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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明言されていた． 

 

 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． 

 さらに平成 23年度は、理工学研究科から大学院教育改革推進費 100万円、大学院学術会

議派遣経費 50 万円、生命科学コースから 150 万円（事務管理費 50 万円を含む）の予算を

組み、総額 300万円で継続事業を実施した。 

 

平成 24、25年度も昨年度と同額の予算体系でスタートしたが、国際交流プログラムの予

算が追加され国際交流面の充実を図る事が出来た。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． 

 

 予算執行結果は、最終ページに添付資料として掲載した． 

 

 「組織的な大学院教育改革プログラム」の評価委員会からは、補助事業に関して以下の

ような評価をいただいており、継続事業への期待もいただいている． 
○「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。 

 

 

 

 

2014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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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 

研究による社会力の形成には毎日の地道な研究が最も重要だが、異質なものと触れあう刺激により研

究のモチベーション、研究の方向性などに影響を与える事ができると考える．また、英語が話せたり書

けたりする事は研究力に直結するが、結局自ら地道に勉強することが必要になる．そのモチベーション

を挙げるため、国際交流は大きな意味を持つ．そこで昨年度と同様、国際実践演習は「国際交流」をメ

インの活動とした．国際センターからの首都大学東京国際交流プログラムの予算を本年度も獲得する事

ができたので、これを含めて活動を行った． 

 

１.短期留学生との様々な交流事業 

動物生態学研究室にアリゾナ大学から短期留学生として学部学生２名が滞在することになった．この

機会を利用して、主に多様性分野の大学院生、学部生を中心にいくつかの交流事業が組まれた． 
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なかなかできない同様の研究分野、同年代、しかも英語ネイティブスピーカーとの交流ということで、

以下の３つのイベントが行われた． 

・ミニシンポジウム「アリゾナと東京の自然環境」 

・生態特別セミナー「植物と動物の天敵に対する防衛行動と表現型変化」 

・留学生を対象とした鎌倉自然観察会 

 

参加した学生の多くは、今後の英語学習へのモチベーションが上がったことを報告している．また、

今回の滞在は NIHから学部学生の研究に対して出された研究費でまかなわれており、日本の科研費など

との違いが大きくでたという感想を持つ学生もいた． 

 

２．個人の海外短期研究 

個人に対しては、本人が外国で研究するのがもっとも効果が高い．聞くもの触れる物全てが異質にな

ることに加えて、一人だけで事態に対処する必要性にかられる為である．「研究」を切り口にすれば、

大学院生であっても「研究者」の一員として、国外の大学に受け入れてもらえることは、大学院生を海

外研究室に送る大きな利点となる．予算の少ない中、本年度も２名の大学院生を海外研究室に送る事が

できた．その２名は昨年度からずっと名乗り出ていて、機会があれば必ず行くという強い意志を持って

いる２人であった． 

一人はオランダ、Radboud University に 2013年 4月 7日～2013年 7月 5 日の期間、滞在した．オ

ランダの大学は米国の大学と違い、学生寮などが少なく、短期研究ではアパートを借りる必要があった

ため、予算との関連で、行く前のやり取りに苦労があったと思われる．学生が博士課程最終学年だった

こともあり、圧倒的に整備された施設とソフトのもと、研究は順調で、様々な生活面の違い、学校行事

の違いなど、多くの事を感じたようである．また、本短期研究中のデータを含めて論文を発表している

事、これを刺激に新たな視点の研究を考案し、それを生かす仕事の依頼があった事など本研究から大き

く発展が進んでいる．もう一人は米国 The Iowa Universityで 2014年 2月 24日～2014年 3月 24日

に滞在した．異なる実験テーマに挑戦し、博士課程後期の研究への応用が期待される．また、様々な行

事に参加したり、海外のポスドクの話を聞いたりと、将来の自分のキャリアパスにも参考になるような

体験をした． 

 

３．韓国、ソウル市立大学との交流プログラム：TMU-UOS joint meeting 

ソウル市立大学との交流は、６年目を迎えた．本年度も「首都大学東京国際交流プログラム」の一環

として、ソウル市立大学から大学院生５名、教員１名を招待し、2013年 10月 21日から 10月 28日に交

流事業を行った．本年度も学生企画員が中心となり、企画、組織作り、企画実施など全てをこなした．

本年度も学生企画員は１１名、うち中国からの留学生が１名だった．この留学生が韓国語が堪能だった

ため、企画委員達が彼に頼み、ソウル市立大学生と韓国語で連絡をし始めたこともあったが、それでは

他の委員が理解できない事などを指摘し、英語での連絡に戻した．また、何年も交流し、来る前から知

り合いの人も増えて来ると、何の為に交流事業があるのかをもういちど、院生達と問い直す機会が必要

かもしれないと感じた．また、今回、参加を約束していた社会学系の先生の日程が会わず、そこの学部

生が交流事業に参加できなかった事が残念である．研究室の滞在は、非常に多くの学生が緊密に交流で

きる事から、続ける必要がある．また、多くの学生はどちらも英語のネイティブでない事で気負いなく

英語を話す事ができたと感想で述べていた． 
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【プログラム】 

1日目：歓迎会、東京の紹介、韓国の紹介および意見交換 

2-5 日目：研究室に滞在、研究発表会など 

5日目：生命科学研究発表会、ポスター発表会、懇親会 

6-7 日目：東京ツアー 

8日目：帰国 

 

４．韓国、ソウル市立大学との交流プログラム：UOS-TMU joint meeting 

例年通り、ソウル市立大学から教員１名、院生５名が招待され、研究室で交流し、UOS-TMU joint 

meeting に参加した．本年度の開催日は 1月 20 日から 27 日で修士論文発表会の直前となり、修士２年

生の参加は事実上できなくなった．そのため、人集めに難航したが、最終的には D1、 M1の学生が参加

した．何人かの学生は英語が嫌い、または不得意という気持ちを持っていたが、意外と交流ができる事、

もう少し話せればもっと交流ができる事を実感し、英語学習のモチベーションが上がったという感想を

持っていた．また、韓国の院生が非常に親切だった事を感想に挙げている学生も多く、直前の自分たち

の対応が恥ずかしかったこと、来年の対応は考えなければならないと思っているようだ． 

本年度も少ない予算の中、多くの交流事業を継続でき、非常に良かったと思う．ソウル市立大学に加え、

もう１校交流できる大学院があると多様性が増して、良いのではないか． 

 

 

 

（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。 
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実施内容 

（１）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、４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もちいて、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、４万５千円程度を上限の目処とした研究発表旅費を交付し、学会

等での成果発表を援助した。 

 

【博士前期課程2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、日本語の作文技術やクリティカルシンキングに

関する講義も実施した。 

 演習参加者のうち希望者には、3 万５千円程度を目処とした研究発表旅費を交付し、学会等での

成果発表を援助した。 

 

【博士前期課程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。 

 

【民間研究助成のカテゴリー】 

 笹川科学研究助成の申請書の書式をもちいた。手順は、学振特別研究員のカテゴリーと同様であ

り、希望者に４万円前後を上限とした研究発表旅費を交付し、学会等での成果発表を援助した。 
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（２）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

行なった。その評価書をレポートとして提出した。 

 

全体の講評 

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。 

 

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。 

 

課題 

実施時期 

 就職活動時期が遅くなり、そのため前期課程２年生からは、演習への参加が困難だとの指摘があ

った。実際に、今年度の参加者は4名だった。研究報告書の書式を用いているかぎり、実施時期の

変更は困難なため、解決が難しい悩みとなっている。 

 

参加者の意識 

 参加者の一部に、旅費援助を受けることだけを目的とした者がおり、全体の活性を低下させてい

る。今年度から、演習への貢献度に応じて旅費支給額を変更するなどして、活性維持に務めている。 

 

予算 

 予算総額が一定であるため、受講希望者の増加とともに、一人当たりの配分旅費が少なっている。

また、配分額が交通費未満となってしまうと執行できないために、旅費の援助をできないケースが

ある。片道だけの補助を認めるなど、現実に即した旅費運用規則の変更が望まれる。さらに、旅費

の支給は、演習終了後になるので、その点で、年度当初に学会が集中する分野の学生からは不満が

聞かれる。 
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Ⅲ アウトリーチ 

（１） 

タイトル：  2013 都立桜修館中等教育学校臨海実習の事前授業 

実 施 者：  山田沙佳（D2）、奥溪真人（M1）＜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 4年生 160名 

実施期間：  2013 年 5月 15日 ～ 2013年 5月 15日 

 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校 4年生の臨海実習に先立ち、磯採集の手法や系統分類学の基礎知識、鐙摺海岸

で見られる生物に関する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事である。従って、事前授業では磯採集における注意

点の説明、生物の系統についての講義、臨海実習で見られる生物の紹介クイズなどを行った。これによ

り、事前に学んだ知識を生かして、実習当日に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、中等教育学校の多目的ホールで行った。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。特に採集時の服装や危険な生物

など、特に知っておかなければならない項目はアニメーションを入れたり、説明時間を長くしたりとい

った工夫をし、当日安全に実習が行えるように努力した。また、より興味を持ってもらうために、生物

はクイズ形式で紹介した。その中で、特に重要な内容は、カラー印刷のしおりを用意する事で、より一

層内容を強調した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

160 人の生徒に対して、企画者 2名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、生物の系統分類 (担当：奥溪) 

  分類を行うことにより、生物種をより理解しやすくなることや、進化の課程の推測につながる事な

どを簡潔に説明した。また、写真や図を多用したスライドや、特に重要な部分をしおりに載せるなど、

わかりやすさ、理解しやすさを重視した。 

 

2、臨海実習に関するクイズ (担当：奥溪) 

  本実習で例年見られる生物の写真を用い、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。クイズはすべて選択問題にし、解答を別途用意した解答用紙に書き込ませることで、生徒参

加型のプレゼンテーションを行った。最後に正答数に応じてランク付けし、生徒の興味を引き付ける工

夫をした。 
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3、磯採集の説明と諸注意 (担当：山田) 

  磯採集の注意(観察の方法、スケッチのメリット、危険な生物の注意、ふさわしい服装など)と、潮

の満ち引きの仕組み、当日の潮の状況について。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。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

