様子も伝えることが出来る。 

 一方この企画では、企画者側がわかりやすくそして興味を引くような展示方法を考えることや当

日行う口頭説明などを通して、総合的なプレゼンテーション能力を養うことも目的としている。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞  

 ニワトリの胚は初めて見る来場者が多く、興味を持って聞いてもらう事が出できた。生きている

胚の観察は年代を問わず多くの人にとって新鮮な体験であったようである。来場者への説明を通し、

実施者側も知識の再確認をできた事が良かった。（後藤悠太） 
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 子供から大人まで幅広い年代の方々に発生生物学の面白さを感じていただくことができたと思

う。前回に比べ、説明内容を詳しく、深みのあるものにすることができ、来場者への対応もスムー

ズに行うことができた。毎日卵を見ている養鶏所に勤めている方からも、生きているニワトリの発

生段階を追って観察することができる展示法に感動したとの意見を頂くことができた。今後行われ

るオープンラボのために、ニワトリ胚を用いた応用研究についての知識を更に習得したいと考えて

いる。（福島こよみ） 

 

 学祭に合わせて行われるオープンラボということもあり、来場者はとても多かった。しかし、大

人数であっても企画者で連携してスムーズな対応、説明を行えたと思う。今回、同時にスタンプラ

リーの企画があり、本企画展示の側にスタンプを設置させていただいていたのだが、スタンプだけ

を目当てに来る子供たちがとても多かった。もし来年もスタンプラリーとともに行うのならば、こ

のような子供たちをいかに本企画を聞いてもらうかなどの対策を考える必要がある。（岡山唯） 

 

本企画では、様々な発生段階にあるニワトリ胚の展示を行った。ニワトリの卵は日常生活における

親しみがあるが、ニワトリが卵の中でどのように成長するかはあまり知られていない。したがって

オープンラボ参加者は、ヒヨコとはかけ離れた初期胚の形態や、生きている胚の様子に驚きや興味

を示していた。またスタッフは、観察のポイントや各ステージで起こる発生のイベントにについて

解説した。これにより、参加者は観察を通してニワトリ胚の発生過程を理解することができた。今

回のオープンラボでは、私たちがニワトリを使ってどのような実験をしているか、またその研究が

どのように応用されるかについて紹介する時間がなかった。次回のオープンでは、そういった話が

できる時間を作りたいと思った。（染谷春香） 

最終記入日時：  2011/02/08 18:34:01 

 

 

（５） 

タイトル：  オープンラボ TA ショウジョウバエが語る分子進化の世界  

実 施 者：  瀬戸陽介，磯部琴葉、里村和浩、阿部祐樹、落合広明、竹下真未  

実施場所：  ８号館実験室 415，418  

対象・人数：  OPラボ見学者  

実施期間：  2010年 8月 20日 ～ 2010年 8月 20日 

 

＜概要／目的＞ 

本研究室で行われている研究において，実際に使用している実験器具や，研究内容をまとめたポス

ター等の展示をし，見学者に研究を体感してもらう。 

 

＜活動内容＞ 

①        系統樹作成…研究室で扱っている，ショウジョウバエ各種の DNA 抽出から PCR，電気泳動，

シークエンス，系統樹作成まで過程を説明した。展示は，実験方法の原理が記載されたペーパー以

外に，電気泳動槽や系統樹作成に使う PC などの実験道具を実際に配置し，実験に対する興味や関
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心を持てるよう工夫した。 

②        ポスター展示…院生が現在行っている研究内容についてまとめたポスターを展示・解説した。

ポスター作成する内容は，「キイロショウジョウバエ抗菌ペプチド」と「アカショウジョウバエ低

温耐性」の 2テーマである。 

③        ヤドカリ水槽展示…研究材料であるホンヤドカリおよびイソヨコバサミを採集し，生きた状

態で展示した。また A4用紙 2枚程度に研究内容をまとめ，紹介した。 

④        進路相談…主に高校生とその保護者を対象として進路相談を受け付けた。昨年進路相談を希

望する見学者が予想を超えていたことから，今年は特別にコーナーを設けることにした。解説者と

別に院生が常時待機するスペースを設けることにより，スムーズな相談が行えることが期待される。 

 

＜期待される成果＞ 

大学で何が研究されているか，どのような環境で研究が行われているかを知ってもらい，研究の意

義や方法に理解と関心を持ってもらえるようになる。また受験を控えている高校生にとっては，首

都大学東京の雰囲気や，学べる内容などについて実際に見聞きすることで，進路選択に有用な情報

を与えることができると思われる。企画者においては，自他の研究内容を説明する仕事を通して自

身の知識を再確認すると共に，研究発表の練習の場として経験を得ることができる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

各展示それぞれがうまく特色を出し，見学者からもたくさんの質問を頂いたことから，効果的な説

明発表ができたと思う。また受験を控える高校生や保護者にも，今後の進路を考える上で有用とな

る情報を多く伝えることができたと感じた。一方で，予想に反して受験生の数が少なかったことか

ら，初学者に対して理解を促す説明が上手くできなかった部分や，進路相談コーナーを活用しきれ

なかった点で課題が残った。この反省点を生かして，大学祭や来年の OP ラボではよりよい展示内

容を考えていきたいと思う。（阿部） 

 

事前準備を十分に行ったことで、自分の携わっていない研究に関しても見学者の一定の理解が得ら

れるような説明ができた。ヤドカリの展示に関しては、見学者に興味を持ってもらうことを目的に

実験背景が主となった資料を作成した。見学者からの質問も多く、目的は達成できたと思う。ただ、

ある時間に見学者が集中した時の対応が不十分だったため、展示する場所・動線などは改善すべき

である。（竹下） 

 

事前に打ち合わせを十分に行ったことで、当日の実施内容について全体像および細部まで把握する

ことができた。見学者が集中してしまう時間帯の対応は、今回は不十分であり、今後展示方法・場

所等の改善課題は残った。（磯部） 

 

来場者の中には生物学に詳しくはない人もいたため、できる限り理解しやすいよう説明の内容を簡

単にするなど、来場者それぞれの知識に合わせた解説を心がけるようにした。それでも、まだ生物

を習っていない高校生などが相手の場合は、少し説明に手間取る場合もあった。そういった場合の

ため、もっと分かりやすい図などを用意するといった工夫の必要性を感じた。（落合） 
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今年度のオープンラボは実験機器等の紹介の他に、展示ポスターを一新することで、来場者に対し

てこれまで以上に当研究室で行っている最新の研究内容について紹介することができた。その結果、

来場者からは多くの質問をいただき、研究とは何かを伝えることができたと思う。しかし、今回特

別に設けた進路相談コーナーにあまり人が来てくれなかったことは非常に残念だった。今後は進路

等についてより気軽に大学院生と話ができる空気作りをすることが大事だと感じた。（瀬戸） 

 

今年度は、去年のオープンラボに加えて、実験動物ヤドカリの展示や現在行っている研究のポスタ

ーを展示するなどすることで、研究室や研究内容についてより詳しく伝えることができたのではな

いかと思う。事前準備も功を奏し、昨年度より解説や相談などをスムーズに行うことができたかと

思う。上手くいった点を含め、今回の反省を来年度に活かしていければと思う。（里村） 

 

（６） 

タイトル：  オープンラボ「日向緑地の生物から、エコロジーの世界へ」 

実 施 者：  山根 理紗子、間島 翔、照井 駿太、笠谷 麻美 

実施場所：  首都大学東京 11号館 108号室 

対象・人数：  大学祭に来場した高校生 

実施期間：  2010年 11月 3日 ～ 2010 年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

 南大沢キャンパス内の日向緑地に生息する生物に触れ、その多様性を実感し、生態学という学問

分野に興味を持ってもらう。その上で 本学の動物・植物生態学研究室で行われている研究内容を

簡単に知ってもらい、大学における生態学研究の対象やテーマを具体的に理解してもらう。その中

で、 生態学を研究する必要性についても言及する。 

 また、今年は国際生物多様性年であるので、ポスター・口頭での説明により、生態学研究におけ

る重要な概念である生物多様性の理解も促す。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

3つのブースにてポスター・生物の展示を行い、適宜口頭で説明した。 

①日向緑地の生物の展示  協力：野外生物同好会（生命科学コース学部生） 

・ポスター発表： 

 生態学・生物多様性の紹介、緑地地図を用いた生物の分布図、展示生物の特徴など 

・緑地に生息する生物の展示：両生類、昆虫、コケ植物など 

・ひなたブック（緑地生物紹介冊子）の配布 

②植物生態学研究室の研究紹介 

・各研究テーマを紹介するポスター発表 

「不均質な環境での植物の反応」、「物理的障害物に対する植物の反応」など 

・ 研究材料の展示：障害物の存在下で栽培したホソムギなど 

③動物生態学研究室の研究紹介 

・各研究テーマを紹介するポスター発表 
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「移入鳥類ガビチョウの生態」など 

・研究材料の展示：ガビチョウの巣、ガビチョウの生態のビデオ上映、ネズミによるクルミの食痕

など 

 

＜具体的成果＞ 

 普段自然に触れる機会が少ないであろう高校生に緑地の生物に触れてもらうことで、生態学への

興味・関心を促すことが出来た。また昨今各メディアなどで話題になっている生物多様性について、

生態学との関連を含めて正しく理解してもらうことができた。 

 また、企画者は自分の研究テーマについて短時間で端的に話す能力が身に付いた。さらに、生態

学を研究する理由を見つめ直すことで、これからの研究活動の動機付けを明確にするきっかけにな

った。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 ポスターの写真を見たり、実際の生物に触れることで、地域の方に南大沢キャンパス内日向緑地

に多様な生物がいるということを実感していただけた。また、幅広い年代の方に自分の研究の説明

をしたことで、言葉選びや説明時間を相手によって変化させる能力が身に付いた。 

  課題は 2点あり、1点目は主な対象者であった高校生の来場が少なく、研究対象としての生態学

に興味を持ってもらうという目的が果たせなかったことである。 今後は会場選びを慎重に行いた

い。また 2点目は 3つのブースをつなぐ「生態学」と「生物多様性」に関するポスターの設置場所

が悪く、あまり足を止めてもら えなかったことである。3種類のブースを 1会場に設置する効果を

最大にするため、今後は会場内の人の流れに対して戦略を練った上で会場設営を行いた い。（山

根） 

 

 今回のオープンラボは大学祭と同じ日に開催されたため、前回よりも幅広い年代の方々がいらっ

しゃった。そのためそ れぞれの年代の人に合わせた説明をしなければならなかったため、人に物

事を伝える力が向上したと感じた。しかし専門分野に対する知識が不足していることが わかった

ため、今後さらに専門分野に対する知識を獲得しようと思う。今回のオープンラボを通じて、具体

的に自分の弱点を知ることができて良かった。（間 島） 

 

 準備段階では紙の上でうまいこと間取りを決めることができましたが、実際に会場を作るときに

は少し考えていたのと違ったり 思い通りにいかないなど苦労しました。当日は予想より少し多く

の人が来てくれたと感じました。レイアウトも同好会のブースが先に見え一般の方達も入りやす 

かったと思います。そして、奥に入るにつれ生態学の分野になり全体の説明のポスターもあったの

で徐々に解ってもらえたと思います。ここで 3つの出展を同じ 部屋で行ったことで、集客効果は

あったと思います。その中の一つにしか興味のない方にも他の物に興味を持ってもらういい機会だ

ったと思います。修正点をあ げれば、一緒に出展するだけでなく、もうちょっと外で宣伝すれば

より多くの方に来てもらえたと思います。今回の企画は反省点もありますが成功だったと思っ て

ます。（照井） 
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 生物多様性や生態学について，一般市民に説明するにあたり，生態学や多様性の定義から勉強し

直すことで，私自 身もより知識が深まった。当日になってみて思うように運ばないこともあった

が，身近な生物の観察という手軽なテーマから研究の内容まで幅広く取り扱えたこ とで，来場さ

れた方々には身近な生物や生態学に興味を持って頂け，とても有意義な企画になったと思う。（笠

谷）  

 

最終記入日時：  2010/12/14 17:37:21 

 

 

（７） 

2010 オープンラボ：生物多様性スタンプラリー 

実 施 者：山田沙佳（神経生物学研究室）  

実施場所：国際交流館前  

対象・人数：大学祭に来場した一般人  

実施期間：2010年 11月 3日 ～ 2010年 11月 3 日 

 

＜協力者＞ 

秋元優希（神経生物学研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

昨年は国際生物多様年の初年度にあたり、各地で様々なイベントが催され、生物多様性についての

理解を深める活動が行われていた。そこで、大学祭のオープンラボ来場者にも生物多様性を知って

もらうために、スタンプラリー形式の企画を立案した。 

それにより、参加者はゲーム感覚で楽しみながら生物多様性の概念等を学ぶことができると考え

た。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

１、事前準備 

オープンラボ参加研究室（全１３研究室）が使用している実験動物をモチーフに絵柄をデザインし、

スタンプを計２３個作成した。 

 

２、オープンラボ当日 

各オープンラボ実施場所の一角に、その研究室専用のスタンプとスタンプ台を置き、一般の来場者

が参加しやすいように誘導、説明を行った。また、状況に応じて説明やアドバイスなども行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

小さな子どもからその保護者まで、幅広い年代の方に、生物多様性の概要や取り組みなどを伝える

ことができた。また、スタンプの絵柄を通じて、私たち生命科学専攻の研究室がどのような研究を

やっているかを間接的に伝えられたと思う。 
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成果としては、統計を取ったわけではないが、昨年度のオープンラボよりも各研究室への訪問者が