４５分という短い時間の中で、上記全ての内容を余すところなく説明するのは難しいと思った。今回は

けが人も多く、実際に採集に必要な説明だけに絞るというように、授業内容を改善する必要がある。説

明自体はしっかり聞いてくれる生徒が大半だったので、プレゼンテーション力もわずかながら上がって

いると感じた。（山田沙佳） 

 

45分という短い時間の中で、必要最低限の知識を伝えるのはたいへん困難だった。特に今年は例年と違

い、高校 1年生が対象だったため、内容が多すぎても混乱するだろう、と事前指導に行く前から思って

いた。大事なポイントをわかりやすく、簡潔に伝える工夫をもっとする必要があり、高校生の印象に残

るような授業を考える必要があると感じた。（奥溪真人）  

 

最終記入日時：  2013/08/30 18:37:43 

 

（２） 

タイトル：  都立桜修館中等教育学校臨海実習 2013 

実 施 者：  神経生物学研究室：山田沙佳（D2）・奥溪真人、久保茂男（M1）、発生プログラム研究室：

大沼耕平(D3)、塩入直也、森田千裕(M2)、志村智、山﨑卓哉、山本謙太郎 (M1)、動物生

態学研究室：志賀優、鈴木航(M2)、松本翔一（M1）、植物系統分類学研究室：明石澪、大

門夢果、新田竜斗（M1）、神経分子機能研究室：高橋美由紀（M1）、植物ホルモン機構研

究室：大西由之佑、高橋絢子、古田顕尚（M1）、細胞生化学研究室：牛尾ちづる（M1） 

実施場所：  神奈川県葉山町鐙摺海岸 

対象・人数：  都立桜修館中等教育学校 4年生 160名 

実施期間：  2013 年 5月 27日 ～ 2013年 5月 27日 

 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校では、約４０年間、首都大学東京の学生・院生を指導員とする臨海実習を実施

している。 

海はほぼ全ての動物門の動物、及び多様な植物が存在しているため、生物の多様性を学ぶ上で非常に重

要なフィールドである。その中でも、干潮時の潮間帯では様々な種類の生物が見られるため、わざわざ

海の中に入らなくても容易に数多くの生物を観察することができる。 

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

生息環境や行動、多様性などについて学習する。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、動物門間や種間の体の構造の違いや生息場所など、生物多様性の意義につい

て学んでもらう。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 

臨海実習に先立ち、2012年 5月 15日に同学校で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、当日見られる生物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 16日、22日） 

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、危険な生き物などを確認した。

今回は例年よりも対象学年が一つ下がった（高校２年生から１年生になった）ため、特に当日は安全面

を重視するように説明した。 

 

◎臨海実習（5月 27日） 

・採集準備（9:30～10:30） 

生徒の到着前に指導員は集合し、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、行動して

いい範囲、そして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（一班は約 10人）の元へ行き、お互いに自己

紹介をした後、注意事項、危険な生き物などの説明をあらためて行った。 

 

 

 

・磯採集（10:30～12:00） 

準備ができた班から順に磯に出て、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

の生物を採集するように促した。生徒は初めて見る生物や奇妙な生物などに驚きながらも、積極的に生

物の採集を行っていた。今回は最初からかなり潮が引いていたため、先に潮が引いた沖の方で採集を行

う様に生徒達に指導し、終了時間が近付いた頃に陸に戻りながら採集をするようにと呼びかけた。 

当初の予定では 12:30まで採集の予定だったが、どの班も 12:00 までにはかなりの生物が採集できてい

たため、予定を切り上げて 12:00で採集を終えた。 
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・採集後の解説（12:00～12:45） 

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て、指導員

による解説を行った。 

観察や簡単なスケッチの後、採集した生物を海に戻させ、最後に挨拶をして班を解散した。 

  

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

昨年までと違って今回の対象は４年生（高校 1年生）だったので、遊び気分で海に来る生徒が多いかと

思っていたが、思ったよりも大人しく、真面目かつ熱心に実習に臨んでくれる生徒が多かった。しかし、

泳ぎはしないものの海の中ではしゃいでいる生徒や、生き物を投げて遊んでいる生徒も一部にはいて、

指導不足を感じた。何より、軽傷ではあるものの、転んで傷を負う生徒が昨年よりも多かったので、安

全面の指導を強化する必要があると思った（山田沙佳） 

 

 

事前指導の時は、生徒たちは興味を持って話を聞いているようであったが、当日になると講義の内容は

ほとんど頭の中からぬけているようだった。インパクトのあるように生き物クイズを実施するという工

夫をしたが、動物門の名前や分類の話はやはり高校生には難しいようなので、クイズの内容を工夫する

必要があると感じた。今後どのように変更するかは、他の TAとも相談して検討していきたい。今回は、

昨年と違い 4年生（高校 1年生）が対象であり、安全面での心配をしていたが、勝手な行動をする生徒

はいなかった。しかし、生き物を投げる生徒やはしゃいで気付かないうちに擦り傷や切り傷を負ってい
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る生徒がいたため、こちらからの注意喚起を徹底するのはもちろんのこと、高校の先生方にももっと指

導をしていただきたいと感じた。特に、事前指導では海での危険について話す時間をもっと増やす必要

があるのではと感じた。高校生は楽しい実習をすることができたようので、また機会があればこれらの

反省点を活かして是非参加したいと思う。（奥溪真人） 

 

昨年も桜修館の臨海実習に参加させて頂いたが、去年に比べて、今年は真面目な生徒が多かった。その

為、指導をする際、安全面での負担は少なかったと感じた。また、個々の生徒で磯採集への積極性にば

らつきがあった。積極性の高い生徒には、更に興味を持ってもらう為に色々と助言を行えたと思う。し

かし、積極性の低い生徒に、どうやって磯採集に興味を持ってもらうかという点には課題が残ったと感

じる。(山崎卓哉) 

 

生物再発見。これがこの日、高校生に対して与えたものです。 

海に生物がいるのは知っている。ヒトデや貝が磯に生息しているのは知っている。 

だが、その他にもいろんな門の生物がいることを知っていただろうか。 

また、その生物たちがどのような生活をしていることも。 

今回の臨海実習では、そのような一歩踏み込んだ「知」を経験させることを意識しました。そして、今

後自分から踏み込んでみたくなるような。そのために、磯の生物に対する知識を、「どこがおもしろい

のか」という所に重点を置いて与えました。班員の生物に対する新鮮な反応から、再発見はみんなでき

たと思います。ですが、みんな踏みだすようになるかは分かりません。そのなかでも一人、自分から一

歩踏み込むようになりました。うちのオープンキャンパスにも関心示してくれました。 

今後、このような TAをやる機会がありましたら、班全員が生物学に興味を持ち始めるような実習をし

たいです。（山本謙太郎） 

 

昨年、一昨年も TAとして参加したため、実習の流れはわかっていたが、今年度も磯採集中に班がばら

けてしまったこと、足を怪我してしまった生徒が出たことが反省点としてあげられる。実際の採集によ

り、磯には様々な生き物がいることを学べたと思う。しかし、それらの生き物について詳細に観察した

り、TAから説明をする時間があまりにも短いと感じた。せっかく多くの種類の生き物を採集できても、

すべてをスケッチする時間がなく、もったいないと思った。生き物の観察においてスケッチが重要であ

ることは事実だが、採集できたすべての生き物に目を向けるためには、必要に応じてスケッチの代わり

に写真を撮ることも方法の一つかもしれない。（森田千裕） 

 

今回、初めてこの臨海実習に参加したが、個人的に指導する側として知識がとても足りないと痛感した。

生徒側も事前授業を受けているようだが、基本的な分類知識やスケッチの方法が分かっていないように

感じた。その点をもっと TAとして指導できればよかったと反省している。また、担当した班員に女子

が多かったので、開始時水に濡れることに躊躇していたため、スムーズに開始できなかった。前もって、

どのくらい濡れるかの説明や着替え持参を徹底すべきであると感じた。（高橋絢子） 

 

 

この実習に参加したのは初めてだったが、熱心に採集を行う生徒が多く、指導側としても楽しい実習で

あった。生徒らにはただ解説を行うのではなく、採取した生物の体構造を見せながら、生徒と共に他の

生物との共通点・差異を探していくように指導を行った。生徒自身が、疑問を持ち、独自で調べ、考察
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し、答えを見出していく楽しさを感じてくれていれば幸いである。(大西由之佑) 

 

昨年も参加させてもらい思ったことだが、大人数の高校生をまとめながら指導していくのは大変なこと

だと改めて思った。人数がいれば生徒の興味も様々で、もちろん積極性も様々だったので、全ての学生

に良い指導をするということは本当に難しいことだと学ぶことができた。指導をする上ではただ知識を

与えていくだけではなく生徒自身に興味を持ってもらうことが重要だと思い、自分で探すのではなくな

るべく生徒自身にいろんなものを見つけてもらえるように促しながら指導することができた。わかりや

すく動く生物だけでなく様々なものに目を広く向けることで、様々な種類の生物に興味を持ってもらえ

るように促すことが重要であると感じた。（志村智） 

 

今回初めて実習に参加させていただきました。生徒達にとっては実習と言っても殆ど遊びに近い気分で

参加していたようで、こちらの思惑がなかなか伝わっていないと感じました。せっかくフィールドに出

ているので生徒達の自由にさせることも大切ですが、見ておくべきものや見せておきたいものに到達し

ない生徒が出てしまっては元も子もありません。上手く誘導する必要がありました。私自身が生徒達と

距離を置き過ぎていたこと、解説が分かりにくいものになってしまったことに深く反省しています。生

徒達が実際に海へ入る前に進化や系統に関する知識を付けておくことも必要ではないかと感じました。

また、スケッチに関しては時間の余裕もなく、「対象の理解」よりも単に「書くこと」が生徒達の中で

優先されてしまっているようで、学習の順序や時間の使い方を把握しておくべきだと感じました。(大

門夢果) 

 

今回、初めて臨海実習に参加させて頂きました。生徒たちが磯の生物に関心をもって積極的に採集して

いたことは良いことだと思いました。しかし、系統や体構造などの事前に学習しておくべき知識が無か

ったと感じました。学習した知識と実際の生物を照らし合わせてより理解が深まるような目的で実習を

行うことが必要だと感じました。（古田顕尚） 

 