増えたように感じられた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

研究室ごとにスタンプを作る作業に最も苦労したが、周りの人の協力もあり、無事成功させること

が出来た。参加してくださった人達からは、「とても面白かった」、「これを目当てに遊びに来た」、

「子どもが夢中になってやっていた」など、楽しんでくれたような意見を多く聞くことができ、と

ても満足な結果になった。 

しかし、その反面「全部まわるのが大変だった」、「場所がわかりづらかった」などの改善点なども

指摘された。この反省点を踏まえ、次回はわかりやすい企画を目指したいと思う。 

 

 

 

 

（８） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -品川女子学院アウトリーチ- 

実 施 者：  後藤悠太 渡辺健太 岡山唯 

実施場所：  品川女子学院 

対象・人数：  私立品川女子学院高等学校 1-2年生 30名（希望者） 

実施期間：  2011年 11月 13日 ～ 2011年 11 月 13日 

＜内容／目的＞ 

 私立品川女子学院高等学校の 1,2 年生を対象に、ニワトリ胚の観察実験を行なう。本企画は発生

プログラム研究室の福田公子准教授が品川女子学院高等学校で行なう特別授業に合わせて実施す

るものである。 

 鶏の有精卵は約 20 日間あたためるとヒヨコとして孵化する。ヒヨコも鶏卵も我々に身近な存在

であるが、ヒヨコとして生まれてくるまでの様子を観察する機会は非常に少ない。そこで本企画で

は、比較的取り出すことが容易で様々な構造を確認できる孵卵 2.5 日目の観察を行なってもらう。

対象学生にはスケッチを通して詳細な観察を行なってもらった後、グループに分かれて実験に関す

るディスカッションを行なってもらう。 

 この企画を通じて高校生には、教科書などでは伝わりきらない生物学の具体的なイメージを持っ

てもらい、生物学への興味や進路を考える際の判断材料となることを狙う。また上記内容の企画を

実施することにより、企画者自身の説明能力、情報発信能力の向上を図る。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 「首都大で生物学を学びたくなった」「研究と勉強の違いがわかった」などの感想を生徒たちか

ら受け取った。生徒たちにとって有意義な時間を提供できたようである。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 高校生の前で授業形式で大学院生が講義を行うのは滅多にない機会であり、普段から学んでいる
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知識の再確認ができた。生徒達側からも積極的な参加があったので実施者、対象者の双方に有益な

企画であったと思われる。（後藤悠太） 

 

 高校生にとって、大学の講義の様子や研究について知る機会はあまりないので、良い機会になっ

たと思われる。また、発生生物学をまだ習っていないような中学生の参加もあり、企画者はより工

夫を凝らした説明を求められるだけでなく、知識を再確認する機会となった。（岡山唯） 

 

 生物学、特に発生生物学は実際の胚を見ると興味関心が非常に高まるのだと再確認した。生徒達

の質問の受け答えを通して、難しい内容をいかに噛み砕いて分かりやすく、そして面白く伝えるか

が重要であると感じた。（渡辺健太） 

最終記入日時：  2011/02/08 14:13:53 

（９） 

都立桜修館中等教育学校臨海実習 2010 

実 施 者：山田沙佳（神経生物学研究室）、山澤拓実、渡辺健太、岡山唯、熊谷雄人、後藤悠太、

染谷春香、福島こよみ（発生プログラム研究室）、石田愛美（神経分子機能研究室） 

実施場所：神奈川県葉山町鐙摺海岸 

対象・人数：同校 5年生 生物選択者 93名  実施期間：2010年 5月 28日 

 

＜協力者＞ 

小林まや（動物生態学卒業生）、本間玲奈（動物生態学研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校では、毎年首都大学東京の学生と共同で臨海実習を実施している。 

海にはほぼ全ての動物門が存在し、生物の多様性を学ぶ上で非常に重要なフィールドとなっている。

その中でも干潮時の潮間帯では、様々な種類の生き物が海に潜ったりする事なく、容易に観察でき

る。 

本実習では、磯に生息する様々な動物から藻類まで、自分の目で見て採集し、その生物の生息環境

や多様性について学習する。そして、普段はなかなか見られない動物門の動物を積極的に観察する

事により、生物の多様性を学んでもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

2010年 5月 26日に同高校で臨海実習に先立ち、事前授業を行っている。 

授業では、当日の注意事項、生物の系統分類などの説明を行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

◎指導員の事前勉強会（5月 24日） 

事前授業の模擬授業を行い、内容に不備がないかどうかを指導員全員で確認した。また採集におけ

る注意点などの説明を行い、生徒に指導するべき内容を共有した。また、これまで鐙摺海岸で採集

した生物のリストを改訂し、実習で見つかる生物の名前や特徴などを確認した。 
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◎臨海実習（5月 28日） 

・採集準備（10:00～11:30） 

生徒の到着前に、指導員各自が事前に磯の下見を行い、前もって、生物のいる場所や危険な場所の

確認を行った。生徒が到着したら、指導員はあらかじめ決めておいた班（一班 8-9人）の元へ行き、

お互いに自己紹介をした後、注意事項などの説明を行った。 

・磯採集（11:30～13:00） 

班毎に磯に出て、採集を行った。指導員は班員の安全を確認しながら、なるべく多くの動物門を採

集するように促した。生徒は初めて見る生物に驚きながらも、非常に積極的に生物の採集を行って

いた。自分とは違う班の生徒と、ウミウシなどの珍しい生物を見せ合う光景もよく見られた。潮が

最も引く時間に合わせて、沖に出るように指示し、満ち始めたところで陸に戻るように指示しなが

ら、採集を終えた。 

・採集後の解説（13:00～14:00） 

班毎に採集した生物をバットに移し、生物の分類・同定を行った。図鑑で調べる事と並行し、指導

員による解説を行った。他の班が採集した生物も互いに観察し合い、多くの門にわたる多種多様な

生物を観察する事ができた。 

観察や簡単なスケッチの後、採集した生物を海に戻させた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

私は昨年の臨海実習に続いて二回目の参加だった。昨年の傾向だと、女子生徒はあまり海に入りた

がらず、服装も磯採集に相応しくない生徒が見られたが、今回は全員が積極的に採集を行っており、

全員がきちんとした服装であった。指導に関しては、できるだけ高校生にも親しみやすいような話

し方や丁寧な説明を心掛けたせいか、こちらがアドバイスした事や生物の説明などを熱心に聞いて

いる様子が見られた。また採集後には班を越えた交流もあちこちで見られ、珍しい動物を見せ合っ

たり、情報を交換したりなど、非常に有意義な実習になったと思う。 

しかし、事前に注意していたにもかかわらず、一部の男子生徒が海で泳いで採集を行ってしまって

いた。今回は事故・怪我などはなかったものの、とても危険な事なので、次回からはもっと注意・

指導を徹底したい。 （山田沙佳） 

 

私は、今回が初めての参加であったが、教育実習とは違う野外実習ならではの指導の仕方を学ぶこ

とができたと思う。高校生は積極的に採集を行っており、採集した生物について質問を受けること

も多かった。しかし、中には生物の観察よりも、採集に熱中しすぎててしまい、観察の時間になっ

ても海から出てこない生徒もいた。野外実習では、普段とは違う環境に舞い上がってしまう生徒も

多いので、もっと目的意識をはっきりさせることが必要だと感じた。   （石田愛美） 

 

去年同様、生徒たちは魚やタコなどの見た目が派手な生物の採集に興味が向きがちであった。採集

を楽しむこと自体は悪いことではないので、その興味をうまく他の生物種にも向けさせる事が出来

れば、もっと有意義な実習になると思った。（渡辺健太） 

 

初めのうち、生徒達は魚や蟹などの大きくて目立つ生物に興味を示していた。しかし、その他の生

物にも興味を持つように指導を行ったところそれは改善され、結果的に多様な動物門を生徒達は観
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察できたと思う。また、私自身も生徒に指導しながら知識の再確認にもなったので有意義な実習で

あったと思う。    （後藤悠太） 

 

話し方によっては大学生にも難しい生物種に関する知識というものをどのように伝えればわかり

やすく、そして興味を持って聞いてもらえるのかを考えさせられる良い機会でした。上記のように、

生徒たちは採集することには積極的であったが、観察に関してはよく聞いてはくれるものの質問な

どはなく積極的に生物種を知ろうという姿勢ではなかった。観察の時間を有意義にするためにも、

生徒とのコミュニケーションをもっと積極的にとるようにするとよいのではないかと思います。 

（岡山唯） 

 

今回の実習は、私にとって、わかりやすい説明を心がける良い機会となった。私が担当した班では、

女子、男子ともにスプーンやバケツを使い、生物採集に熱心に取り組んでいた。事前授業で学び、

気に入った生物についてレポートを書きたいという目的をもった生徒や、自分で採取した生物に興

味を持ち、大学に入学したら、この種について研究をしたいという生徒もおり、当実習は高校生に

とって生物学の興味の幅を広げる有意義な時間であったと思う。しかし、生物の大きさ、分類を知

らない生徒が多く、図鑑を使い自分で調べるという機会が少なかったことが残念であった。事前に

分類について説明することで、生徒も種について考えながら採取をするので、図鑑で調べる機会が

できるのではないかと考える。 (福島こよみ) 

 

この臨海実習への参加は２回目であったこともあり、以前よりも上手に採集活動の指導及びその後

の解説が出来たと思う。例年通り、始めは海に入ろうとしない生徒がいたが、実習後半にはほぼ全

員が積極的に採集をしていた。ただし、一部の生徒達はウニやヒトデといった簡単に見つかる生物

ばかりを集めてしまう傾向があり、最後の観察がいささか味気ないものとなってしまった。生徒達

に自主的な実習への参加を促すだけでなく、様々な所に目を向けるように指導することが重要であ

ると、この臨海実習への参加を通して実感した。 (山澤拓実) 

 

臨海実習への参加は初めてだったので、生物採集のアドバイスや採集した生物の説明等、適切に行

うことができているか心配だった。しかし、去年も臨海実習の TA として、参加している先輩方の

対応を見て、それをまねするようにしたり、わからないことを積極的に質問するようにすると、高

校生への対応がやりやすくなった。高校生は、多種多様な生物を採集し、採集した生物をよく観察

していた。また、採集した生物の形態や行動に疑問を持つことができている様子だったので、その

点に関して自ら調べるという事後学習ができると非常によいと思った。（染谷春香） 

 

臨海実習ではあまり積極的に参加しない学生もいると聞いていたが、実際はみな積極的に海に入っ

ていき活発な採集活動ができた。個人的には臨海実習への参加は今回が初めてで、なおかつ TA と

しての活動についても初めての経験であったので、適切に説明することの難しさを知り、自分自身

の力が不足していることに気付いた。この反省をもとに今後 TA として指導する機会をいただけた

場合に生かしていこうと思う。 (熊谷雄人)   
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（１０） 

都立桜修館中等教育学校臨海実習の事前授業 2010 

実 施 者：  山田沙佳(神経生物学研究室)  

実施場所：  都立桜修館中等教育学校  

対象・人数：  同校 5年生生物選択者 93名  

実施期間：  2010年 5月 26日  

 

＜協力者＞ 

本間玲奈 (動物生態学研究室) 

 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校 2年生の臨海実習に先立ち、磯採集の手法や海の動物についてのプレゼン

テーションを行った。臨海実習の目的は、磯に生息する多くの生物を観察し、主に動物界における

構成の理解を深めることである。従って事前授業では、生物の系統についての講義、磯採集におけ

る注意点の説明、臨海実習で見られる生物の紹介などを行った。これにより、実習当日には事前に

学んだ知識を生かして、自ら臨海実習の意義等を考えながら採集ができるようになる事が期待でき

る。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

事前指導は、パワーポイントによるスライドを用いて、高校の食堂で行った。実際の臨海実習を意

識し、スライドは実物の写真を多く取り入れて作成した。また、より興味を持ってもらうために、

生き物はクイズ形式で紹介した。その中で、特に重要な内容はカラーでレジュメを用意する事で、

より一層内容を強調した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

93人の生徒に対して、企画者と協力者 2人でプレゼンテーションを行った（45分の授業）。 

内容は以下の通りである。 

 

１、磯採集の説明と諸注意 (担当：武智) 

  磯採集の注意(観察の方法、危険な生物の注意、ふさわしい服装)と潮の満ち引きに  ついて。 

  磯採集のコツと、実習当日の干潮時がいかに多くの生物の観察に適しているかを説  明した。 

 

２、生物の系統分類 (担当：山田) 

  系統分類学とはどういう学問かについて。 

  分類が、進化の課程の推測につながる事などを簡潔に説明した。 

  写真や図を多用したスライドや、海綿スポンジなど道具も用い、わかりやすさを重  視した。 

 

３、臨海実習に関するクイズ (担当：山田) 

  例年本実習で見られる実際の生物の写真を用い、磯に生息する様々な生物の分類や  特徴を

クイズ形式で紹介した。 
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  選択問題を多く用い、生徒の挙手による参加型のプレゼンテーションを行った。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

私は今回が初めての事前指導だったのであり、また高校生がまだ教わっていない『系統』について

も説明しなければならなかったので、上手く生徒達に内容を伝える事ができるかどうかが不安だっ

た。そのため昨年度までの内容を復習したり、高校生にもわかりやすく、興味を持ってもらえるよ

うな内容にしたりなど、様々な準備を行った。 

その結果、自信を持って授業を行う事ができ、熱心にメモを取ってくれる生徒達が多かった。 

しかしクイズに関しては、女子生徒の参加率が悪かったので、次回は全員が参加するようにもっと

工夫をしたいと思う。 

（山田沙佳） 

 