今回、初めての実習参加でしたので生徒の安全確保を最重要としていた点には緊張しましたが、生徒た

ちが熱心に採集を行い、生体へ興味をもって臨んでくれた姿を見ることができ、非常にうれしく思いま

した。また、鐙摺海岸で観察されうる代表的動物門を採集し、それについて生徒への説明が行えたこと

は良かったと思います。しかし、事前指導が入っているにもかかわらず系統分類ができないようで、せ

っかくの臨海実習での経験が身につきにくいのではとの懸念が残りました。今後の実習に活かせられる

よう、事前・事後指導について考えていきたいと思いました。(高橋 美由紀） 

 

今年の臨海実習は４年生ということもあり、生物学に対する知識、安全に対する意識、両方の観点で心

配であったが、事前指導が行き届いていたのか、スムーズに観察ができたと思う。ただ、熱心な生徒と

そうでない生徒の差が例年より激しく、今後の課題として、生物学に対する面白みを知ってもらう為に、

事前指導と実習の工夫をしていきたい。(久保 茂男) 

 

今年、初めて実習に参加させていただきました。高校生に教える機会はほとんどないため実習前は少し

不安でしたが、熱心に採集を行う生徒が多く、うれしかったです。普段は研究室内で実験を行っている

ため、フィールドに出て生物を間近で観察することが出来、私自身良い経験をすることが出来ました。

今回の実習が生徒たちの生物に対する関心を深める機会になってほしいと思います。(牛尾 ちづる) 
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TAとして本臨海実習に関わるのは 3回目でした。これまでの反省を生かして、班の全ての生徒の興味を

ひく指導をすることと、生徒が主体的に参加できるような工夫をすることの 2点に留意して今回の実習

に臨みました。なるべく身の回りのことと結び付けられるようにし、質問を投げかけて生徒参加型にす

る等、採集後の解説も工夫することができたと思います。採集前に、どのような生物がどこにいるのか

といった簡単な指導ができれば、生徒がさらに目的意識を持って磯採集に取り組めるようになると感じ

ました。（塩入 直也） 

 

今回、初めて本臨海実習の TAとして携わらせていただいた。ただ「知っている」ということと「誰か

に教える」ということは全く異なるので事前準備を怠らないようにしたが、実習当日は同定の難しい個

体も採集され、説明が疎かになってしまった種もあったことが反省点である。安全面においては学校側

の事前指導が行き届いていたようで、私の担当した班では怪我や危険な行動に出る生徒はおらず、安心

して採集に集中することができたと思う。実習開始直後は乗り気でなかった生徒もいたが、採集作業を

進めるにつれて海の生き物に対して興味を持ってもらえたので、これからもこの実習をぜひ続けてほし

い。（志賀 優） 

 

今回初めて本臨海実習に TAとして参加しました。班員の中でもたくさんの種類を集めようとする生徒、

ウミウシだけを必死に追いかける生徒、ある特定の区画中の生物だけを採集をする生徒など、同じ磯採

集をするのにも持つ視点が違い、面白いなと感じました。また、「これは何ですか？」と疑問をすぐに

投げかけてくれ、熱心な生徒が多い印象を受けました。しかし、指導する側としては安全面を第一に考

える必要があり、班単位の磯採集であることから必ずしも生徒の自由にさせることが良いわけではない

と思いました。大きな事故等がなかったから良かったですが、何かあってからでは遅いので集団行動で

あるということは常に念頭に置いておかなければいけないと改めて感じました。（明石 澪） 

 

今回初めて本実習に TAとして参加した。磯で採集した生物の説明をすることになっていたが、いかん

せん自身の知識が少なく、事前に勉強はしていたもののきちんと説明できなかった生物も数多くあっ

た。この点について、まず 1 つ反省である。また、実習中に大けがをした生徒はいなかったものの、足

などに切り傷を負うなど軽傷の人がおり、安全面についてもう少し気を配るべきであった。しかし、多

くの生徒が生物や採集に興味を持ってくれていたので、実習はスムーズに進んだと思う。 

本実習を通して、参加してくれた生徒が生物の新たな一面に気づいたり興味を持ってくれれば幸いであ

る。(松本 翔一) 

 

この臨海実習では皆楽しそうに海の生き物を探し、採集することをしてくれていたので良かったと思い

ます。私は高校生が見落としてしまった生き物がいたら教えてあげたり、種類を多く取るために探すコ

ツを教えたりと、採集についてサポートはしっかりできたと思います。しかしながら、けがをしてしま

う生徒がいたり、班行動がおろそかになってしまったりと問題がなかったとは言えませんので、そうい

った点については次回以降 TAは留意しなければならないと感じました。注意しすぎても実習が楽しく

なくなってしまうので、TAが近くで気を張ってサポートしてあげることが大切だと感じました。（新田 

竜斗）  

 

最終記入日時：  2013/09/10 17:23:40 
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（３） 

タイトル：  植物系統分類学研究室オープンラボ 「植物の多様性と進化」 

実 施 者：  下川悟史、戸野晶喬、川又由仁、堀清鷹、明石澪、松本めぐみ、森絵里菜 

実施場所：  牧野標本館 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 7月 14日 ～ 2013年 7月 14日 

 

＜企画協力者＞ 

中路真嘉、山田香奈子、谷島麻美、大門夢果、新田竜斗（植物系統分類学研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

オープンキャンパスに来場した高校生に向け、「植物の多様性と進化」というテーマの下で、当研究室

が行っている研究の展示を企画した。この企画に参加した高校生に、高校では学ぶことのできない、よ

り詳しい植物の進化の変遷、および、その進化によって生じた、多様性に富んだ植物の世界について理

解を深めてもらうことを目的とした。また、生物学の持つ無限の面白さや、植物だけでなく、当研究室

に興味を持ってもらえれば、と考えた。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

当研究室で行われている研究テーマを４つに分類し、以下のような①～④のポスターを作成した。 

①「小笠原関連」 

小笠原は海洋島ということで、海洋島特有の進化により生じた“種分化”を中心とした説明を行った。 

②「花」 

送粉者である昆虫も植物とは密接なかかわりがある為、植物だけでなく昆虫についての理解も深めても

らえるように心がけた。昆虫を呼び込む為のシグナルとなる、花の色や香りについての説明や、多様化

が見られる花の形態や性について主に説明を行った。 

③「系統地理」 

系統関係や、分布による種分化、分布の変遷により植物がどのように進化してゆくか等を説明を行った。 

④「シダ植物」 

シダ植物の分類、渓流沿いに生えているゼンマイにおける形態の多様性、シダ植物の繁殖様式やその生

態について説明を行った。 

ポスター以外にも、当研究室が牧野標本館であるということで、実際に標本などの物品を見てもらい、

実感してもらいたいと考えている。また、標本館の名前にある通り、日本での植物分類の第一人者であ

る“牧野富太郎”についても標本や、採集に用いた道具等の物品や説明を通して、理解を深めてもらう。 

企画の特徴として、学校での授業のうな紙の上で行う勉強だけでなく、実際に見て触れられるようなも

のを展示したり、当研究室は標本館でもあるので、実物も見ることができ、奥深い“植物の世界”に触

れてもらうことが可能であるように心がけた。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

ポスターの前に立ち、来場された方々に説明を行った。高校生を対象に作ったポスターであったが、小

 - 15 - 



学生から保護者の方まで幅広い方に興味を持ってもらうことができ、説明の際に「分かりやすく」を心

がけ説明を行った。来場者１グループにつき１人で対応することが多かったため、気軽に質疑応答がで

き、ポスターの内容だけではなく、より理解を深めて頂ける発表ができたと考えている。また、多くの

方から標本館を見たいという要望を受け、１時間に何度も標本館の説明を行った。標本館では、特に実

物に触れたくさんの標本が見せることが出来たため、来場者の「植物の世界」が広がったのではないか

と感じた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

森 絵里菜 

今回のオープンラボを通して、大きく分けて「企画力」と「人に伝える力」の２つを取得できたと実感

した。オープンラボを開催するにあたり、何を目的とし、目的を果たす為の適当な方法を深く考えさせ

られ、企画力を培うことができた。今回の対象者は高校生ということもあり、分かりやすく伝えるかが

重要であり、出来る限り易しい言葉を用いて説明したりと、プレゼン力の向上にもつながったと思う。

普段ではあまり触れあう機会が少ない高校生とコミュニケーションを図れ、大変貴重な経験となった。 

 

松本めぐみ 

多くの方が来場して下さり、それに伴い、多くの方が植物に興味を持っていることを実感した。高校生

に向けて企画をしたが、実際は高校生ではない方々の方が多く、補足の説明などを入れ、臨機応変に対

応することができたと考えている。今回のオープンキラボを通して、人に分かりやすく伝える方法や見

せ方、また企画段階でも、現場を細かく想定した準備を行う大切さを学んだ。今後研究を発表する際や、

これから社会に出ても、この経験を生かしていいたいと思う。 

 

 

最終記入日時：  2013/07/24 17:20:36 
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（４） 

タイトル：  オープンラボ 進化遺伝学研究室 

実 施 者：  岩崎祐磨 

実施場所：  8号館 415, 418 室 

対象・人数：  オープンキャンパスにおける研究室来場者（おもに高校生） 

実施期間：  2013 年 8月 17日 ～ 2013年 8月 17日 

 

＜概要／目的＞ 

本研究室で行われている研究を、実際に研究室のメンバーが使用している器具、生物などを用いて理

解・体験してもらう。 

企画者は、来場者への実験設備紹介や研究紹介を通して、研究の原理、背景、意義などを見直す。この

時、来場者の知識や関心に見合った説明を心掛けることで、対話能力の向上も図ることを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

① 分子系統樹の作成過程の説明 

ショウジョウバエ複数種から分子系統樹を作成する際の操作・原理を、実際の実験手順に沿って説明し

た。同時に、分子系統樹作成の際に用いる実験機器の紹介も行った。 

最後に、霊長類での系統樹クイズを行い、実際にその場 PC上で分子系統樹を書いて答え合わせをした。 

② 研究紹介 （ポスター） 

学会ポスターなどを通して、研究室で行われている研究内容を紹介した。 

③ 進路相談室 

受学生生活、卒業後の進路などについての質問・相談を受けた。当企画は、同日にオープンラボを企画

している細胞遺伝学研究室と合同で行った。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者はショウジョウバエを通して、どういった進化の研究がなされているのかを身近に体験できた。 