 

（１１） 

タイトル： 第 1回オープンラボ まるごと大腸菌 

実施者： 藤原弘平、岩舘佑未、太田尚希、城本史寛、成田裕行、橋本知佳 

実施場所： 8号館 328 生物機器室 

対象・人数： 首都大学東京 大学説明会参加者（高校生およびその保護者） 

実施期間： 2010年 7月 18日 

＜目的＞ 

 受験生は進路を考える時期であるにもかかわらず、実際の研究や大学という教育機関への理解が

あまりない。そこで本企画は首都大学東京を志望する高校生を対象に、生命科学コースはどのよう

な研究を行っているのかを分かりやすく伝えることで、彼らが大学生活をイメージする手助けを行

いたい。当研究室では大腸菌の遺伝子を扱った研究を行っているので、研究について簡単な説明と、

実際の菌を観察してもらう。それによって生命現象や当研究室の研究内容に興味を持ってもらうの

と同時に、本学での学生生活を具体的にイメージさせることでさらに受験生の志望意欲を高めたい。

また、高校生やその保護者といった、専門知識のない相手に対するプレゼンテーションの練習の場

として、学生の発表技術を磨くことも目的である。 

 

＜企画内容・成果＞ 

 当研究室の特色について説明するために以下の展示を用意した。 

①モデル生物としての大腸菌(ポスターによる説明) 

 なぜ大腸菌を用いているのか、どのような目的で研究を行っているのか説明する。 

②大腸菌染色体大規模欠失株の作成について(ポスターによる説明) 

 大腸菌の生育に必須ではない遺伝子を追求し、染色体を縮小させるプロジェクトについて、その

意義と併せて解説する。 

③ブルーホワイトセレクションの展示(実際の菌をプレート上で観察) 

 遺伝子が欠失すると、表現型にどのような変化がみられるのか実感してもらう。X-Gal を添加し

た培地で lac遺伝子を持つ菌(青色を呈す)と lac遺伝子が欠失している菌(着色されない)を生育さ

せ、表現型の違いを観察してもらう。 
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④核を染色した大腸菌の展示(顕微鏡による表現型の観察) 

 遺伝子改変によって引き起こされる形態の変化を見てもらう。野生株と細胞分裂に必須な遺伝子

を破壊した株それぞれ核染色し、顕微鏡で観察してもらう。 

⑤光合成大腸菌の作成について(ポスターによる説明) 

 光合成大腸菌を作成する意義や、その方法、現在の進行状況などについて説明する。 

⑥カロテノイド合成大腸菌の展示(実際の菌をプレート上で観察) 

 カロテノイドを合成できる大腸菌や、光合成大腸菌制作過程の菌をプレート上に生育させておく。

他生物種の遺伝子を導入し、働かせることで大腸菌がどのように変化するのか観察してもらう。 

 来場した高校生とその保護者に当研究室での研究内容についてポスターを用いて説明を行った。

ポスターによる簡単な説明の後に、実際の菌を見てもらうことで 大腸菌を用いた遺伝学への理解

を深めてもらった。また随時、研究についてだけでなく大学生活や受験などについて質問を受けた。 

 

＜感想＞ 

 予想以上にたくさんの方に来ていただけて、とても嬉しかった。しかし、少数の来場者を想定し

ていたので、説明の順序や空間の作り方などが大勢に対応できなかった。次回は大勢にも対応でき

るよう、空間の使い方をさらに工夫したい。また、ただ研究内容を列挙しただけのような展示にな

ってしまい、来場者の興味をうまく引きつけられていなかったように感じた。もっと、流れが分か

りやすいストーリー性ある展示作りを追求したい。説明の際にはどうしても専門的になりすぎてし

まうので、研究内容を簡単に伝えられるようプレゼンテーション能力を磨きたいと思った。(橋本) 

 

 生命科学に興味のある高校生らに、研究内容を分かりやすく簡潔に紹介することができた。しか

し相手グループ内で知識に差があったため、より一般的な説明に偏ってしまった。相手グループの

それぞれの方に応じて、一般的な説明と少し専門的な説明を組み合わせることができると良かった。

また高校生と接したことにより、私自身の向上心に刺激を受けた。また、当研究室における研究に

ついてもう少し詳しく理解する必要があると感じた。(岩舘) 

 

 初めてオープンラボをおこなったが、思っていたよりたくさんの高校生や保護者の方が来たので

驚いた。生命科学に興味がある高校生、まだ迷っている段階の高校生などいろいろいたが、わかり

やすく説明することの難しさがわかった。どの程度まで噛み砕いて説明すれば良いのか自分自身も

戸惑っていたので、次の機会にこの反省を生かせればと思った。（太田） 

 

 研究を行っていない方々にわかりやすく説明する難しさを改めて実感することができた。また、

説明回数を重ねるうちに、だんだんと相槌を打ってくれる方が現れてきたので、上達を感じること

ができた。1日でこれだけ説明することが滅多にないので、大変充実したものとなりました。（成田） 

 

 初めは研究や生物の専門知識の少ない高校生に、私たちの研究を伝える難しさを実感した。しか

し、何度も説明しているうちに、相手がどういう部分に興味を持ってくれたか、どこがわからない

のか、ということが少しずつ理解できるようになった。また、自分の研究の面白さを言葉で伝える

事で改めて実感できたと思う。改善点としては、プレゼンテーションの資料をもっと推敲して視覚

でももっと理解できるような資料を作るべきだと思った。（城本） 
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（１２） 

タイトル： 第 2回オープンラボ まるごと大腸菌 

実施者： 藤原弘平、岩舘佑未、太田尚希、成田裕行、橋本知佳 

実施場所： 8号館 328 生物機器室 

対象・人数： 首都大学東京 大学説明会参加者(高校生およびその保護者) 

実施期間： 2010年 8月 20日 

＜目的＞ 

 将来のことを考えて大学選びをすることは非常に重要であるが、実際の研究や大学という教育機

関への理解を深める機会が高校生やその保護者にはあまりないようだ。そこで本企画は首都大学東

京を志望する高校生を対象に、本学生命科学コースではどのような研究を行っているのかを分かり

やすく伝えることで、彼らが大学生活をイメージし、志望校について考える手助けを行いたい。特

に当研究室では大腸菌の遺伝子を扱った研究を行っているので、研究について簡単な説明を聞き、

実際の菌を観察してもらう。それによって生命現象や当研究室の研究内容に興味を持ってもらうの

と同時に、本学での学生生活を具体的にイメージさせることでさらに受験生の志望意欲を高めたい。

また、高校生やその保護者といった、専門知識のない相手に対するプレゼンテーションの練習の場

として、学生の発表技術を磨くことも目的である。今回は前回のオープンラボでの反省点を活かし、

発表者・聴衆両者により有意義な展示にすることで、学生の創意工夫の力も磨きたい。 

 

＜企画内容・成果＞ 

 当研究室の特色について説明するために以下の展示を用意した。前回のオープンラボで、分かり

にくく不評だったものは削り、説明が足りていなかった部分は補った。 

①モデル生物としての大腸菌(ポスターによる説明) 

 なぜ大腸菌を用いて研究しているのか、どのような目的で研究を行っているのか説明する。 

②大腸菌染色体大規模欠失株の作成について(ポスターによる説明) 

 大腸菌の生育に必須ではない遺伝子を追求し、染色体を縮小させるプロジェクトについて、その

意義も併せて解説する。 

③核を染色した大腸菌の展示(顕微鏡による表現型の観察) 

 遺伝子改変によって引き起こされる大腸菌の形態の変化を見てもらう。野生株と細胞分裂に必須

な遺伝子を破壊した株のそれぞれ核染色し、顕微鏡で観察してもらう。また、なぜこのような形態

の違いが生じるか説明する。 

④光合成大腸菌の作成について(ポスターによる説明) 

 光合成大腸菌を作成する意義や、その方法、現在の進行状況などについて説明する。 

⑤カロテノイド合成大腸菌の展示(実際の菌をプレート上で観察) 

 カロテノイドを合成できる大腸菌や、光合成大腸菌制作過程の菌をプレート上に生育させておく。

他生物種の遺伝子を導入し、働かせることで大腸菌がどのように変化するのか観察してもらう。 

 来場した高校生とその保護者に、まず当研究室での研究内容についてポスターを用いて説明を行

った。ポスターによる簡単な説明の後に、実際の菌を見てもらうことで大腸菌を用いた遺伝学への

理解を深めてもらった。また随時、研究についてだけでなく大学生活や受験など様々な質問を受け

た。 
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＜感想＞ 

 今回はオープンラボ２回目ということで、非常にスムーズに準備ができた。また、前回の反省を

活かし、話にストーリー性が出せるよう展示の配置を工夫できてよかった。しかし、会場が生物機

器室であったために、やはり大勢のお客さんがいっぺんに来るとうまく応対できず、待たせたりす

ることもあったのが残念だった。前回、今回と蛍光顕微鏡が使える暗室近辺に会場を限定してしま

ったが、次回はもっと広くスペースが活用しやすい会場を探したい。また、前回は専門的になりが

ちだった解説も相手に合わせた説明ができたと思う。(橋本) 

 

 前回のオープンラボと比べて、相手の様子を見ながら研究内容を紹介することができた。さらに、

期待される研究成果はどのような点で社会に貢献できるかという点について、説得力のある説明を

できればよかった。また、高校生の保護者から卒業後の進路および受験対策について尋ねられた。

しかし、それらについて準備をしていなかったため、うまく対応できなかった。今後は、来場する

方々がどのような情報を求めているのか考えて準備を進めるべきだと感じた。（岩舘） 

 

 前回オープンラボをおこなって、説明する順序や空間作りなど反省点があったので、それを参考

に今回おこなうことができた。しかし、たくさんの人が来たりすると上手に対応できなかったりと

まだ足りない部分もあったように感じた。高校生にとってオープンキャンパス、オープンラボは進

路選択の大きな参考になるものなので、もっと魅力を伝えられる方法を考える必要があるのではな

いかと感じた。（太田） 

 

 オープンラボという行事を通じて、自分の研究をより理解することができた。 

人に説明することが少しずつできるようになったので、ゼミなどにも生かしていこうと思いました。

またこのような機会があるならば、その時は参加したいと思います。 

（成田） 

 

 

（１３） 

タイトル： 大学祭期間中オープンラボ 

実施者： 藤原弘平、岩舘佑未、太田尚希、城本史寛、成田裕行、橋本知佳 

実施場所： ８号館専門実習室 

対象・人数： 大学祭来場者 

実施期間： 2011年 11月 3日 〜 2011年 11月 3 日 

 

＜目的＞ 

 大学という研究機関においてどのような活動が行われているのか、大学に通った経験のない人は

具体的にイメージしにくい。そこで、今回のオープンラボでは当研究室がどのような目的を持って、

どのような活動を行っているのか分かりやすく紹介することを通して、大学とはどのような場であ

るのか理解してもらうことを目的とした。同時に、当研究室の活動や、生命現象そのもののおもし

ろさを伝えることで、より多くの人に生物学に興味を持ってもらいたい。また、大学祭の期間に来

校することで、オープンキャンパス時とは違った、より自然体の学生の姿を見に来る進学希望者も
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いると予想される。学生の普段の生活や、学部卒業後の進路の選び方などについても紹介し、進路

選択の手助けを行う。 

 さらに、学生にとっては、基礎知識があまりない相手へのプレゼンテーションを通して、より簡

潔で分かりやすい説明の練習を目的とする。 

 

＜方法＞ 

当研究室の研究目的や内容について説明するために、以下の展示を行った。 

①モデル生物としての大腸菌 

 これまで同様、ポスターを用いた展示とあわせて、実際に菌が生育している培地を用意した。ま

た、大腸菌が動いている様子の動画を PCで再生した。 

②遺伝学について 

 遺伝学という学問内容について簡単な説明を行った。また、年少の来場者が楽しめるよう、クイ

ズ形式のアンケートも行った。 

③当研究室での研究内容の紹介 

 当研究室で行っている大腸菌の最小必須遺伝子群同定の研究と、光合成大腸菌作成の研究につい

てポスターを用いて説明を行った。光合成大腸菌作成過程の菌は見た目にも色が違うので、プレー

ト上で培養したものを用意した。 

④大腸菌を用いた研究の将来像 

 これらの研究を進めることで、将来的にどのような成果が期待されるのか、また研究を行う意義

についてポスターを用いて説明を行った。 

⑤研究者になるには 

 最後に研究者とは何か、研究者になるためにはどうしたら良いのかポスターを用いて説明を行っ

た。また、進路・進学について質問を受け付けた。 

 

＜成果＞ 

 今回は他研究室と同じ部屋で展示を行ったので、予想を上回る多くの来場者に来ていただけた。

展示を通して当研究室の研究について、より理解を深めていただけたと思う。特にシールを用いた

クイズはお子様にとても好評だった。また、実際に動いている大腸菌を見せることで、大腸菌とい

う生き物をより身近に感じていただけたようだった。しかし、大学という場や研究活動については

説明に工夫が足りないようで、あまり理解してもらえなかった。 

 

＜感想＞ 

 年内３回のオープンラボを通して、基礎知識のない相手へのプレゼンテーションについて学ぶこ

とができた。特に、どこを丁寧に話せばいいのか、どのように提示すると分かりやすいのか以前よ

り工夫できるようになったと思う。また、企画のたて方なども合わせて学ぶことができて良かった。 

 今回のオープンラボでは小さな子から 50 代前後の方まで幅広い年齢の来場者がいて、それぞれ

に合わせた話をすることが難しかった。また、前回までと違って他の研究室と一緒に広い空間で行

えたことで、和気藹々と楽しそうな雰囲気を出せたのも良かったと思う。ただ、展示については当

初予定していた目的を全てカバーしきれなかったようなので、もっと十分に用意し、展示方法にも

工夫が必要だったと思う。また、備品に関しても事前にきちんと予約すべきだった。今回はポスタ
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ーパネルの代わりに急遽ホワイトボードを用いてしまったので、次回からは気を付けたい。（橋本） 

 

 オープンラボを通して、様々な人が大学研究に興味を持っていることを知りました。また、微生

物の知識のない方に説明することで、改めて微生物の素晴らしさを感じることができました。（成

田） 

 

 オープンラボで様々な人に自分たちの研究を説明することで、相手に興味を持ってもらうにはど

のように説明を工夫すればいいのかとても参考になりました。（藤原） 

 

 前回のオープンラボの経験を活かし、積極的に来場者へのプレゼンテーションをすることができ

たと思う。様々な層の来場者に寄り添った説明をするのは難しかったが、私たちの研究の面白みや

楽しさを知ってもらえ、プレゼンテーションの技術が向上したと実感した。（城本） 

 

 今回の大学祭期間中オープンラボは、幅広い年齢層の方々に私達の研究内容を知っていただく良

い機会となったと思う。そして研究紹介を通じて、私たちの研究対象である大腸菌に対するイメー

ジが来場者の年代によって異なることに驚いた。 

 また、私達の研究内容や大腸菌について関心がない相手に対して、どのように声をかけたら話を

聴いてもらえるのか、また新たに興味を持ってもらえるのかについて、今後考えて実行していきた

い。(岩舘) 

 

 

 

（１４） 

タイトル：  聖心女子学院高等科への出張実習  

実 施 者：  原田枝里子、吉松慶  

実施場所：  聖心女子学院高等科  

対象・人数：  高校 3年生の生物選択の生徒  

実施期間：  2011年 9月 21日 ～ 2011年 10月 25日  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

＜概要／目的＞ 

企画者は高校において出張実習を行い、計画性・準備力を高めるとともに、実習・授業を行うこと

で説明能力を身につけることを目的としている。また、高校においてこの活動を行うことで、これ

まで大学で身につけてきた能力や知識を還元することができる。 

 

＜方法＞ 

企画者は 3回にわたり高校を訪問し、以下の実習を行う。 

キイロショウジョウバエの交配実験  

キイロショウジョウバエ幼虫の唾腺染色体の標本作製 

これらの実習を通じて、大学で行われている教育や研究を身近に感じてもらう。 
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＜活動内容＞ 

準備： 

実習で必要な実験器具や動物の準備 

 

1回目（9/21)： 

キイロショウジョウバエの交配実験（実習内容の説明、道具の説明、親世代の交配） 

大学紹介、研究紹介 

幼虫の唾腺染色体の解剖（実習内容の説明、道具の説明、解剖・染色） 

 

2回目（10/6)： 

キイロショウジョウバエの交配実験（F1世代の交配、統計処理方法の説明） 

 

3回目（10/25)： 

実習結果の確認、質疑応答など 

 

交配実験は餌の状態が悪く、1 回目の交配は死んだハエが多かった。しかし、予備用に準備してお

いたため、実習全体には影響がなかった。唾腺染色体の解剖は、全員きれいな標本を短時間で作製

することができた。 

統計処理に関して、理解しにくい部分があったようだった。 

 

＜感想／課題＞ 

これまで 3年間ティーチングアシスタントとして行ってきた実習内容だったが、説明まですべて自

分でやるとなると、うまく説明できない部分が多かった。また、大学で行う場合は道具などがすべ

てそろっているため不都合がないが、高校には必要な道具がなかったため、餌や道具の準備が非常

に大変だった。今回の実習では学校の先生方に協力していただけた部分が多く、大きなトラブルな

く終えることができたのはよかった。今後の課題は時間配分である。時間の制約があまりない大学

と異なり、高校は下校時間や授業時間がきっちり決められているため、部分的に駆け足になって、

伝えられなかった部分もあった。時間を短縮するため準備を多くするといった工夫はしていたが、

実際やっているときにもっと時間を意識して進めないといけないと感じた。(原田) 

 

実際に大学生が行う実験を高校生に指導するのは初めての体験で、準備など戸惑うところもあった。

今回は高校の先生に協力していただき、授業当日以外でフォローをしていただいて助かった部分も

多かった。また、高校の授業形態に合わせて限られた時間で指導するのに戸惑い、説明を簡単にし

てしまった部分もあった。結果、高校生の深い理解に繋がらない部分もあったと感じた。今後は時

間配分など、しっかりした準備が必要だと感じた。実験以外にも大学生活の紹介や高校と大学の学

ぶ視点の違いを説明したが、大学進学を目指す高校生の意識付けに貢献できたと思う。先生からま

た実習に来て欲しいと言っていただき、今後も機会があれば高校に出向いて活動を続けたいと思っ

た。（吉松） 
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（１５） 

報告書：バイオカンファレンスにおけるポスター発表補助 

 

実 施 者：  下川悟史,他専攻内の大学院生 8名 

実施場所：  首都大学東京 国際交流会館 

対象・人数：  バイオカンファレンスのポスター発表者および来場者 

実施期間：  2011年 11月 4日 ～ 2011 年 11月 5日 
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＜概要／目的＞ 

バイオカンファレンス当日にはポスター発表者の発表準備の補助を行うことで、発表者に円滑にか

つ質の高い発表が行える環境を用意する。 

発表中には、ポスター発表者と来場者との橋渡しを行うことで、より多くの来場者が発表を聞ける

ようにする。 

 

＜活動内容＞ 

バイオカンファレンス前日および当日にポスター発表のための準備を行った。 

また、発表中には各ポスターの演者と学部生とのやり取りを促すことで、より多くの来場者が発表

を聞けるよう補助をした。 

なお、バイオカンファレンス終了後には、発表会場の後片付けを行った。 

 

＜具体的成果＞ 

ポスター発表者の発表補助を行い発表者にとってより良い環境を作ったことで、質の高い発表が行

われたと思われる。また、より多くのバイオカンファレンス来場者に生物学に対する関心を深めて

もらうことが出来た。 

企画者らは、ポスター発表者との交流を深めることにより、様々な分野の研究に対する見識を深め

る事が出来ると共に、それらの見識から研究のヒントを得て自身の研究を発展させていくことが出

来た。 

 

＜感想／課題＞ 

 今回、はじめてバイオカンファレンスに参加したが、普段話す事が出来ないような分野の方が多

く参加しており、自身の知見を深めることが出来たと思う。 

また、会場である国際交流会館では発表するポスター数が多かったためか、小さいホールに入らな

いと見ることのできない場所に展示されているポスターがあった。このような場所には来場者も入

りづらいため、可能ならば 1か所もしくは 2か所に分けてポスターを展示した方が望ましいと思う。

（下川） 
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Ⅳ 教育援助活動 

（１） 

タイトル: 生命科学コース入学予定者を対象とした入学前授業 

実施者: 角田智詞, 中路真嘉, 後藤なな, 宮澤絵里, 菅野菜々子, 黄瀬幸雄, 中川淳, 吉野智昭, 

志野優佳, 濱田理絵, 佐藤晴彦, 宇井勇太, 佐藤光, 中村文香, 松浦まりこ 

実施場所: 11号館101,学内緑地 

対象・人数: 20名 

実施期間: 2011年 2月 19日 

 

<概要/目的>  

 生命科学コースへの入学が内定している高校生に対する、事前教育の一環として本企画を行う。

事前教育を行うことにより、大学での勉強・生活に対して高校生に意識を持ってもらうことが、本

企画の目的である。 

  一般的な高校生は、高校と大学での生活の間にギャップを感じがちらしい。その場合は、大学生

活に順応するために、余計なコストがかかるケースもあるという。これは、早いうちから大学での

勉強・生活に意識を持ってもらうことにより、改善できると考えられる。本企画では、入学内定者

に我々の研究や生活、大学の環境を紹介することにより、これらの契機を提供する。 

 

<方法/企画としての特徴>  

以下のⅠ〜Ⅲの、3部構成で行った。学生の生の声が高校生に伝わるようにつとめた。 

 

Ⅰ．研究紹介(15:05~15:55)   

以下の研究室の学生が、5分程度の研究・研究室紹介を行った。 

動物生態学・植物系統分類学・環境微生物学・神経生物学・進化遺伝学・細胞遺伝学・分子遺伝学・

細胞生化学・植物ホルモン機構 

 

 

Ⅱ．座談(16:30~16:35)  

5 つのブースを設け、そこに以下の研究室の学生を配置し、座談を行った。ブース間の高校生の行
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き来は自由とした。研究についてだけでなく、大学での生活や勉学など、幅広い話題を提供した。 

 

1．動物生態, 動物系統, 植物系統 

2．環境微生物, 神経生物 

3．細胞遺伝, 分子遺伝   

4．進化遺伝, 細胞生化学   

5．植物ホルモン, 植物系統   

 (補欠:植物生態) 

 

 

Ⅲ．緑地案内(16:35~)  

興味のある高校生に対してのみ、学内緑地を案内した。緑地の案内には「ひなたブック」を活用し

た。20名中 11名が参加し、残りは座談を続けた。 

 

 

 

<企画を受けた高校生の声> 

・ 専攻のHP上ではわからないことも、研究紹介でわかったのでよかった。 

・ 緑地案内で、身近にいても気づかない生物を説明してもらえたことが印象深かった。 

・ 研究内容の説明が抽象的すぎてわからないところがあった。 
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・ どんなことをこれから大学でやっていこうか考える助けとなった。 

・ 研究内容の発表が興味深かったので、今まで私が研究しようと考えていなかった分野にも関心

が持てた。 

・ 座談でいろいろな話を聞くことができ、大学生活のことがより理解できた。  

・ 緑地案内がすごく楽しく、この緑地についてもっと知りたくなった。 

・ 自主研究がどんなものなのか・どのように進めていくのかわかり、よかった。 

・ 実際に研究や実験をするのが楽しみになった。 

・ 勉強面から生活面まで、役立つ情報をたくさんもらえ、助けとなった。 

 

<具体的成果>  

おおむね、高校生に対して企画の意図が伝わったようだった。 

研究紹介では、高校生には伝わりにくい部分もあったようであったが、座談で補えたかと思う。 

企画者側も、多くの研究室と連携でき、自己満足できるものとなった。 

 

<感想/課題>  

・ 協力してくださった専攻内の幅広い研究室に所属するみなさんに、深く感謝する。今後も、同

様の企画は多くの研究室と連携して行えればよいと思う。(角田) 

・ 今回の企画に多くの高校生が参加してくれて良かったです。参加する姿勢も意欲的だったと思

うので、発表する側にとってもお互いに良い会になったと思います。個人的には、発表内容に関

して高校生にわかりにくい発表になってしまったので、次回このような機会があれば改善したい

です。(濱田) 

・ 幅広い分野の研究室が多く参加したことは、新学部生が様々な分野が揃っている本専攻の雰囲

気を知る良い機会だったと思う。座談会を長めに設定していたお蔭で、新学部生と先輩とが十分

な時間話すことができたので良かったと思う。楽しかったです。(菅野) 

・ 高校生に対して「短時間で研究内容の概要を伝える場」、「時間をかけて研究内容・学生生活の

詳細を伝える場」、の2種類の機会をいただいたことで、発表方法や内容についてよく考えること

ができた。また、先輩方の発表を見て効果的な発表方法について学ぶことができた。高校生の役

に立つことができ、かつ自らもとても楽しめたので充実した時間を過ごすことがで きた。(松浦) 

・ 新入生の多くはこれからの大学生活に対してまだ具体的なイメージをもてずにいたように見え

たが、本企画を経験し、本学での学生生活や研究生活・将来に対するおおまかなビジョンを持て

たのではないかと思う。新入生の興味を引きつつプレゼン・会話することは難しいことを痛感し

た。このような機会を持つことはほとんどなく、貴重な体験になった。(中川) 

・ 研究室紹介や緑地案内は何度か経験しているが、今回は準備不足で、話す内容がいつもより散

漫になってしまったので反省している。学部生活に関しても記憶が薄れていてあまり良いアドバ

イスができなかったが、自分の分野に興味を持ってくれた学生に本や講座を紹介してみたので、

そのあたりは役に立ったかもしれない。(宮澤) 

・ 本企画の座談会では、新入学生の生の声を聞くことが出来た。それぞれが一様に不安を抱えて

おり、その対策を個人的には伝えることができたと考えている。ただ、研究に関しては高校生に

もイメージできるようにさらに工夫して話す必要があったと思う。(宇井) 
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・ 多くの新入生に参加してもらえてよかったです。大学での生活や研究についてイメージが固ま

っていない新入生に、生命科学コースのことを理解してもらえるように説明することは難しいと

実感しました。座談会を設けることで研究のことだけに偏らない説明ができたと思います。(佐

藤) 