企画者は、実験手法や研究内容の紹介を通して、自身の研究の原理や類似する他の研究室のメンバーの

研究への理解を深めることができた。また、来場者からの質問に対する応答や来場者の知識や年齢に応

じた受け答えを通じて、企画者はコミュニケーション能力、状況に応じた判断能力の向上ができたと考

えられる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今年のオープンラボは昨年よりも来場者が多く、一度に大人数に説明する機会が多かったため簡潔かつ

分かりやすい説明が必要になった。特に、一番初めに進化とショウジョウバエの結びつきをうまく紹介

することが必要で、そのためのコーナーを１つ設ける必要があったと思う。 

多くの高校生が実験・研究について興味を持ってくれて面白いと言ってくれたことが非常にうれしかっ

た。  

 

最終記入日時：  2013/08/19 15:05:20 
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（５） 

タイトル：  植物環境応答研究室オープンラボ「光と植物」 

実 施 者：  木村泉美 

実施場所：  8号館 3階東側エレベーターホール 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 8月 17日 

 

＜企画協力者＞ 

近江泰明、豊田麻那、石井遥、木村優希 (植物環境応答研究室) 

 

＜概要／目的＞ 

オープンラボ来場者に対して当研究室で行なっている研究内容を紹介することで、植物の光形態形成や

細胞内運動に関して興味をもってもらうことを目的とした。一方で、企画者や協力者にとっては来場者

に研究内容を紹介するため、プレゼンテーション能力の向上と研究内容の理解を深めることを目的とし

た。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・ ポスター展示 

一般の人でも分かりやすいよう高校で習う内容を導入とし、当研究室で行なわれている研究内容の紹介

を行なった。 

・ スライドショー展示 

ポスター展示だけでは表現しにくいライブイメージングの動画を取り入れることで、視覚的にも細胞内

運動の理解へと役立てた。 

・ オオカナダモの原形質流動の展示 

微小繊維を用いた細胞内の細胞小器官運動を、当研究室で研究している葉緑体光定位運動の話に関連づ

けて説明を行なった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

ポスターやスライドショーを使用しながら、当研究室の研究内容の紹介を行なった。多くの来場者に、

当研究室で行なっている研究の面白さや重要性を理解してもらったと感じる。またオープンラボ来場者

のほとんどは受験を考えている高校生であり、入試方法や入学後の授業の話をしたことにより、コース

内の特徴や雰囲気、どのようなことを学べるのかなどの理解につながり、大学選びの参考になったので

はないかと感じる。一方で、企画者・協力者にとっては相手の理解度に応じて説明する良い機会になっ

たと感じる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

多くの来場者が高校生であったため研究内容を説明する際は、高校の授業で出てくる様な単語を意識し

ながら使用し、説明を行なった。多くの人に研究内容を理解してもらえたと感じたが、説明の長さによ

っては聞き手の表情に疲労感が表れてくるのを感じた。オープンラボ来場者は様々な場所を見学してき
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ていることを念頭におき、簡潔に分かりやすくかつ来場者が求めている情報を提供出来るよう改善すべ

きだと感じた。(木村泉美)  

 

最終記入日時：  2013/08/21 11:05:03 

 

（６） 

タイトル：  高校生による研究計画の中間発表及び実験準備 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智、山崎卓哉 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高等学校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 7月 30日 ～ 2013年 7月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

 今回は、生徒に自分達の研究計画についてプレゼンテーションしてもらい、生徒同士で質疑応答を行

うことで互いの研究について議論を行う。その後大学院生と教員を含めてさらに議論することで今後の

研究計画を組み立ててもらう。これらの過程を通して生徒達には自分たちの研究を発表するための論理

的な思考を身につけてもらい、プレゼンテーション能力や他者の発表に対して質問や意見をする発言力

を鍛えてもらいたい。また、発表後には今後行う実験で必要になる試薬の調整や各実験の準備を行う。 

 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。また、

本企画は、発生プログラム研究室の福田准教授が SSH『スーパーサイエンスハイスクール』に指定され

ている熊谷西高校で実施する講義の一貫として行われる。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

１．高校生による研究計画の中間発表 

２．発表に対して教員・院生からの質問・助言等 

３．これから行う実験で必要になる試薬の調整 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今までの、活動を経て生徒達が論理的な思考を身につけている過程を実感することができました。しか

しながら、未だ仮説や実験の条件に対する根拠が甘かったりしたので、そのあたりの考えを更に深めて

欲しいと思いました。2回目の試薬調製という事もあり、生徒の自主性を重んじて、出来る限り彼ら自

身に任せるようにしました。今回は少しの助言でも、ちゃんと試薬を扱うことが出来ていて彼らの成長

を感じました。（山崎卓哉） 

 

まだまだ論理が甘い部分も多かったが、そのような指摘をするとその後の協議の時間でよく班議論をし

ていろいろと質問してくるなど、研究に対して非常に前向きに取り組んでいる姿勢が見られるのはいい

ことだと思った。一度目に比べると実験の手順もスムーズになっており、生徒の成長を感じることがで

きた。このような過程を見ると企画を行うことの意義を強く感じることができた。（志村智） 
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これまでに複数回ディスカッションを行った。今回の生徒のプレゼンテーションは各々のチームが「な

ぜその研究をやるのか」という根本的な疑問をきちんと説明しており、それを導くための実験を計画し

ていた。論理的に考えるという事は研究ではもちろん必要であるのだが、実社会にでるにあたっても極

めて必要とされる思考である。この課題に苦戦しながらもチームで考え、議論する事で互いに高め合う

事を楽しんでいる様に見受けられ、企画者である我々も学ぶ事がとても多かった。（栗下大三）  

 

最終記入日時：  2013/08/28 16:04:27 

 

（７） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 －日本生物教育会－ 

実 施 者：  発生プログラム研究室：栗下大三（M2）、塩入直也（M2）、志村智（M1） 

実施場所：  東京都立新宿高校 

対象・人数：  高校の生物教員 20名 

実施期間：  2013年 8月 8日 ～ 2013年 8月 8日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画は、発生プログラム研究室の福田准教授が日本生物教育学会で実施する講習会の一貫で、高校

教員を対象にニワトリ胚の観察実験を行った。 

 ニワトリ胚の発生は、高等学校の生物の授業で教材としてあまり取り上げられていない。しかし、そ

の発生様式は哺乳類のものと極めて良く似ており、観察するのに優れている。本企画を通して、ニワト

リ胚の正常発生を胚体外で観察する方法、および胚体外で培養する方法（ニューの培養法）を習得して

もらうことが目的である。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ニューの培養法によって、胚体外で実体顕微鏡によって非常に見やすい状態で観察することができる。

また 2日胚では脊索、脳、眼など、発生の授業でよく用いられる器官や心臓の拍動なども観察すること

ができる。 

 この企画を通じて、ニワトリ胚体外培養技術、およびニワトリ胚観察法が、今後高校の実習の教材と

して活用されるようになることを期待する。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＞ 

〇実験の準備（8/6,7） 

〇企画実施（8/8） 

・実験に用いる器具・試薬の準備 

・卵の解剖（胚の取り出し）の実演 

・先生からの疑問・質問等に答える 

・器具の片づけ 
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卵の解剖の実演の様子 

 

福田准教授による講義の様子 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今までのアウトリーチでは高校生を対象に行ってきたため、高校教員が対象であった今回の企画はとて
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も刺激的であった。取分け心に響いたのが、我が国の高校教員がどのように授業や実験を考え、それを

元にどのようなメッセージを伝えるのかである。教育はすべてを教える事ではなく、新たな物事を生徒

と教員の両方が同時に気づくきっかけである様に感じられた。次に、実験操作を伝えるテクニカルな面

に関しては、極めて熱心に質問をする方がとても多かった。経験しないと伝える事のできない”技”を

丁寧に分かりやすく教えるのに少々苦戦したが、最終的に全員が手法を身につけそれぞれの学校でもニ

ワトリ胚を使った実験を実施できるレベルに至ったと考える。（栗下大三） 

 

高校生を対象にした企画は何度か行ったが、教員を対象にしたこのような企画は初めてだったので非常

にいい刺激になった。高校生に比べて先生方はモチベーションが非常に高く、実験手法を実演している

時も様々な面から見られるので行う身としても気が引き締まった。また非常に多くの質問をされ、中に

は我々の研究にも関係するような非常に深い議論になることもあった。それだけに終わった後の充実感

も大きく、今後この日の経験を通して多くの高校で意義深い実習が行われることを期待したい。（志村

智） 

 

高校生に指導するための技術を身につけるための講習だったため、高校生を対象とした実験では出てこ

ないような質問が、教員の方々から多々あったことが印象に残っている。自分が理解している以上のこ

とは生徒に伝えることはできないので、実験操作の一つひとつの意味を理解しながら、確実に実験を進

めていくことが重要であると、本企画を通して再確認した。高校生物の教材として、ニワトリ胚を用い

た発生の観察実験をはじめ、それを発展・応用させた実践が今後更に拡がることを望む。（塩入直也） 
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最終記入日時：  2013/08/28 19:09:27 
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（８） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  岡山唯、栗下大三、塩入直也、志村智、山崎卓哉 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高等学校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 6月 8日 ～ 2013年 6月 9日 

 

＜概要＞ 

 埼玉県立熊谷西高等学校で、在校生 1・2年生の希望者を対象にニワトリ胚の観察実験を行った。 

 今回は熊谷西高校で行われている SSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール) 事業の一環として、発

生プログラム研究室の福田公子准教授が特別授業を行っており、それに合わせてこの企画を実施した。 

＜目的＞ 

 今回の受講生は今後 SSH の中で、自分たちで研究を考え、実験を行う。そこで、学生自身で研究を行

っていく上で必要な実験技術・試薬調整の仕方や考え方を身につけてもらい、今後の研究の参考にして

もらう事を目的として企画を行った。また、実験の補助等を通じて、企画者自身の説明・情報発信能力

を向上させることも本企画のねらいの一つである。 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

・試薬調整 

・1日胚、2日胚の観察実験 

・New 培養法の習得 

・「これらの実験手法・ニワトリ胚を用いて、どのような研究が可能か？」班ごとにディスカッション

後、発表してもらった 

今回は上記の実験等について、補助や指導を行った。 
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＜感想＞ 