・ まずはじめに、多くの研究室の皆さまにご協力していただき本当にありがとうございます。今

までとは異なり、今回はなるべく多くの研究室に参加していただき、高校生に首都大生命科学コ

ース全体の雰囲気を掴んでもらうことを目標とした。高校生のアンケート結果からすると、この

初めての試みはいい結果を招いたのではないかと思われる。様々な研究室の皆さまと 協力し合

う機会が少ないので、これを機に盛んにしていければよいと願う。(中路) 

・ 座談会では、私たちが喋る一方ではなく、高校生からも質問が出ていたので、非常に有意義な 時

間になったと思う。また、これに参加したことで、新たな学生生活を送る上での不安が、少しで

もなくなってくれていれば幸いである。(山田) 

・ 研究室紹介は入学予定者にとって難しい内容だったかもしれないが、座談会などで個別に話す

時間を多くとれたのは彼らにとってよかったのではないかと思う。既に研究に対する意識の高い

人もいて感心させられた。(吉野) 

 

付録 : 高校生の声の詳細(記：中路・角田)  

 学生が行う高校生への入学前教育は、例年、松浦先生の依頼を受け、主に動物生態学や植物生態

学研究室の学生が行っていた。これらの研究室にとって、この入学前教育は自身らが行っている研

究をアピールするよい機会である。実際、昨年までは、実施内容のほとんどが生態学に関連するも

ので占められていた。 

 しかし、高校生の興味が生態学に向いているとは限らない。むしろ、生命科学専攻の特徴は、生

命科学の多様な分野の研究を行っていることであり、高校生の数だけ興味は様々であると考えられ

る。そこで、本企画では、専攻内の多くの研究室に協力を依頼し、生命科学専攻の多様な分野の網

羅的な紹介を試みた。協力を依頼した研究室の中には、諸事情により参加していただけなかった研

究室も複数あったが、上記の多くの研究室に参加していただけた。ここに、協力していただいた皆

さんに対して、改めて感謝の意を表する。 

 多くの研究室の参加による恩恵は、高校生に任意でお願いしたアンケート結果にも寄せられてい

る。アンケートでは、以下の1~4の項目を設けた。 

 特に、項目3の改善すべき点では、もっと多くの研究室を紹介してほしかったとの声もあった。

企画の実施時間との兼ね合いとなるが、多くの研究室が参加することが、高校生からも望まれてい

る。 

 また、企画には3つの内容が含まれたが、どの内容も高校生の印象に残ったようである。高校生

にとって、本企画が有益なものとなったようで、幸いである。 

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

1． 印象深かった点  

(研究紹介に関して) 

・ 研究内容の発表が興味深かったので、今まで研究しようと考えてなかった分野にも関心が持て

た。 
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・ 研究室の紹介で、HPなどではわからないこともわかり、よかった。 

・ どんな研究が行われているかがわかったこと。 

・ 小笠原諸島や伊豆諸島など様々なところにいって生物について研究できること。 

・ 生存に必要な最小限の遺伝子だけを持った大腸菌を作るという研究。 

(座談に関して) 

・ 座談で先輩の話を聞けた点。 

・ 大学生活についての話が印象深く、参考にしようと思った。 

・ 先輩の話を聞くことで、大学に対する実感が増した。 

・ 細胞遺伝ブースならではのアドバイスや大学の過ごし方などが印象的だった。 

・ 研究だけでなく、学生生活についても知ることができて、大学生活が楽しみになった。 

・ 自主研究のノートを見せてもらったこと。 

(緑地案内に関して)  

・ 散策で、身近にいても気づかないような生物の説明をしてもらえたこと。 

・ 緑地散策が楽しかった。 

・ イモリ池。 

・ 緑地案内がすごく楽しく、この緑地についてもっと知りたくなった。 

・ 大学構内とは思えない緑地。 

・ 気をつけてみないと、見つからない生物が緑地には多くいること。 

・ キャンパス内の森がすごく広かったこと。 

 

2． 自身の理解の助けとなった点 

・ 取るべき授業について詳しく聞けたこと。 

・ 座談で聞きたかったことを聞けてよかった。 

・ 先輩が気軽に話してくれたので、いろいろな話を聞くことができ、大学生活のことがより理解

できた。 

・ パンフレットなどだけでは研究室の実態がよくわからなかったので、研究紹介はとてもありが

たかった。 

・ 自分が興味を持っていることが、どの研究室でできるのかがわかった。 

・ 自主研究がどんなものなのか、どのように進めていくのかわかったこと。 

・ 各研究室について具体的に説明してもらえたので、入学後のビジョンが少し見えた気がする。 

・ 自主研究のノート。 

・ 勉強面から生活面まで、役立つ情報をたくさんもらえた点。 

・ どのような研究をしているのかがわかった点。 

・ 大学生活をどのようにスタートしていいのか不安だったので、今回話をしてもらえてよかった。 

・ 座談での個人の話がとても参考になった。 

・ 自分の進みたい方向がわかった気がする。 

・ 細かなことまで直接質問できてわかりやすかった。 

 

3． 企画内容の改善すべき点  

・ わかりやすかった（多数）。 
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・ 研究内容の説明が抽象的すぎてわからないところがあった。 

・ 研究紹介で、いくつか知らない言葉があった。 

・ 時間の関係で略された箇所も紹介してほしかった。 

・ 自主研究についてもう少し詳しく知りたかった。 

・ 時間が短いので、1つ1つの研究を詳しく聞けず残念だった。 

・ 動物系統分類学研究室の研究紹介もやってほしかった。 

・ 研究紹介のとき、知らない単語がいくつか出てきたので、その単語に対する説明も欲しかった。 

・ もっとほかの研究室の話も聞きたかった。 

 

4．自由な感想 

・ 楽しかった（多数）。 

・ 緑地案内が面白かった。 

・ 入学する前にこのような体験をすることができてよかった。 

・ いろいろな話を聞けて面白かった。 

・ どんな研究室があるのかわかったので、これからどんなことを大学でやっていこうか考えるの

に助かった。 

・ 自主研究をやろうと思っていたので、いろいろなことを聞けてよかった。 

・ 実際に研究や実験をするのが楽しみになった。 

・ 森を歩くのが新鮮で楽しかった。 

・ それぞれの研究室の説明がわかりやすく、HPなどでみるよりも参考になった。 

・ 学生の声を聞くことにより、研究や大学生活について理解できよかった。 

・ 座談で多くの情報を得ることができよかった。 

・ 本当にためになった。サンキュー。 

・ 今までの入学前教育と違い、学生目線で大学生活を知ることができてよかった。 

 

 

 

 

 

（２） 

タイトル：  高校生サマーセッション  

実 施 者：  磯部琴葉、日下陽平、里村和浩、阿部祐樹、落合広明、竹下真未  

実施場所：    

対象・人数：  高校生 60人前後  

実施期間：  2010年 7月 27日 ～ 2010年 7月 28日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画は、「生命科学コース 高校生ゼミナール」の一環として、高校 2、3年生を対象に行う。大

学で生物学を学びたいと考えている高校生に対して、大学での生物学の授業を体験してもらうこと

が「高校生ゼミナール」の目的の一つである。本企画では、担当教員の高校生への講義・実習の補
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佐を行い、対象者の首都大学および生物への理解・関心をより高めることを目的とする。 

 

＜活動内容＞ 

１．講義補助 

担当教員の高校生への、ショウジョウバエについて基本的な知識の解説や資料の配布を補佐した。 

２．野外採集実習 

ショウジョウバエの採集法を説明し、実際に野外で採集を体験してもらった。 

３．ショウジョウバエの同定作業 

事前に用意したショウジョウバエ（計９種、班ごとに５種）を用いて、種の同定作業を行った。 

４．研究室紹介 

講義終了後、希望者には研究室紹介をおこない、実験室や恒温室を案内して大学での研究やショウ

ジョウバエに関する知識を深めてもらった。 

また、実習についての事前準備や資料の作成を行った。 

 

＜期待される成果＞ 

対象者である高校生に、大学での生物実習がどのようなものであるかを実際に体験してもらうこと

で、生物により強い興味を持ってもらえること、高校生の進路決定にも役立つことが期待される。

また、受講生同士で協力して作業することで、協調性や発言力、統率力などの能力向上も意識でき

るものと思われる。 

企画者は担当教員の高校生への指導を補佐することで自分自身の知識を確認することができ、さら

にわかりやすく高校生に伝えるなどの説明力の向上が期待できる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

昨年度までの反省を生かし、事前準備を十分に行うことで、当日の混乱や不備などは少なくなった

ものと思う。特に野外採集や同定作業の時間がかかる作業内容について、昨年度よりも時間の損失

が少なく、スムーズにすすめることができた。（磯部） 

昨年度の経験から、事前準備や当日の進行に関しては成功であったように思う。ただ、実習を受け

る対象者は毎年変わるため、それぞれに適した説明をすることに関しては、まだ改善の余地がある

と考えられる。今後もこのような企画を何度も経験することで、臨機応変な対応能力をつけること

ができればと思う。（里村） 

 

時間をかけて事前の準備などを行なった事から，比較的効率よく進められたと感じた。また，今回

の経験を通して自分自身の知識の整理ができ，人に物事を教えることについて学ぶことができた。

一方で不足していると感じられた知識や，指導に関して上手く説明できない部分などもあり，今後

の仕事などを通して積極的に身につけ，学んでいきたいと思った。（阿部） 

 

これまでの反省点を踏まえ事前準備を進めたため、前年よりスムーズに事が運んだと思う。しかし、

戸惑っている後輩が若干名いたので、来年は事前にもう少し勉強の時間を取った方が良いと感じた。

（日下） 
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ショウジョウバエの同定作業に関しては、事前準備を入念に行ったために、困惑することなく対象

者への説明ができた。しかし、対象者からの質問に答えるスタイルでは、予定時間を超えてしまう

可能性もある。質問することを躊躇ってしまう対象者にこちらから歩み寄るなどの、各々に見合っ

た説明ができるように改善したい。野外採集に関しては、天候に左右されてしまう嫌いがあるが、

採集方法の指導には改善の余地がある。今回の企画を通して、ショウジョウバエに関する知識がま

だ十分には備わっていないと感じることもあったので、積極的に学習しようと思う。（竹下） 

 

事前準備は経験者の協力のおかげもあり、滞りなく進めることができた。しかし当日の補佐で、少

し予想外のことがあり戸惑うことがあった。もう少し当日のシミュレーションを行っておけば、ス

ムーズに行うことができただろう。今後こういった企画を行う場合は、今回の経験から学んだこと

を活かせるようにし、さらに他の人にもそれを伝えられるようにしたい。（落合） 

 

 

（３） 

タイトル：  合同研究紹介 

実 施 者：  後藤悠太 松川 健宏 吉松 慶 城本史寛 

実施場所：  首都大学東京南大沢キャンパス  イニシアティブスペース 

対象・人数：  首都大学東京 生命科学コース 学部１～3年生 

実施期間：  2010年 11月 14日 ～ 2010年 11 月 14日 

 

 

＜概要／目的＞ 

 現在、学部生が研究室で行われている研究内容について具体的に知る機会は卒研発表や修士・博

士発表程度しかない。しかも、内容はとても専門的であり私自身が当時理解できなかったのを覚え

ている。わかりやすく、かつ具体的に各研究室の研究内容を学部生に知ってもらう目的で今回の会

を企画した。また、「現在学んでいる知識が実験でどう活きてくるのか知りたい」という学部生の

希望をかなえたいと思ったのも目的の一つである。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 各研究室から発表者を募り、パワーポイントを用いたプレゼンテーションとポスターセッション

で自身の研究をわかりやすく紹介してもらう。発表の際には学部生にアンケートを取って最も興味

を引いた研究を決めようと考えている。これは「発表者のモチベーションアップ」と「学部生の聞

く姿勢の強化」を目的としている。当日は和やかな雰囲気で軽食を食べつつ進める予定である。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 普段関わる事が少ない学部生と大学院生が交流し、縦のつながりが作れた。学部生にとっては、

学部時代から実際に行われている研究に触れる事で自身の将来について考える良い材料になった

と思われる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
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 学部生は発表の際にメモを取るなど、まじめに聞いていたので発表し甲斐があった。気軽に大学

院生と交流できるようにポスターセッションの場も設けたので院生と学部生の交流の場を提供で

きたのもうれしかった。しかし、発表時間が短いなどの感想ももらったため、今後はタイムテーブ

ルを検討しなおすつもりである。（後藤悠太） 

 

 学部生から今後の勉強の意識付けになったと感想をもらい、勉強への意識向上に繋がってよかっ

たと思う。院生と学部生がポスターセッションを通して垣根無く交流して、活発に意見交換ができ

る場所を提供できた。しかし、広報活動が少し遅く、来たくても予定が入って来れない学部生も多

くいたので今後の課題だと思う。（吉松慶） 

 

研究の詳しい内容を知る機会は限られています。この様な会をもっと増やすことで、各学部生に本

当に合った研究室を選んでもらえると思います。また、アンケートをとったところ、普段の授業が

どのように応用されていくかを知ることが出来て良かったとの声を多数頂くことができました。

（松川健宏） 

 

普段の研究生活ではほとんど学部３年生以下との交流がなかったが、参加していた学部生は皆積極

的で、研究に対する意欲を感じられた。実際に研究中心の生活を送っている発表者と学部生が交流

でき、学部生にとって今後の研究室の選択や、研究に対する興味へプラスとなる場となったと思う。

（城本） 

最終記入日時：  2011/02/08 20:17:00 

 

 

（４） 

企画名：第 1回理工学系異分野交流会 

実施者：染谷春香・橋本知佳・松田さとみ 

実施場所：イニシアティブ交流スペース 

実施期間：2010年 6月 23日 

 

＜目的＞ 

 首都大学東京大学院理工学研究科には、様々な分野の専攻がある。しかしながら、これまで専攻

を超えた学生の交流や、研究内容を知る機会はほとんどなかった。そこで、本企画は専攻の垣根を

越えて学生同士が互いの研究内容を知り、幅広い交流関係を築くことを目的とした。 

 また、本企画を通じて参加者が専攻を超えた幅広い知識を身につけること、専攻分野にとらわれ

ない広い思考力を培うことが期待される。さらに、異分野の研究者に自身の研究内容や自分の考え

を伝えるプレゼンテーション能力を育成することも本企画のねらいである。 

 

＜企画＞ 

 首都大学東京大学院理工学研究科の生命科学専攻、物理学専攻、分子物質化学専攻に所属する大

学院生(修士 1年)に依頼し、研究発表会および交流会をおこなった。 

企画概要： 

 40 



【研究発表会】16：20〜18：00 （1人あたりの発表時間目安…発表：7分、質疑応答：3分） 

・生命科学専攻 

 植物ホルモン機構研究室 俣野由行 (M1)：「ケミカルスクリーニングによる IAA 合成や輸送に影

響を与える新規阻害剤の探索および作用解析」 

細胞生化学研究室 出水俊輔 (M1)：「TRA-2細胞質ドメインの核移行メカニズムの解析」 

・物理学専攻 

 ESR物性研究室 横矢貴秀 (M1)：「STMによる HOPG表面における Mn-DNAの新規構造の発見」 

 ESR物性研究室 伊吹依利子 (M1)：「3d遷移金属 Feをドープした DNAの電子状態の解析」 

・分子物質化学専攻 

 生物化学研究室 戀川拓己 (M1)：「リボヌクレアーゼ ChpBKの精製方法及び至適反応条件の検討」 

 有機構造科学研究室 佐伯邦道(M1)：「チューブリンチロシン化酵素の構造研究」 

 

【懇親会】18：00〜19：30 

 演者を囲んでフリートークをする時間を設けた。軽食と飲み物を用意し、自由に会話ができるよ

う立食形式で行った。 
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＜アンケート集計結果＞ 

・企画参加人数は 48人（生命：26、化学：10、物理：11、材料化学：1）であった。学部 4年生か

ら博士の学生が参加した。特に演者と同じ M1の参加者、次いで学部生の参加者が多かった。 

・研究発表会に関しては 60%の人が演者の人数、1 人あたりの発表時間がちょうどよいという感想

であった。他専攻の研究内容を知れて面白かったという意見がある一方で、異分野の発表が全然わ

からなかった、分野が異なる人には内容が難しすぎるのではといった意見もあった。 

・交流会に参加し、他専攻の学生と話すことができて面白かった、研究に対するモチベーションが

上がったという感想が寄せられた。 

・次回もこのような企画があったら参加したいと答えた人は約 80%だった。 

・研究発表会の後に懇親会という構成については 90％の人から支持があった。 

 

＜感想・反省＞ 

◇ 良かったこと 

・ 質問が多く、活発なディスカッションが行われたこと。 

・  演者と異なる専攻の学生からの質問が多かったこと。 

・  懇親会において、他専攻の学生同士が、研究室の様子や研究内容について話す様子 

  が見られたこと。 

 

 以上の事から、今回の異分野交流会がきちんと異分野交流会として機能したことが分かる。この

点に最も達成感を感じた。 

 

◇ 改善点 

・  発表内容を他専攻の学生にも理解できる程度に、さらにわかりやすくすること。  

 （研究背景の紹介に重点を置く。） 
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・  参加者人数を把握すること。 

 （今回は参加者人数を把握することができず、会場準備や、懇親会の準備に支障が生 

  じた。大まかな参加者人数を知ることは、準備をする上で有効である。） 

・  対象とする専攻の範囲を広げること。 

・ 企画者と演者の連絡を円滑にすること。 

 （企画者の意図を正確に伝える事が難しかった。次回は、サンプルの文章を作成するなどの工夫

をしたい。） 

今後はこのような点を改善し、よりスムーズで有意義な交流会を企画したい。（染谷） 

 

 今回の企画で、１つの企画を作り上げること、他専攻の方のお話が聞けたこと、司会として率先

して質問したことなど、自分にとって様々な貴重な経験ができた。参加者の方からも、面白かった、

また参加したいなどの感想をいただけて、企画者よがりではなく有意義な時間を提供することがで

きたようで嬉しく思う。しかし、一方で聴衆側からは他専攻の発表内容が分かりにくかったという

意見を、演者側からは発表の時間が足りなかったなどの意見もいただいた。この点に関しては、自

分たちが発表について具体的なイメージを持てていなかったために、十分な説明や配慮ができなか

ったことが原因であると考えられる。7 分間で他専攻の人にも分かるような丁寧なイントロをつけ

て、研究内容を発表することは非常に困難である。そのため、ほとんどの演者の発表は制限時間以

上かかり、会の進行も押してしまった。また、無理な時間制限のためにイントロを十分に行えなか

ったのではないかと考えられる。今後、同様の企画を行う際には、演者の立場にたち企画者同士が

共通した具体的なイメージを持てるよう、入念なディスカッションがもっと必要であると思う。ま

た、懇親会では立食形式にしたことでくだけた雰囲気が作れて、異なる専攻の人同士が会話しやす

いようだった。今後も企画の際には研究発表だけでなく、懇親会も同時に開催していきたい。(橋

本) 

 

 いままで、他専攻の学生間でセミナーが開催される機会は少なく、自分自身も参加してみたいと

思い本企画を企画した。当日まで、この企画がいったいどれ程の規模になるのか想像がつかなかっ

たが、実際 50 人程の学生が参加し、研究発表会でも質疑応答が活発におこなわれたことは大いに

意味のあることであったと思う。専攻に関係なく異分野間の交流を持ちたいと考えている学生が多

くいることがわかったので、今後も異分野間の交流を築くような企画をつくっていきたいと思う。

また、本企画を運営するにあたり、自分で発案し企画を運営するのには多くの人（演者・参加者・

事務の方々等）の協力が必要で、準備を十分におこなわなければならないということを強く感じた。

今回の一番の反省点は、準備段階での企画者達の話し合い不足であった。専攻が異なる分野の人に

研究内容を説明することの難しさを十分に理解していなかったため、話し合いがおろそかになって

しまった。そのため、研究発表会で演者の方々に自身の研究をどれくらいの難易度で発表していた

だくか具体的に依頼することができなかった。その結果として、参加者の中には内容が理解できな

いと不満を持った方もいたのだと思う。再び異分野交流会を行うときは、他専攻の人に研究を説明

することに重点をおいた研究室紹介を企画するのもよいと感じた。（松田） 
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（５） 

タイトル：  学部生対象テスト対策 

実 施 者：  後藤悠太 松川健宏 

実施場所：  首都大学東京 12号館 102号室 

対象・人数：  首都大学東京 生命科学コース 学部１～3年生 

実施期間：  2011年 2月 1日 ～ 2011年 2月 1日 

 

＜目的＞ 

 首都大学東京生命科学コースでは、主に学部１～２年生対象に定期テストが行われる。通常、テ

スト対策は個人での学習の他に各学年間での話し合いや先生への質問で行われる。しかし、私の経

験ではあるが、いくら調べてもわからないことや理解できない疑問は出てくる。そんな場面で有効

な対策は、問題を理解している年齢の近い人物へ質問し、教わることであると私は考えた。しかし、

現在まで公に後輩を教える機会は存在していない。今回の企画を行うことで生命科学コース全体の

知識のレベルアップを図りたい。 

 

＜内容＞ 

 12号館の教室を一つ貸し切り、自習スペースとして開放する。質問のある学部生に手を上げても

らい、そのつど指導員が教える。この時疑問に直接答えるのではなく、質問した学部生が自分で理

解できるような指導を目指す。質問に答えていく中で多く出た質問には板書による解説を全体に行

うなどして対応する。 

 また、1年生には勉強の要点をまとめたプリントを作成して配布する。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 多くの学部生、院生が参加し、学科内の縦のつながりを作れた。また、学部生に指導するために

院生も勉強を行ったため、知識の再定着を図る事が出来た。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 実施者は以前習った知識の再確認を行えたのが良かった。学部生は普段先生に聞きづらい些細な

ことも質問できたようで、いい機会を提供できた事がうれしかった。しかし、院生も全ての質問に

答えられるわけではないので事前に範囲を調べてより一層予習しておく事でより有意義な会にな

っていくと思った。（後藤悠太） 

 

授業で分からなかったことを気軽に聞く相手として、先輩は最適だと思いました。集まった学生は

何が分からないのか分からない人が多く、教授に聴きに行きづらいと考えている人が多くいたため

です。このような会を通して、先輩後輩の垣根を取り除き、普段から後輩が質問をしやすい環境を

作っていく必要があると思います。（松川健宏） 

 

最終記入日時：  2011/02/08 18:32:48 
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Ⅴ 研究環境整備 

（１） 

基盤整備企画「パソコン・ハードディスク・タイマーの購入」 

実 施 者：山田沙佳、黄瀬幸雄、秋元優希 

実施期間：2011年 2月 

 

＜概要／目的＞ 

 現在私達の研究室では、様々な動物門の消化管神経系を比較生理的に研究している。その研究手

法の一つとして、我々は消化管の動きをビデオ撮影したものをパソコンに取り込み、それを解析す

ることで、消化管運動のメカニズム解明に役立てている。 

しかし、データのサイズが数 GB になるような実験が多く、パソコンのメモリの問題は、研究室全

体の課題となっている。また、記録データのバックアップ用のハードディスクも研究室に無い為、

万が一の保障がなく、不安に思っている。 

そして、免疫染色では分刻みで液交換をしたり、薬理実験では状況を見ながら薬をかけたり wash

しなければならない。そこで必要になるのが、カウントアップもできるタイマーなのだが、現在使

用できるタイマーが研究室に一個しかなく、早い者勝ちで使っている状態である。 

以上の理由から、本企画で上記の物品購入を考えた。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 デスクトップパソコンでは電気生理用シールドに置けないので、ノートパソコンの購入を申請す

る。動画はビデオカメラから直接パソコンに取り込み、撮影する方法を取っているため、スペック

の高いパソコンが必要である。 

外付けハードディスクは、中のスロットを変えることで、半永久的に使用できる機種を購入する。 

タイマーは実験の用途に合わせ、カウントアップ機能が付いたものを申請する。 

 

＜具体的成果＞ 

 ・電気生理用シールド内にパソコンがある為、実験の度にパソコンを持ち込む必要がなくなる 

・記録しながら過去のデータの解析ができる為、実験の効率が上がる 

・データを安全に残す事ができる 

・大容量のハードディスクなので、長時間の動画でもバックアップを残す事ができる 

・ハードディスクの容量がいっぱいになった時は新しい HDDを用意すれば良いので、本体自体を半

永久的に使用できる 

・タイマーの個数が増える事で、実験の兼ね合いを気にする必要がなくなる 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

他の人の企画書と比較したり、意見などをもらったりすることで、よりよい企画書を書くためのよ

い機会になった。（山田） 
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自分達が思っている事を、上手く相手に伝えることは大変なのだと改めて思った。しかし、他の人

から意見をもらえたことで、分かりやすい企画書とはどういうものなのかの勉強になった。  

 

他者がどのような目的で企画をしているのかわかる良い機会となった。研究について何も知らない

人に対して企画の重要性を知ってもらうことが非常に難しいということが分かった。（秋元） 

 

 

 

（２） 

ImpGrad 研究室基盤整備「蛍光多重免疫染色を実施する研究環境整備」 報告書 

 

企画者：神経分子機能研究室 D2 吉岡 望（代表者） 

 神経分子機能研究室 D1 高野 哲也     

神経分子機能研究室 D1 木村 妙子     

 

＜企画の内容＞ 

企画者は、蛍光多重免疫染色で複数の遺伝子発現を同時に観察する手法を用いて研究を進めて

いる。蛍光多重免疫染色とは、異なる蛍光色素で標識した抗体でタンパク質を染め分ける手法で

あり、細胞の表現型解析に有効な手法である（図を参照）。しかし、この手法では多種類の抗体を

使用するためコストが高く、研究環境の維持には抗体の補充が不可欠である。本企画では、蛍光

多重免疫染色に使用する各種試薬を購入することで、研究環境の向上を図った。 

 

 