今回の企画では、学生達に教えるだけでなく、その知識を用いた研究を考えてもらう事が重要でした。

その為、学生達に考えることを促す助言をどのようにすればいいのか非常に悩みました。ディスカッシ

ョンでは「心臓の形成を物理的に阻害する」等といった私が思いつかない様な実験を学生が考えていて、

非常に面白いと思いました。また、私もそういった発想が出来るようになりたいと感じました。(山崎

卓哉) 

 

高校生に研究というものの考え方を伝えるというアウトリーチは何度も経験させていただいています

が、その度に高校生に新しい考え方、着眼点のようなものをこちらが教えてもらっています。今後も科

学に興味をもってくれる学生が少しでも増えるような活動をしていきたいと思います。(岡山唯) 

 

高校の理科の実験とは違い、試薬の調製に必要な器具やその使い方については、今回は自分たちで考え

させました。マニュアル通りに作業をすることはできても、試薬の調製のために何が必要でどんな準備

をすべきかということは普段あまり実践できていないということが感じられました。これは試薬の調製

に限らず、他の実験や観察全般について同じことがいえると思います。今回の企画を通して、生徒の「自

ら考える力」を育む指導の重要性を実感しました。（塩入直也） 

 

講義の中で先生も言っていたことだが、高校の授業で行われる実験は先生によってあらゆる準備が行わ

れているため、結果もある程度分かっている。しかしこのような企画では自分たちであらゆる準備をす

るため、結果を予想しながら実験を行うことが必要である。普通の高校生ではこのような経験をするこ

とはないので、彼らの将来を考えると非常に良い経験になったのではないかと思う。こちらとしても彼

らの発想は我々にはないようなことも多く、斬新な視点を感じるいい機会となった。（志村智） 

 

通常の高校の実験では、先生が実験を計画し、試薬調節や材料の数等も必要数準備して行う。このアウ

トリーチでは、生徒がニワトリ胚を観察する事で生まれる疑問について研究を計画する為、通常の理科

教育では学ばない現象を説明するプロセスを学ぶ事ができる。試薬の調整や研究に必要な材料等もすべ
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て自分たちで考える必要があり、自由度が高い分挑戦的である。この機会を存分に生かし、研究のおも

しろさや、動物を扱う事の難しさ等を感じ、生命科学の分野に興味を持ってもらえる生徒が少しでも増

えればうれしい。（栗下大三）  

 

最終記入日時：  2013/08/29 10:18:52 

 

（９） 

タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室ニワトリチーム「たった一つの卵から」 

実 施 者：  栗下大三、鈴木由季、志村智、山崎卓哉、山本謙太郎（発生プログラム研究室） 

実施場所：  8号館 247室 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 7月 14日 

 

＜企画協力者＞ 

木越あゆみ（発生プログラム研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

オープンキャンパスに参加する高校生やその保護者、地元の方々などを対象に当研究室で行っている研

究の紹介と発生学の基礎に関する展示を企画した。オープンキャンパスの日程に合わせて開催すること

でより多くの来場者が見込まれ、多くの人に当研究室の研究内容を知ってもらい、発生学に興味を持っ

てもらうことを目的とした。企画者・協力者にとっても自分たちの研究を一般の方々に説明する機会は

多くないため、どのような展示をすればより理解してもらえるだろうかと考える企画力や、わかりやす

く説明するためのプレゼンテーション能力の向上もこの企画の目的となる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

■ニワトリ胚の観察 

我々にとって身近な動物であるニワトリだが、卵からヒヨコになるまでどのように発生をしているのか

はおそらく世間一般ではよく知られていない。そこで、実際に生きているニワトリ胚の 1日胚、2日胚、

3日胚、6 日胚と段階を追ったものを用意し、それらを展示し鳥類の発生がどのように進むのかを観察

してもらった。一日ごとに大きく変わる形態や、大きさなどを見てもらうことで身近な動物の発生につ

いて理解してもらう。 

■ニワトリ胚の骨染色標本の展示 

9日胚、13日胚において軟骨組織を染色した標本を展示した。ニワトリ胚のこの時期には既に全身の骨

格が軟骨によって形成されているため、体全体の構造がどのようになっているのか、また鳥類に特徴的

な骨格を生態と結び付けて説明することでその重要性や発生過程を理解してもらう。また軟骨と硬骨を

染め分けた写真資料を用いて説明することで、骨格の形成過程についても理解してもらう。 

■ポスターの展示 

ニワトリ胚の卵の形成から卵割、そして展示してあった胚発生のステージをまとめたポスターを展示

し、それについて説明を行った。同時に自分たちの研究がこれらのどの時点で行われていて、どのよう

な点に着目しているのかなど研究に関する説明を行った。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

上記の展示について、来場していただいた方々と共に解説をしながら順番に回った。そのステージ毎に

注目してほしい点などを説明しながら胚を観察してもらうことで、ただ見るより理解を深めてもらえた

のではないかと思う。また一緒に回ることでその都度に疑問に思ったことを聞いてもらうことができ、

その場で説明しながら議論することでも理解が深まったのではないかと思う。 

・身近な動物であるニワトリはどのように発生しているか。 

・なぜニワトリは発生学の研究に用いられるのか。 

・鳥類の発生の特徴はどのような点か。 

・実際にどのような研究を行っているのか。 

などについて、主に説明を行った。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

来場される一般の方々は、卵の状態とヒヨコの状態しか知らず、その過程がどうなっているのか想像も

していなかった方が多いように感じた。だからこそ展示を説明しながら回っていく途中で「すごい」み

たいに言ってもらえることが多く、発生学に関して興味を持ってもらえたのではないかと思う。また驚

いたのは、説明しているとたくさんの疑問をぶつけてくる方が多く、そのためにいい議論ができること

が多かった点である。研究内容に関する説明の際も「なぜこのようなことはやらないのか」といった意

見を下さる方もいて、短時間ながら高い興味と深い理解を持ってもらえたのを実感できたのは嬉しかっ

た。ただ、大学説明会の時間に合わせて多くの人が来ることがあり、その場合に途中で詰まったりもし

てしまったのでもう少しスムーズな流れや展示方法の工夫は必要であると感じた。今後このような企画

をする際は、遺伝子を可視化したような胚などもう一歩研究内容の方へ踏み込んだ展示をしてみても面

白いのではないかと思った。（志村智） 

 

多くの高校生の方に訪れて頂いたが、発生学についての知識がまちまちであった。その為、彼らの知識

に合わせてその人の為の説明するように心がけた。また、生命科学コースに興味を持つ生徒が訪れた際、

長時間話し込んでしまい、他の見学者が滞留してしまっていた。今回はこれを反省し、もう少し全体を

見渡しながら今後の活動を行いたいと思う。 

(山崎卓哉) 
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今回は来場者に発生生物学という分野に興味を持ってもらえるように努力しました。 

扱っているものがニワトリの卵なので、「普段食べているもの」、という窓口から説明することを心が

けました。そうすることで、あまり詳しくない分野にも興味を持って聞いていただけたと思います。 

また、反省すべき点なんですが、人が一気たくさん来たときに、それをうまくさばくことができなかっ

たところです。今後はオープンラボの導線にも気を使った展示にしたいです。 

（山本謙太郎） 

 

オープンラボに来場する方々は毎年少しずつ変化をみせている。今年の特徴は、受験生が両親と同伴で

来るのが多く見受けられたことだ。その為、質問などを受け付けると卒業後の進路等について聞かれる

事が多いと感じた。本校の生命科学専攻に限らずバイオ分野での注目度が高まっている事が影響してい

るからなのか、培養細胞を用いた治療の等に興味を持っておこしになる方が多かった。その為、本校で

主に研究されている基礎生物学の分野の説明を織り交ぜつつ、生命現象を研究する事とそれを応用して

医療につなげる事の違いについても伝えた。（栗下大三）  

 

最終記入日時：  2013/08/29 10:31:12 

 

（１０） 

タイトル：  ニワトリ胚骨染色実験 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 6月 23日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画は、発生プログラム研究室の福田公子准教授が SHH（スーパーサイエンスハイスクール）に指

定されている熊谷西高校で行う特別講義をサポートする為のものである。前回の企画に引き続き、今回

の企画ではより実践的な研究方法を考える訓練を行う。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 この企画の中では受講生に自分達で研究テーマを作り実験してもらう。そのために前回は実験に用い

る試薬の調整や、基本となる実験手法を身につけてもらうことを目的としていた。今回は前回に引き続

きニワトリ胚を用いた実験手法を身につけてもらう。 

 また、今後の研究についても議論を行い、今まで習った方法でどのような生命現象の解明に取り組め

るのかを考えてもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 ニワトリ胚の培養方法や、胚を用いた実験法について実演を通した指導を行った。 

 生徒の班ごとに今後の研究テーマや計画についてディスカッション後、プレゼンテーションを行って

もらった。その際に具体的な質問や指摘をすることで、さらに研究について議論を深めるように指導し

た。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

この企画は通じて、高校生に自分たちで考えてもらうことが重要であると考えている。そのための指導

の仕方はただ解答を教えるのではなく、高校生に自分たちの答えに辿り着いてもらうように教えるため

難しく感じた。しかし高校生のモチベーションは高く、少し問いを投げかけると自分たちで議論を積極

的に行っていて、非常に有意義な時間になったと思う。このような企画を通して、このように生徒たち

が自分たちで考えて議論することは非常に重要なことであると感じた。また、それだけ生物に興味を持

ってもらえてることを実感して嬉しかった。（志村智） 

 

今回でほぼ研究内容を決定する事ができた。生徒たちは分節メカニズムや卵外培養、栄養と胚発生等の

テーマを自ら考え、それぞれ仮説をたて、検証する実験も考えていた。しかし、理由も前提も無い実験

を考えている班もあったため、ディスカッションに時間を要した。改めて研究のプロセスを伝える難し

さ、それを生徒に内面化させる事の重要性を感じた。（栗下大三） 

 

 

 

最終記入日時：  2013/08/29 11:26:37 

 