＜活動成果

＞ 

企画者は、

神経分子

機能研究

室と東京都神経科学総合研究所の間での共同研究を進めている。神経分子機能研究室では培養細

胞における免疫染色を行ってきたが、東京都神経科学総合研究所との共同研究を通じて、組織切

片における蛍光多重免疫染色を新たに取り入れていく。本企画で購入する試薬は、共同研究に活

用され、両研究室間の研究交流を活性化することが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 46 



（３） 

タイトル：  ImpGrad 研究室基盤整備企画 

実 施 者：  後藤悠太 岡山唯 染谷春香 

＜概要／目的＞ 

研究者においてパソコンは、データを解析するツールであるだけでなく、発表に用いるなど多岐に

使用する必需品である。しかし、パソコン本体も高価である上、ソフトも高価なものが多い。現在、

発生プログラム研究室では共同使用として使えるパソコンはデスクトップ型が一台だけとなって

いる。そのため、パソコンを使うための順番待ちが発生してしまう。スムーズなデータ処理、プレ

ゼンテーションの作成を行うべく、所属する学生は以前から持っていた場合を除き、新たにパソコ

ンを購入しなければいけないという状況である。パソコンの購入は学生にとっては手痛い出費であ

る。また、データの解析、発表に用いるためには専用のソフトも必要である。 

 本企画によりパソコン、ソフトを整備できれば、学生の高額な費用負担がなくなると企画者たち

は考え、本企画に応募した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

本企画によりパソコン、ソフトを購入できれば、個人で占有できる時間が格段に増加する。これに

よってパソコンを順番待ちする必要がなくなる。パソコンを個人用に学生が購入しなくても早急な

データ処理などが可能となるために、パソコン購入による学生の高額な出費をなくすことが期待で

きる。 

 また、本企画で申請するパソコンのサイズは小さく軽いため、国内外での学術大会に持っていく

のに適したサイズであると考えられる。既にパソコンを所有している学生でも、パソコンのサイズ

が大きく重い場合などに本企画申請のパソコンを利用できることが期待される。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 本企画企画の実施によって研究室内におけるパソコン利用の環境が改善できた。今後は管理体制

を徹底し、大事に使っていきたいと思う。 

 

 

最終記入日時：  2011/03/14 15:04:36 
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Ⅵ 外国研究/招聘研究 

タイトル：  緑色硫黄光合成細菌の硫化水素代謝系変異株の作成および硫化水素消費活性の変化 

実 施 者：  大滝宏代 

実施場所：  コペンハーゲン大学、デンマーク 

対象・人数：   

実施期間：  2010 年 9 月 3 日 ～ 2010 年 11 月 29 日 

 

＜受け入れ先＞ 

Niels-Ulrik Frigaard 博士、コペンハーゲン大学、デンマーク 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

この企画の特徴としては、企画者自らが Frigaard 博士に掛け合って、滞在先を決めたことである。

企画者は同博士の研究内容について論文や諸著書等で既に知っており、滞在研究室として、企画者

の研究と関連する光合成細菌の硫黄代謝系について知識を深めるために適当であった。同博士が

2010 年の 5 月に首都大にいらした際に、３ヶ月の滞在を打診したところ内諾していただいた。具体

的な渡航日程や実験内容については電子メールで決めていった。 

 

＜研究概要＞ 

コペンハーゲン大学、Frigaard 博士の元で、2010 年 9 月 3 日～11 月 29 日の約３ヶ月間にわたって、

緑色硫黄光合成細菌における硫化水素代謝系の変異株の作成方法を習得し、その硫化水素消費活性

の変化を微小電極で測定した。 

 

＜背景・目的＞ 

これまでの同博士の研究グループの結果から、亜硫酸還元酵素遺伝子軍群のうち２遺伝子に変異を

加えた sqrB-sqrD 株は野生株と比較したとき、硫化水素消費速度が約半分まで低下するため、緑色

硫黄光合成細菌におけ電子供与体としての硫化水素の酸化には亜硫酸還元酵素遺伝子 sqrB および

sqrD が重要な働きをしている事がわかっていた。しかしながら、残り 50％の硫化水素消費に実際

に関わっている遺伝子については不明であった。そこで企画者はこれらの点について明らかにする

ことを目的とした。 

 

＜実験内容・結果＞ 

 亜硫酸還元酵素遺伝子以外の硫化水素酸化に寄与する候補遺伝子の変異株、亜硫酸還元酵素遺伝

子およびその他の候補遺伝子の両者に変異を加えた株、計７つの株を作成した。この７株を用いて、

微小電極による硫化水素の消費を測定し、その速度をもとめた。その結果、亜硫酸還元酵素遺伝子

とチオ硫酸酸化遺伝子に変異を加えた sqrB-sqrD-soxJ 株は、野生株の速度の約３分の１まで消費

速度が落ち込んだ。このことから、チオ硫酸酸化遺伝子 soxJ は硫化水素の酸化に影響しているこ

とが考えられた。また、亜硫酸還元酵素遺伝子、硫化物遺伝子、チオ硫酸遺伝子と相同性が高い遺

伝子の計４つに変異を加えた、sqrB-sqrD-psrA-CT1025 株も sqrB-sqrD-soxJ 株と同様の値を示し
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た。これまでの Frigaard 博士らによる結果では、sqrB-sqrD-psrA と sqrB-sqrD-CT1025 は、sqrB-sqrD

株と同様の消費速度をであった。これらのことから、psrA、CT1025 の両遺伝子が組み合わさる事

で、硫化水素の消費に補助的に働いている事が考えらた。 

 

＜感想＞ 

コペンハーゲン大学は、ヨーロッパに限らず、アジア・中東から学生が集まる国際的な大学だった

ので、自国以外の人や文化と交流する場としては恵まれた環境であった。流暢に英語でコミュニケ

ーションをする学生たちを目の当たりにして、英語はコミュニケーションの手段での１つにすぎ

ず、重要な事は何をするかといことを実感した。 

 

長期の海外滞在は初めてだったので、研究する際に必要な、実験計画、結果報告、ディスカッショ

ン等のすべてを英語で行うことに対して、自分の能力では不安があった。研究以外の話題や大人数

が話す話題を理解し自分の意見を言うにはまだ十分ではなかった。研究をすすめる分においては、

時折言いたい事が伝わらなかったり、相手の言っている事がわからない事があっても、図で書き表

したり、実物をみせることで補うことで大学とほぼ同じ感覚で研究をすすめる事ができた。そのた

め、海外でも研究がやっていけるのではないかという自信がついた。博士取得後には、海外でポス

ドクして働く事も考慮したい。 

 

＜具体的な成果＞ 

Sulfur globule oxidation in green sulfur bacteria is dependent on the dissimilatory sulfite reductase system 

Carina Holkenbrink, antiago Ocon Barbas, Anders Mellerup, Hiroyo Otaki, Niels-Ulrik Frigaard 

Microbiology Papers in Press. Published January 13, 2011 

 

 

最終記入日時：  2011/02/02 18:52:56 
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             研究室内 グローブボックス 
 
 
  

  
 
           研究室メンバー集合写真 
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Ⅶ 英語力向上企画 

 

 

（１）平成 22 年度 国際実践演習 / 前期英語講座  受講者一覧表 

 

生物英語特訓１（月曜５限） 生物英語特訓２（木曜４限） 

学籍番号 氏名 学籍番号 氏名 

10881303 岩舘佑未 10881306 岡山 唯 

10881325  松本 裕文 10881313 後藤 悠太 

10881341 森島大智 10881329  富永真規子 

10881310 熊谷雄人 10881338  松田さとみ 

10881333 濱田 理絵 10881339  松本さちこ 

10881340 溝口啓太 10881342 柳 友子 

10881319 白土裕夢 10881345 吉松 慶 

10881302 石田 愛美     

 

 

（２）平成 22 年度 国際実践演習 / 後期英語講座  受講者一覧表 

    

生物英語特訓３（火曜 4 限） 生物科学英語論文校閲（火曜３限） 

学籍番号 氏名 学籍番号 氏名 

10881329  富永真規子 09881333 原なつみ 

10881338  松田さとみ 10881302 石田愛美 

10881339  松本さちこ 10881303 岩舘佑未 

10881340 溝口啓太 10881308 笠谷麻美 

    10881310 熊谷雄人 

    10881327 照井駿太 

    10881329 富永真規子 

    10881333 濵田理絵 

    10881336 俣野由行 

    10881338 松田さとみ 

    10881339 松本さちこ 

    10881340 溝口啓太 
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生物英語特訓レポート 
（１） 
When I decided to attend this class, I sat myself the goal of becoming good English speaker to speak 
foreign people. I sat this goal because I ‘m not good at speaking English and I’d like to have 
discussions with people in other countries at international institution. 
 In this class, I did natural role play about variety of topics with my friends. I studied English about 
30 minutes in a day to ready a role play. Finally, I did role play in front of Ms. Elizabeth and she 
gave some advices for us. These advices were very correct, so I could study many native English 
expressions from it. 
 Throughout this class, I thought my English got better than before. Previously, I couldn’t have a 
talk in English well because I didn’t know any conversational expression. But I learned many 
conversational expressions including prohibited matter from Elizabeth’s advice. In some cases, she 
was a strict teacher, but she praised me at final class. I can’t forget my happiness then, and I 
thought I‘d like to learn English in the future. 
 I learned many things from this class, and my speaking ability is better than before. But my 
English isn’t good yet. I will have to learn English to do presentation, argument, and writing in the 
future. I think I’d like to talk with many foreign people actively to improve my English skill.   
 
（２） 
I studied English one hour a day on average. In the class, we did role play of various situations. So 

we discussed to make a manuscript. And we practiced it to be able to speak naturally in English.  
In the first report I picked up several weak points. One of them was an ability to listen English. To 

get over it, I concentrated on listening speech of my classmate. And I tried to speak to my 
classmates and teacher actively. 
Anther weak point was an ability to ask questions. I tried to ask some questions when I had a 

chance to do it. So I think that I could do it more activity than I started this class. 
And I challenged a presentation. It was good opportunity to practice for my seminar of my 

laboratory.  
In seminar of my laboratory I tried to listen English more concentrated than before.    
 In my private time, I watched TV program about practicing English.  
First it was difficult for me to listen English and speak in English. But I could listen English 

gradually through these challenges. And I could speak in English more naturally.   
To develop my English skill, I will keep study by watching English program in my private time. 

And I have a friend who comes from foreign country. So I talk with him in English in everyday 
conversation.  
In my laboratory I will try to ask some questions by using English. 
And I want to join this English class in the second semester. In the class I want to challenge more 

specialty English than the first semester.   
 If I have some seminars, I will attend them activity and talk with many people. Then I think that 

my English skill will develop.  
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（３） 
I had read English articles such as Science Daily and debated about the articles to be able to 

read English journal fast and correct. Because I couldn’t read English journals very much, I wanted 
to read it by myself. So I had read English articles everyday and debated about the article with Ms. 
Ishida and Ms. Shirato two times a week. Studying time a day was about thirty minutes. I have 
come to be able to read long article. Especially I have come to be read English faster by selecting 
articles. 

Hereafter, in addition to read English articles, I’m going to study English with grammar text 
book. 
 
 
（４） 

Not dramatically, but gradually my English has been improving I suppose.  
I felt my English was poor when I was in the situation that I talked with someone in English. I 
thought it would be better to develop my English and carry out research more vigorously. Therefore 
I analyzed my English and realized the key points of getting my English better were 1) constructing 
sentences, 2) learning useful phrases and words and 3) putting the sentence another way when I 
can not tell something exactly in one way.  

In this semester I tried to make these three points progress and I studied English and/or talked 
in English a half hour a day. The contents of study were 1)watching the basic English video on 
YouTube and imitating the phrases, sentences and words aloud, 2)talking to the partners about 
hobbies, day-to-day incidents and so on, 3)preparing the script of the skit and (at the class) 
performing the skit with the partners and 4) (at the class) watching skits others perform.  
I think I become to be able to construct simple sentences, to use practical phrases and words and to 
explain slowly what I would like to say. For further progress, I think I should study English longer 
time a day, memorize all the scripts we wrote and speak them more smoothly, rhythmically and 
naturally.  

After I took this class, I felt the class was really beneficial for me and gave me a rare 
opportunity to speak in English. I would like to keep studying English at the class. Now, I always 
get ready to communicate someone in English.  
 
 
（５） 
My activity 
・I searched YouTube to find TV news spoken by English, and tried to understand it. Then practice 
to speak the sentence and learned the ward’s pronaunciation, accent, and   intonation. 
・I practiced casual conversation. In this class, there were some students who took this class to 
practice casual conversation including me. So, we made pairs and we met almost every weekday 
each other. We try to converse with each other. And we made roleplaying. At class, we played the 
roleplaying, and Elizabeth commented our roleplaying. 
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Hereafter 
Before I took this class, I didn’t have a time to practice listening or speaking English. So, I had 
afraid of talking with foreign people. After I took this class, I could spare time to study English 
(except for reading), and could practice speaking English. This habit should be continued. Before I 
took this lesson, I used to be reluctant to speak with foreign people. But after studying to speak 
English, my mind would be changed that I try to speak English in front of foreign people. So, taking 
this lesson have an effect on improving my English skill. 
In this class, Elizabeth commented our roleplaying that it is collect in grammer, but native speaker 
don’t use the wording like this. That is to say, I could somehow make sentence, and the sentence 
could be understood by native speaker. But the sentence is not able to natural English. I don’t have 
the sense to make natural English. To learn this sense, I continuously study listening English news 
and speak sentence. And I think that practicing with the person who speaks English usually is good 
for learn the sense. So, in the latter term, I’ll continuously take the class, and learn the sense of 
speaking English.  
 
 
（６） 

In fact I do not think my writing skill was improved very much. I can not write long and 
complicated sentences, it means my sentences are exchanged Japanese sentences into directly. 
Before I started the second class, my purpose was to brush up writing skill. But our group changed 
the plan which we decided in the first class. In our new plan an article were selected by one of our 
group and discussed by all in a week. I studied English for 30 minutes each day. According to the 
new plan, I did not need to write reports of articles to Erizabeth and the members. Although my 
writing skill was not brush up, I extracted complex expressions from articles because of a lot of 
readings. We pick up some points we could not understand, and teacher showed them next Monday.                   

But I did not ask her how to make the complex sentences because I was satisfied with only the 
meanings. So next step I need to know extracted complex expressions and how to use them. I should 
read an article to pick up complex sentences which I can not understand easily. And I should check 
which part of the sentence I can not understand. Next I should make some sentences with each 
complex expression. 

Now I realize that it is difficult to improve to use complicated expressions briefly because I do 
not use English always. So I need to know complex expressions and use them a lot. 

 
 
（７） 
The objective at the beginning: 
1. Progressing with TOEIC score 
2. Progressing in English communication ability 
 
Studying time per day: 
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30-40 minutes (for studying TOEIC listening part with members of group) 
10-20 minutes (for studying reading part at Home) 
 
Ⅰ. How I overcome my English weak point that I presented before offering this class? 
 My main aim in the class is stepping up TOEIC score. We made three peoples’ group. Then, I 
solved exercises in TOEIC textbook with CD. With Elizabeth’s advice, I also practiced reading out 
long sentences in TOEIC test chapter 3 and 4. By reading out the sentences, I could understand 
important words and sentences in exercises and see that I didn’t know economic and political words 
(bond, stockbroker, invest…and so on).So, I studied stressing those words. When I took TOEIC test 
in July, I could solve long sentence questions more smoothly than before I attended this class for 
these practices. 
 
Ⅱ. What I should do to get better English abilities. 
 I think that useful English abilities are reading, listening and speaking. As I am poor at 
communication in English, I want to train that ability. When I take a second semester’s class, I 
challenge not only to study TOEIC but also to do a role play. I think that speaking English with 
friends and teacher is good for fundamental English communication practice. 
 
（８） 
In this semester, I tried to make a time to study English every day by the registration of “Eigo 
Tokkun”in this semester. 

At first, I decided my aim to study for easily communication. 
So Elizabeth recommended “role-playing” to me. 
I had a partner for role-playing every 2 weeks. 
I made a short story on the basis of our own topic for example, my favorite town, money, a walk, 

magic, and so on, with my partner, 
At the beginning of this semester, I could not make a good conversation. 
Why I couldn’t do that… 
One sentence which I made for role-playing was too long to say for once. So I tried to make 

“role-playing” with short sentence such as “ping-pong.” So I could have communicated better and 
better as I did it by repeating again and again. 

Moreover, Elizabeth introduced me a book which has many familiar topics that we can read each 
script in 1 minute. 

I wrote down with the translation of one script form English into Japanese and form English into 
Japanese, too. Especially, to read aloud from each script made me easy to memorize. I did this 
studying for 30 minutes in a day when I did not have the studying with my pair. 

Then, I participated in “IPGSA CONFERENCE” from June 28 to July 2. 
I presented about my research by my poster. So I could do the discussion and communicate with 
many researchers. 
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So I found that I have been able to communicate in English than ever. 
But I have to study with a vocabulary notebook and many kinds of books to increase my active 
vocabulary. 
 To increase my active vocabulary was the one of my aim in this semester, so I’ll do harder in the 
next semester. 
 
 
（９） 

I had studied English for 30 minutes every day in the first semester. And we did roll play with 
partner every week. 

Through the practice to speak English, I realized three challenges. First, I must care of 
elementary grammar when I am speaking. I have tried to use past tense, third person singular and 
plural form. Second I should learn native expressions. When I was writing script for roll play, I 
translated Japanese into English. The English phrases translated from Japanese were not natural. 
Third, I should practice to answer quickly. When I was doing roll play, my partner skipped a script. I 
had to improvise, but the phrase that I answered was wrong at grammar. It is first step to realize 
my improvement. I took the first step. 

To improve my weakness, I should shift point of focus from words to expressions. To know 
words is good to understand what people speak, but it is not very helpful to speak. I should learn 
phrase or expression to speak. To learn expression, I need teachers, texts and educational 
materials. 

Elizabeth is good teacher. The class is helpful to learn native expressions. I need materials to 
learn expressions when I study English alone or with Japanese, for example, movies, Youtube, Web 
pages, texts and so on. There are some candidates for materials. I will try to use them and learn 
their good and bad points.  
 
 
（１０） 

The aim of this class was to improve my TOEIC score in the beginning of a semester. And, I tried to 
cultivate my conversation skills too. 
 
I studied English 30 - 60 min each day.  
For TOEIC score up, I solved English aural comprehension section of TOEIC work book. TOEIC 
work book is accompanied by listening CD. Using listening CD, I answered aural comprehension 
section, and read out problem statement. We tend to separate listening skills from speaking and 
vocabulary. But, speaking and vocabulary skills require further strengthening in order to improve 
listening skills. If there were abundant English vocabulary, we could understand listening scripts. 
Additionally if we heard native English speech many times, we could gradually speak fluent 

 56 



English. 
In this semester, I practiced to speak and listen to English by TOEIC listening CD. I repeated 

to listen to CD until I could understand English scripts.  
Sometimes, I played English conversation. It is the swing of the short conversation. Conversation’s 
topics were daily conversation, for example summer vacation and my research. 
 

I’m glad that I took this class, because my listening and conversation skills turned out better 
than before. In addition, I was able to enjoy talk in English. 
To improve English vocabulary is an issue in the future. So I will try to memorize vocabulary. And to 
cultivate my conversation skills is continuously my aim. I try to listen to English every day, and 
read English news articles for those. 
 
 
（１１） 

I aimed at progressing the skills of English communication, and to achieve my ends,did role 
play and discussed about some themes with my classmates. Besides, To measure the result of daily 
English study, I took TOEIC test on May and July. I studied approximately thirty minutes per day 
and main contents are as follows. 
 
・Role play  
We did many situations which we can assume. For example, with Mr. Kumagai, I acted a person 
who lost a way and he guided me around the way. And we played the scene which a man asks a 
woman for a date. With Ms.Iwadate, we talked about an effect of wine which have antioxygenation 
and then we did a role play, the scene is that we participate in a wine festival and enjoy drinking 
many kinds of wine. I also did role plays with Mr. morishima. A particularly interesting point for me 
is a role play which we did a Japanese comic dialogue in English. We felt it is difficult to convey it to 
foreign people, but we were happy because teacher Elizabeth praised us.  
・Discussion 
We made a one group, and discussed about several themes such as politics, news, sports and science 
study watching TV program by using a computer. 
 
・TOEIC study 
I studied English using reference to get knowledge which is necessary for daily conversation. As a 
result, The second score was 50 points higher than the first time. 
 
Through this lecture, I think I could gprogress skills about English. I have to do continuous English 
learning. In addition, when I considered about efficiency, it is good for us to talk with a native 
speaker on a one to one basis. Finally, thank you for preparing an opportunity which we can study 
English. 
 
 57 



（１２） 
     I was able to improve daily conversation ability in this class. Before I attended this class, I 
could read only English written by vocabulary and grammar learnt in high school in Japan without 
the dictionary. And I could understand English conversation spoken slowly. But I didn’t speak 
English well and understand English spoken by native speaker. So I wanted to get native English 
and respond by using correct English in any situations. 
     To bee abele to speak English fluently, I studied English 30 minutes a day and used two ways. 
One way was a role playing. In the role playing, I paired with my friend and talked over one theme. 
If English we talked was unusual, Elizabeth corrected the mistakes. So I was able to improve daily 
conversation ability in the role playing. The other way was a discussion. In the discussion, we chose 
English news from the internet and talked about our opinions. So I came to be able to catch English 
than before. 
     To improve my English skills more than now, it is important to make times that we speak only 
English in our laboratory and that I listen to more English from music, news, movie and so on. 
 
 
 
（１３） 

I attended this lecture because I’d like to discuss my subject in English. So, I studied English for 
2hour every day.  

My study plan is talking about small topics of ‘science news’ in group of three. There are many 
topics of biology. For example, plant ecology, evolution of species, animal behavior and human 
health. We selected one or two topics and read it each. And we had a meeting every other day. We 
discussed our opinions of these topics and introduced new discoveries.  

We have a meeting several times, I can understand the topics but I found it difficult to express 
my opinion in English. So, we decide to make two questions of the topics per each, and discuss these 
questions everyone. This idea is good for me. Because I can’t explain my opinion but I have 
questions of these topics.  

Ms. Elizabeth teaches me pronunciation and how to express my opinion in English. So, my 
English skill of talking about biology topics is improving. 
Next my goal in English is describing my subject theme and making discussion about my study. I’d 

like to introduce my subject to foreign people in English.  
For that purpose, I start to write my paper. Now, I continuously read small papers every day. 

From the papers, I study how to express my experiment. So, I continue to read papers and write my 
opinion from mow on.  
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（１４） 
 In this term, I studied English at least for 30 minutes on weekday.  

 
 First, I studied the listening part of TOEIC with a few members. We listened to a CD of a study 

aid for TOEIC every time. We answered exercises and then read their sentences with listening them. 
In the class, we asked the teacher difficult points. In June I got 625 on TOEIC. The last score is 585, 
so I got better score. 
 
  Then, I needed to learn conversation for the listening part of TOEIC. So, I did role play with a 
member. We made the conversation and memorized it every time. Finally, we role-played in the 
class. By doing this exercise, I want to speak English better. 
  Before this term started, my purpose was to get 700 on TOEIC. However, I didn’t attain my 
purpose. I want to get better score. In this term, I could study English according to plan. In addition, 
I was accustomed to listening English more than before. I’m going to continue to study listening 
English and start to learn speaking English. From now on, I’m going to write sentences with 
listening them for the listening part, and reading them for speaking English. 
 
 
（１５） 
The average of English study time for me is about two hours a day.  
( But I didn’t study English on Sunday. ) 
 
I thought that this class is focusing on “speaking English”. 
However, I felt that this class is writing and memorizing English class. 
So, I want to speak (talk) English more! 
 
I fall into a habit study English by this class. 
And I built up a nature feeling for English. 
 
I’d like to increase talking with Ms.Elizabeth. 
 
Since I want opportunities is speaking English, I go to an English conversational school from next 
year. 
(I save money for an English conversational school.) 
 
So that I can speak English well, I’m going to study English much further. 
                                                                     Finish. 
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Ⅷ 研究評価演習 

研究計画書作成テーマ  （「学振」は，日本学術振興会の特別研究員申請書作成） 

M1 石田 愛美 バルプロ酸によるCdk5活性化サブユニットp35の発現制御

M1 志野 優佳 細胞内在性Patchedの第7細胞質ドメイン局在解析

M1 下川 悟史 タニウツギ属植物における色素分析と分子系統解析

M1 松本 裕文 細胞内凝集体の形成制御におけるBAG6の機能解析

M1 出水 俊輔 TRA-2第7細胞質ドメインの核移行メカニズムとその意義の解明

M1 戸野 晶喬 落葉樹林の中国、近畿地方でみられる遺伝的境界についての分子植物地理学的研究

M1 間島 翔 浸水の長さが耐湿性の異なる同科の植物の成長に与える影響の検討

M1 松田 さとみトウモロコシ幼葉鞘の光屈曲反応に伴うI AA の偏差分布形成の解析

M1 柳 友子 BAG6による抗原提示メカニズムの解明

M1 山根 理紗子物理的障害物の密度が植物の成長に与える影響

M2 磯部 琴葉 アカショウジョウバエ（Drosophila albomicans）における低温適応の遺伝機構

M2 工藤 聖美 分裂酵母を用いた　DNA複製起点を制御する　Rif1タンパク質の解析

M2 後藤 陽 窒素化合物制限環境における緑藻-シアノバクテリア間の共生関係の解明

M2 櫻井 桃子 ショウジョウバエ筋組織形成におけるCalcineurin (CN)遺伝子の役割

M2 里村 和浩
アカショウジョウバエ（Drosophila albomicans）の
         Neo-X、Neo-Y染色体におけるDNA の分子進化

M2 鈴木 乾也 根への攪乱がウキクサ植物群集の種構成比に及ぼす影響の実験生態学的検証

M2 中川 淳 ショウジョウバエOBP57dとOBP57eの機能に必須なアミノ酸の同定

M2 中島 健太 ショウジョウバエにおけるパラコート抵抗性の遺伝学的解析

M2 松井 萌恵 栄養塩パッチの出現が植物に及ぼす影響の成長段階による違い

M2 宮澤 絵里 移入鳥類ガビチョウの生態／ガビチョウにおけるさえずりの構造と機能

M2 山田 香菜子日本産シマオオタニワタリ類の種分化

M2 渡辺 健太 消化管の境界形成に関わる分子機構の解明

学振 菅野 菜々子非増殖条件下での細菌の生存能力とエネルギーの重要性

学振 角田 智詞
植物と地下部植食者の相互作用機構の解明
           ～実験系を用いた検討と外来種問題への応用

学振 中路 真嘉 標高が高くなると、なぜ赤い花をつけるのか

学振 木村妙子 Peptidyl-Prolyl isomerase Pin1 と微小管結合タンパク質Tauの相互作用解析

学振 佐伯真二郎 乳酸摂食による AMI（加齢による記憶力の低下）回復メカニズムの解明

学振 髙野哲也 小脳顆粒細胞の移動におけるCdk5/p35の役割の解明

学振 常木 静河 種分化の初期段階の検出- 自然選択と遺伝的分化  

 
 60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 平成 22 年度 大学院 GP 継続事業 
                 ～研究・仕事基礎力を踏まえた自主企画力育成～ 
 
                 発行者：松浦 克美 

首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻 
                     matsuura-katsumi@tmu.ac.jp 
                                     〒192-0397 八王子市南大沢 1-1 
 
                 印刷・発行：平成２３年 ３月３１日 
 
 

 61 