（１１） 

タイトル：  オープンクラス 2013 

実 施 者：  漆原智己、金子秀一郎、高橋美由紀、古澤孝太郎 

実施場所：  9号館 神経分子機能研究室内 

対象・人数：  高校生 2名 

実施期間：  2013 年 8月 9日 ～ 2013年 8月 9日 

 

＜概要／目的＞ 

私たちが研究対象としているタンパク質や神経細胞に実験を通して触れてもらうことで、生命科学のお

もしろさを感じてもらうこと、また研究室の様子を実際に見て感じてもらい、将来の研究生活のイメー

ジをつかんでもらう事を目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

当研究室で使用している SDS－PAGE を利用して、身近な食品含有タンパク質の検出を行うことで、実験

が意外に身近であることを感じてもらう。また、実際の細胞内でのタンパク質の状態を、自分の手で染

色して観察してもらうことで、生命科学にさらなる興味を持ってもらう。 

1.SDS-PAGEおよび CBB染色による含有タンパク質の検出 

2.神経細胞の蛍光染色 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

1.SDS-PAGEおよび CBB染色による含有タンパク質の検出 
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  こちらで予め用意したゲルに種々の清涼飲料水、食品、細胞抽出液のサンプルをアプライした。泳

動後に CBB染色をしてもらい、サンプルの含有タンパク質を検出した。 

 

2.神経細胞の蛍光染色 

  こちらで予め GFP 発現を行った神経細胞のアクチンをファロイジンで染色し、共焦点レーザー顕微

鏡にて観察した。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

身近な食品を使用したタンパク質の検出は、実験というものが身近に存在することの理解に繋がったと

感じた。また、神経細胞を実際に使用したこと、自分の手で染色して細胞内には骨格タンパク質がびっ

しりと張り巡らされていることを観察できたことは、非常に興味深かったように思われた。これらの実

験を通して、一段と生命科学に興味をもってもらえたのではないかと思った。 

 

SDS-PAGEや蛍光染色は待ち時間が多く必要とされるため、実験の意義や手法についての説明を後回しに

せざるを得なかったことが残念である。また、限られた時間の中で少しでも理解してもらいたいために、

色々な情報を詰め込みすぎたようにも思われた。 

来年以降の改善へと繋げていきたいと思う。（高橋美由紀） 

 

高校生には、実験として SDS-PAGEによるタンパク質の検出と、神経細胞の蛍光染色を行ってもらった。

これらの実験から、タンパク質の多様性を知ることや、教科書に載っているいるような神経細胞の形態

を実際に見ることで、生命科学の楽しさを感じてもらうことができたと思う。しかし、今回の内容では、

両者の実験の関連性がうまく伝わらなかったと感じた。そのため、神経細胞に発現しているある 1つの

タンパク質に焦点を絞り、SDS-PAGEによる検出と、蛍光染色による観察を行うなど、内容を少し変更す

ることで、実験のイメージがさらに伝わるようになると思う。（古澤孝太郎） 

 

神経分子機能研究室で普段から行っている 2つの実験を紹介することができたので、タンパク質を扱う

実験や研究室の雰囲気がどのようなものかは分かってもらえたと思う。また、現在自分が進めている研

究を予備知識がない高校生に説明するために、自分の研究内容を簡潔に伝えられるよう考える機会がで

きた。ただ、2つの異なる実験や TA4人分の研究内容についてと、色々な説明を実験の待ち時間に凝縮

して行ったので、全てを把握しきれていないように感じた。来年以降の課題として、時間配分を考え、

説明の内容をさらに簡潔にする必要があると思った。（漆原智己） 

 

我々大学院生にとって普段から行っている実験を高校生２人に行ってもらった。実験材料として身近な

ものを使用したので、導入部分としては背景知識の少ない高校生でもイメージしやすかったのではない

かと思われる。 

しかし、我々がイメージしていた通りに実習が進まないことが多々あり、予習や予備実験、予備実習が

足りなかったと感じた。来年以降の課題としては、机上での時間配分と実際手を動かしての時間とのギ

ャップを考慮し、実習を組み立てる必要があると思う。（金子秀一郎）  

 

最終記入日時：  2013/08/29 18:42:57 
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（１２） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -長野県立伊那北高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  首都大学東京８号館、専門実習室 

対象・人数：  長野県立伊那北高校生徒１９名 

実施期間：  2013 年 8月 9日 ～ 2013年 8月 9日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画の目的は、高校生が自ら研究計画をたてることにより論理的な考え方と生物学の楽しみを知る

きっかけを提供する事である。主に発生学をテーマに研究課題を見つける。今回は本研究室で使用され

ており卵外培養の技術が容易で観察しやすいニワトリ胚を用いる。２日胚の観察とスケッチを行い、そ

の後福田公子准教授による講義が行われる。これらのプログラムを通して対象者が抱いた疑問や研究し

たい内容をディスカッションし、今後行われる研究の土台となる考えを構築する。また、当企画は本学

の生命科学実験室で行われる為、プログラムの最後に発生プログラム研究室、細胞遺伝学研究室のラボ

見学を盛り込み、研究生活に興味を持ってもらえる事を期待する。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 ニワトリ胚の new培養を行い、スケッチを行う。２日胚はシート状で観察が容易であり、透明なシャ

ーレを使用する事で背腹の両方から観る事ができる。単純に見えたものを書き込むのではなく、大まか

な構造を頭で考えながら観察する事で重なりあう複雑な構造を理解した上でスケッチをする。講義では

２日胚までに起きる発生のイベントを説明する。また、今までの研究により明らかにされてきた内容を

伝える事で、具体的なテーマに興味を持てるよう導く。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 上記の通り観察、スケッチ、講義、ディスカッションを行った。これを通し、今後対象者が研究材料

とするニワトリ胚のイメージを具体化できたと考える。 

 

  
↑new 培養の方法を教えている様子        ↑観察結果などに関して議論している様子 

 

 - 31 - 



 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 ニワトリ胚特有の実験手法や発生学の考え方等を伝える事ができ、本企画の目標はおおむね達成でき

たと考える。ただ、生徒の疑問や考えなどをあまり引き出す事ができなかった。これに対し、企画者は

疑問をどのように引き出すか、生徒がより発言するようにする工夫等をする必要があると感じた。（栗

下大三） 

 

 実験手法はしっかりと教えることができたと思うが、その後の観察やディスカッションが少し乏しく

なってしまったのが残念だった。実験手法を覚え結果を見るだけでは普段の高校の授業とそれほど変わ

らないので、その後の実践的な議論を通じて今後大学に進んでも活かせるような力を鍛えて欲しかっ

た。生徒たちの考えを引き出すような議論を誘導できなかったのは今回の大きな反省点だと思う。今後

は、どのようにすれば生徒に興味を持ってもらえて、活発な発言を引き出せるかということに関しても

っと考え、指導を行うことが課題であると感じた。（志村智）  

 

最終記入日時：  2013/08/30 14:05:46 

 

（１３） 

タイトル：  ニワトリ胚 WISH実験 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高等学校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 7月 21日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画は当研究室准教授の福田公子が SSH（スーバーサイエンスハイスクール）に指定されている熊谷

西高等学校で行う特別講義の一貫として行う。この企画では、高校生が自ら研究を計画し実験、発表す

る事で研究の面白みや発生学の考え方を身につける事を目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 これまでの企画ではニワトリ胚の観察や、胚を用いた実験方法について講座を行ってきた。また、そ

れらの方法を用いて自らがどのようなテーマについて研究を行いたいのかを議論してきた。 

 今回はこれまでの内容を踏まえて、より具体的な研究計画を立てることが目的となる。そのためのプ

レゼンテーションやディスカッションを通して、論理的思考を鍛えるとともに、質疑応答などで積極的

な発言力を身につける。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 高校生の班による発表と質疑応答を行った。その後質疑で挙がった意見を元にもう一度班議論を行っ

た。発表内容は今後の研究テーマやその背景、実際に行う実験とその意味、日程など具体的な内容をま

とめたもの。 

 生徒は自分たちの発表はもちろん、他の班の発表に対しても意見を述べるため積極的な発言や短時間
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での論理の整理など研究コミュニケーションにおける重要な能力を鍛えることができたと思う。 

 企画者も高校生の発想を意識しながら幅広い視点でディスカッションに参加し、その中で実現性など

も踏まえた指導を行った。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 我々にはないような自由な発想を持っている生徒が多かったため、ディスカッションは自分たちにと

ってもなかなかに難しいものだった。今後も研究を続けることを考えると、他者の興味に対して興味を

持つことや、発表を聞いてその発表中に理解し質疑で議論することなどは高校生の経験以上に自分たち

の今後に必要なことである。そのため今回のように様々な新しい意見がある中で多くの発表に対して議

論を行うことは生徒にとっても、我々大学院生にとっても非常に有意義だったと感じた。（志村智） 

 

 遺伝子がいつ何処で転写されるのかを知る事は、発生の分野で欠かす事のできないエッセンシャルな

テーマである。それぞれの器官が秩序だった組織を形成する為には何が必要なのか考える事は高度な問

題で、生徒たちが理解してくれるのかやや不安であった。しかし、驚いた事に体節の分節メカニズムに

ついて考えついた生徒がいた事だ。彼らは 90分に１回分節する為には、何らかのシグナルがまだ割れ

る前の後方の中胚葉からでているのではないかと自ら仮説をたてていた。そして、その研究方法につい

ても未分節中胚葉の一部を切り抜く等を思いついていた。少しのヒントと観察する試料を与えただけで

アイディアが次々とでてくる事にとても驚き、私自身もこの心を失っていたのかもしれないと深く考え

させられるアウトリーチになった。（栗下大三） 

 

     

 

 

最終記入日時：  2013/08/30 14:17:26 
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（１４） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室 オープンラボ 「ショウジョウバエからみえる生命の神秘」 

実 施 者：  岡島美怜、崔椿、段晶華、相澤研介、嶋田直人、李夜雨、渡辺一輝 

実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 8 号館 4階東側エレベーターホール 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 8月 17日 ～ 2013年 8月 17日 

 

＜概要／目的＞ 

研究室の研究活動やその成果を発表する場の多くは論文や学会など専門家を対象としたものであり、一

般の人に対して大学の研究室ではどのような研究を行っているのかを紹介する機会はほとんどない。本

企画では、当研究室のモデル生物であるショウジョウバエの紹介をしながら、細胞遺伝学研究室の研究

内容を一般の人に広く知ってもらうことを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「突然変異体を探せ」 

遺伝子の突然変異によって生物の形質がどのように変化するのかを知ってもらうため、来場者にクイズ

形式で野生型に紛れた突然変異体を探してもらう。 

「遺伝の分離比」 

野生型と突然変異体 ebony を交配し、各世代における表現型の分離比を観察してもらう。生物の形質は

遺伝子によって次世代へと受け継がれ、遺伝には法則があることを実感してもらう。 

「ポスター発表」 

ポスターを作成し、細胞遺伝学研究室で行っている研究を紹介する。 

「進路相談」 

本学への進学を考えている高校生を主な対象として、現役の学生が進路に対する質問に回答する。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者は自らの研究の背景を再確認し、一般の人にも分かりやすく伝える方法を考え、実践することが

できた。また細胞遺伝学研究室の研究を広く宣伝する場となった。 

来場者は細胞遺伝学研究室ではどのような研究を行っているかを知ることができた。また遺伝学とは何

か、ショウジョウバエはどのように貢献してきたかという簡単な背景知識も得ることができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・当日は「突然変異体を探せ」というコーナーを担当した。顕微鏡を使って来場者に実際に突然変異体

の形質変化を実感してもらって、突然変異体の形態異常や行動異常について解説した。様々な人に分か

りやすく説明をすることで留学生にとっての私も日本語を練習する良い機会であった。（李 夜雨） 

・オープンキャンパスの主な来場者である高校生向けの企画を設けた。高校生物の教科書でも実験動物

として登場するキイロショウジョウバエを用いて、遺伝の法則性や遺伝子の変異がもたらす影響を実際

に体感してもらい、学習における興味を引き出せたのではないか。（相澤） 

・自分は進路相談の担当であった。しかし、多数の来場者が会場にみえた時は、空いたブースに来場者

を誘導したり、簡単な研究室紹介をして来場者に退屈な待ち時間を過ごさせないように行動した。決ま
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った担当の仕事に従事することも大事であるが、グループの中で臨機応変に自分の役所を変えて行動す

ることも必要であると感じた。（修士 2年 岡島美怜） 

・今回のオープンラボを通して自分の日本語能力を上げるいい機会でした。来場者に生命科学のことか

ら遺伝学的に優れている生物モデルーショウジョウバエのことを伝えながら自分の知識も増えて有意

義な時間でした。（M2 崔椿） 

・当日はポスターの説明を中心に行った。自分たちの研究がどうすれば分かりやすく、そして魅力的に

伝わるのかを来場者の反応を見ながら試行錯誤できたのは非常に有意義だった。(嶋田) 

・オープン・ラボを通じて小さいけど面白いショウジョウバエの魅力を高校生たちに伝えることができ

た。実際に研究室で行なっている研究などを紹介しながら来場者が研究に関心を持つように実感できる

ように努力した。（修士 2年 段晶華） 

・設置した各コーナーでハエや研究の紹介をしたものの、それよりも実際に研究室の中やハエを飼って

いる環境を見せながら話をしたときのほうが、より来場者の興味をひけたように感じた。効果的なアウ

トリーチをするためには、さらに魅力的なアイディアを考える必要があるだろう。（渡辺）  

 

最終記入日時：  2013/09/04 18:37:03 

 

（１５） 

タイトル：  環境微生物学研究室オープンラボ「地球を育む微生物たち」 

実 施 者：  田井雄飛・楠木綿太・小島素樹・畑中惟 

実施場所：  首都大学東京 8号館 434前廊下 

対象・人数：  大学説明会・オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 8月 17日 

 

＜概要／目的＞ 

当研究室で行なっている研究内容を，研究内容をまとめたポスターや実験材料，器具などを見せながら

紹介する。来場者は展示物や説明から，研究について興味を深めてもらう。これを通して企画者は，当

研究室での研究の意義や目的，手法などを再確認し，様々なバックグラウンドを持った来場者に対する

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上を目指す。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

１．実験生物の展示，顕微鏡による観察 

当研究室で使用しているシアノバクテリア，紅色光合成細菌などの培養試験管やプレートを展示した。

また，それぞれのプレパラートを作成し顕微鏡で実際に観察できるようにした。 

 

２．研究室内見学 

希望者には研究室内にある設備の見学，解説をした。 

 

３．研究紹介（学会ポスター利用） 

研究室前に貼ってある過去に学会などで発表したポスターを元に研究紹介を行った。年報や研究内容を

簡単にまとめた資料を用意した。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者には当研究室での研究内容を知ってもらうことができた。来場者からは，「光合成細菌や光合成

細菌を材料とした研究に興味を持った」という感想を頂いた。 

企画者は来場者それぞれに対する説明から実験の背景や目的，意義を再確認できた。来場者のバックグ

ラウンドがそれぞれ違うため，相手に合わせた説明をすることで，プレゼンテーション能力が向上した。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

一般の方への説明は初めてだったが、微生物全般や当研究室について興味を持ってもらえたと思う。残

念ながら今回は「説明」に終わってしまった。今回の経験を活かして、「説明」ではなく「対話」にな

るように努力していきたい。(田井雄飛) 

 

大学説明会と同時開催だったため，高校生が多かった。学年を聞いてみると高校 1年生も多く研究内容

をかなり噛み砕いて説明しないと伝わらない場面もあった。大学説明会の内容が夏休みの宿題になって

おり，研究だけではなく入試についてや進路選択の相談も受けた。今回のオープンラボの内容で当研究

室の研究に興味を持ち，年報や資料を持ち帰る方が多数見られたことは，説明＋資料の準備が良かった。

次回のオープンラボではより幅の広い世代の方が見られると予想されるので，研究の見せ方や説明の仕

方により工夫をしたい。（楠木綿太） 

 

今回のオープンラボでは高校生とその保護者で来場される方が多く、幅広い年齢層の方に説明を聞いて

いただいた。高校生はまだ進路が決まっていない生徒も多く、生物に興味をもってもらえるような説明

をした。保護者の方には微生物の研究の応用も簡単に説明した。今回のオープンラボでは微生物研究の

基礎を伝えるような資料を作っておらず、相手にうまく伝わっていたかどうかわからなかったため、次

回への反省点としたい。（小島素樹） 

 

今回のオープンラボは保護者同伴である方々が多く、高校一年生という早期の段階で訪れて来た人も少

なくなかった。それだけに、微生物の知識はもちろん生物学の知識をほとんど持っていない方が多く、

よりわかりやすい説明が必要とされた。しかし、ひとたび説明したり、研究室の中を案内すると多くの

方々はとても興味を持っていただけました。就職活動をした身なので、研究室の案内だけでなく、その

後の進路についてのアドバイスもできたことが良かった。（畑中惟）  

 

最終記入日時：  2013/09/05 18:53:38 

 

（１６） 

タイトル：  めくるめく植物ワールドへ ～胚発生とホルモン～ 

実 施 者：  吉田悠里、古田顕尚、山本昂宏、高橋絢子、鈴木洋弥、宮川慎也、岡本亜依、戸田絵梨香 

実施場所：  8-320 

対象・人数：  8 

実施期間：  2013 年 8月 17日 ～ 2013年 8月 17日 
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＜概要／目的＞ 

●来場者に対して 

 研究内容の説明などを通じて、植物ホルモンや生命科学全体・大学での研究に対して興味や関心を持

ってもらう。 

●実施者に対して 

 専門的な研究内容を来場者に分かりやすく説明する事を通じて、プレゼンテーション能力の向上を図

る。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本研究室で取り組んでいる研究内容について、各分野ごとにポスター・プリント、パソコンモニターを

用いて口頭で説明した。 

また、サンプルや試験体(水耕栽培したイネの展示、トウモロコシ幼苗を用いたオーキシンの重力によ

る屈曲観察、マイクロインジェクションの動画)を実際に見てもらう事で、来場者の理解度や興味、関

心が高まる様に試みた。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

●活動内容 

 研究分野ごと(受精/オーキシン/イネのストレス応答性タンパク質 RsOSPR10)に分かれ、ポスターを展

示・配布して説明を行った。 

 この際、トウモロコシ幼葉鞘の重力屈曲の様子などを観察してもらい、口頭説明の補強材料とした。 

●具体的成果 

 多くの来場者に、本研究室での研究内容について伝える事が出来た。興味を持って質問をしてくれた

人もおり、研究内容に対する興味や理解を促せられたのではないかと思われる。受験生や保護者に対す

る説明も受け付けた。 

 実施者も、幅広い年齢層の来場者への説明を通じて、プレゼンテーション能力の向上を図れた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 新しい取り組みとしてマイクロインジェクションの動画再生やイネの水耕栽培展示を行い、昨年より

もさらに視覚的に実験内容が伝わりやすい内容となっていたと思う。反省点は一人に対する説明時間が

長かったので、もう少し短めにするべきだった。（山本） 

 

 研究内容を来場者へ説明することで、分かりやすく説明する力を養うことができた。活動の課題とし

ては、会場内が混雑することが多かったので、来場者の誘導を円滑にすることでより多くの方に研究内

容等を伝えられるとよかった。（戸田） 

 

 実験の内容を伝えるにあたって動画を見せたり、道具を触ってもらったりしてより具体的なイメージ

を持たせることができた。細かな説明よりも来場者の質問に答えながら話をすることで退屈させずに知

りたいことを教えてあげることができたと思う。（古田） 
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 今まで行ってきた研究の概要を高校生にわかりやすく説明することで、自分の理解度を知ることがで

きた。高校生の受験に対する漠然とした不安などの相談にも研究を行っている立場から適切なアドバイ

スができたと感じる。一人当たりにかける時間が長くなってしまった結果、あまり多くの来場者に対し

て説明できなかったのが残念だった。（岡本） 

 

 昨年度の反省を生かして，実際に実験に用いている植物を多く用意し観察してもらうことができた．

これによりどのような実験を行っているか，イメージをより伝えられたと思う．また比較的簡単な内容

のポスターと学会で発表したポスターを用意したことで，来場者に合わせて説明することができた．一

人ひとりに時間をかけすぎてしまったことが反省点である．（鈴木） 

 

たくさんの方に来ていただいたために、出入り口での来場者の方への対応が不十分となってしまった。

混雑状況を考え、対応時間・内容などの工夫をすることが必要だと思った。また、高校生に対し、専門

的な用語を用いずに説明することの難しさを感じつつ、その能力を今回養うことが出来た。(高橋) 

 

昨年に比べ来場してくださる学生のみなさんと保護者の方の人数が圧倒的に増え、研究室の研究内容や

大学生活についての質問などが多かったです。自分の研究内容や学校生活について説明をしていると今

まで意識していなかった些細な日常の瞬間などについても改めて気付かされ、得るものの大きい充実し

たオープンラボになりました。（吉田）  

 

最終記入日時：  2013/09/11 8:32:32 

 

（１７） 

タイトル：  高校生による研究成果の中間発表 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高等学校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 9月 7日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画は、発生プログラム研究室の福田准教授が SSH『スーパーサイエンスハイスクール』に指定さ

れている熊谷西高校で実施する講義の一貫として行われる。この企画では高校生が自ら研究を計画し実

験、発表する事で課題発見能力や論理的な思考力などを身につけること、また研究を通して生物学に興

味を持ってもらうことを目的としている。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 前回前回までの講座では、ニワトリ胚を用いた実験手法を教え、その手法を元に高校生が自分たちで

研究計画を立てるための指導・補助を行ってきた。今回はその研究計画に基づいて高校の夏季休業期間

に行われた実験結果について全体で発表・議論を行う。その後、行われた議論の内容を踏まえた上でど

のような実験や情報が不足しているのかを考えてもらい、10月の研究報告発表会までの計画をもう一度

練り直す。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

 まずはじめに高校生の各班が夏休み期間に行った実験成果と今後の予定についても発表してもらい、

質疑応答を行った。その後、発表後には他の生徒から出た質問や院生・教員のアドバイスなどを踏まえ

て一ヶ月後の発表会に向けての実験計画を練ってもらった。その際に、発表中にどのような情報が欠け

ていたのか、また実験デザインについてなどの助言を行い、研究計画をまとめられるよう指導を行った。 

 発表後の議論が初期に比べると非常に活発になっており、自主的発言力の向上が見られた。また質問

内容も核心をついたものが多く、批判的に発表を聞き上手く論理を組み立てられていた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 発表後の議論では院生や教員の前にまず高校生からの質疑を行うのだが、非常にいい議論になってい

たと思う。後で自分が聞こうと思っていたことも高校生から次々に聞かれていたり、非常に鋭い質問も

出ていたことから、理解力や思考力はかなり向上していることを感じた。発表については、テーマの背

景や実験手法などの情報の出し方、実験結果の解釈など不十分なところも多く見られたため、発表技術

についてももっと指導することが必要だと思った。今回までの企画で考えて計画する技術などは身につ

いていると感じたため、今後はそれをどのように発信すれば相手に理解してもらえるかというアウトプ

ットの技術について指導することが課題であると感じた。それでも高校生としては非常に高度な技術や

能力を身につけられていると思うので、そのような成果が見られるのは嬉しい。（志村智） 

 

 今回の企画では、高校生によるゼミナール方式の議論がメインイベントであった。過去４回に渡り熊

谷西高校でアウトリーチを行ってきたが、始めの頃と比較して著しく質問能力が向上しているという感

想を受けた。自ら実験を行って、理想や課程と異なる結果がでた場合に、何が問題なのかを考える力が

養われていると考える。ディスカッションの後に、今後の研究方針をそれぞれの班で話し合ったが、こ

こでも質問に対する対策や改善方法等をしっかり考えており、考察能力向上が図れたと思う。 

 また、プレゼンテーションでは図やグラフを使用しない班が多く、オーディエンスを意識した発表に

なっていなかった。それぞれが分かりにくい発表を受け、「これはだめなんだ。こうした方が良い」等

という考えを持ってくれていれば幸いである。（栗下大三）  

 

最終記入日時：  2013/09/11 10:45:07 
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（１８） 

タイトル：  南大沢の小学生を対象とした自然教室① 夏の日向緑地の散策 

実 施 者：  三浦智世、西野楓、松本翔一、村上勇樹、松尾知実 

実施場所：  首都大学東京８号館イニシアチブスペース、松木日向緑地 

対象・人数：  南大沢在住の小学生とその保護者（11名） 

実施期間：  2013 年 8月 10日 

 

＜概要／目的＞ 

松木日向緑地に生息する動物・昆虫・植物の生態について、小学生向けの簡単な講義を行う。講義後、

日向緑地散策を行い実際に日向緑地の自然を観察してもらう。この企画を通して、自然に対する興味と

関心を深めてもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

緑地に入る前に動植物に関する講義を行った。講義は松木日向緑地で見られる植物、動物に関する説明

と昆虫を捕獲するトラップの作り方の説明を中心に行った。散策時の観察の手助けと講義内容の理解の

ために、昆虫トラップの作り方と緑地で観察できる植物についてまとめた資料を参加者に配布した。 

講義終了後、緑地に向かい散策を行った。散策では講義で説明した動植物を中心に観察をしてもらい、

企画者が適宜解説を行った。参加者の小学生全員に事前に仕掛けたカブトムシ捕獲トラップの捕獲状況

を見てもらい、新たに緑地内でカブトムシ捕獲トラップを仕掛けてもらった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

今回の企画では参加者の小学生が積極的に自然観察や昆虫採集を行っており、自然に関する知識を深め

てもらうことができたと思える。また、企画者は講義内容の作製のための事前学習によって、研究に生

かすことのできる生態学的な知識をつけることができた。 

 

 

緑地散策時の様子 

 

 

＜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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今回の緑地散策の参加者は昨年の同企画に参加してくれた方々が多かったため、積極的に講義内容に質

問してくれたり、緑地で観察や採集に励んでくれるなど、こちら側としてもとてもやりがいがある企画

となった。前回・前々回の緑地散策と講義内容や散策ルートがかぶらないように考えるのは大変ではあ

ったが、松木日向緑地の動植物について改めて学び、新しい知識を得ることができたので自身の研究に

大いに生かせる経験となったと思う。 

（三浦智世） 

 

本企画に参加してくれた人たちは皆積極的で、非常にやりがいがあった。昆虫トラップなど準備するも

のはあったものの、子供達はとても楽しんで学んでくれたと思う。ただ、散策の途中でルート付近にス

ズメバチの巣が発見されたので事前準備の時にもう少し気をつけるべきであったと思う。(松本翔一) 

 

本企画の対象は小学生だったため、参加者が楽しく学べる企画内容を考えることが難しかった。当日は、

講義と散策の両方で、参加者が積極的に参加し、意見や質問を挙げていたため、「楽しく学べる企画」

となっていたと思う。 

本企画の準備において、自分の持っている知識や考え方を、どう噛み砕いて伝えるか考えた経験は、自

分の研究内容を説明する時などにも役立つだろう。 

トラップを仕掛ける予備実験などに時間がかかった。想定外の事態になった場合も含めて、余裕を持っ

て準備に取り掛かるべきであった。(松尾知実) 

 

本企画の参加者の多くが、昨年度の夏にも似たような企画に参加していたため、新たな内容を組み込ま

なくてはならず、それを考えるのには苦労した。また事前準備に関しても、計画が漠然としていたとい

うこともあり、トラップの設置等どうしても直前にやらなくてはならないものが多く、少なくとも余裕

を持ってできたとは言い難かった。やはりなかなかに無理のある企画であったので、次の機会ではこの

反省を生かして、より一つ一つのプロセスを具体的に計画しようと思う。 

しかし、当日は予想よりはるかに参加者の反応も良く、途中スズメバチに関する警告が遅れた場面もあ

ったが、ほとんど問題なく進行した。少なくとも一部の参加者には自然と戯れる楽しさを感じてもらえ

たという手ごたえはあったので、非常にやりがいはあった。（村上勇樹） 

 

参加者の子どもたちがとても楽しんでくれていたので、目標の大部分が達成できていたと思います。今

回は、先方からの希望もあり、昆虫採集のトラップを実際に仕掛ける作業を子どもたちと行いました。

事前にスタッフのみで仕掛けた際にできた昆虫が少なかった事と、当日に仕掛ける木を事前に選択して

おくべきだったことが反省点として挙げられます。しかし、作業は参加した子どもたち全員が行う事が

でき、トラップを設置する手順をしっかりと指導できたことに満足しています。服や手が汚れることを

気にも留めず、意欲的に参加している様子が印象的でした。 

トラップ以外に関する質問も多くありました。子どもたちの向学心に少しでも応えることができる企画

であったことを嬉しく思っています。（西野楓） 

 

最終記入日時：  2013/09/11 16:50:16 
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（１９） 

タイトル：  南大沢の小学生を対象とした自然教室② 夏祭り出張自然教室 

実 施 者：  三浦智世、西野楓、松本翔一、村上勇樹、松尾知実、藤本夏鈴（卒研生） 

実施場所：  ローレルスクエア南大沢 コモンズホール 

対象・人数：  南大沢のマンション、ローレルスクエア南大沢に住む未就学児～小学生 

実施期間：  2013 年 8月 24日 

 

＜概要／目的＞ 

団地の夏祭りのコーナーの一つとして、団地に住む小学生以下の児童を対象に植物を用いた工作教室と

植物標本作成を行う。先に行う緑地散策に参加できない児童や、あまり植物に興味がない児童にも夏祭

りという気軽に着やすい機会を通して自然に関心を持ってもらう。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

未就学児～小学校低学年生向けの工作として、植物の葉や種子を使ったスタンプや葉の葉脈の写し取っ

て絵を作ってもらう。工作を通して、植物の名称や、種ごとの構造の違いなどを学んでもらえるように

する。 

また小学校高学年生向けに植物標本作成キットを用いた植物標本作成を行う。参加者には乾燥させた植

物を用いて大学の研究で扱う標本と同じような標本と学名ラベルを各自作ってもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

普段あまり外で自然の植物に触れる機会のない児童にも気軽に来られる団地の夏祭りという機会を通

して、自然への興味を持ってもらえることができた。高学年生向けの標本作成では、植物の種ごとの形

態の違いやそれぞれに和名や学名というものが存在するということ、また植物標本を作製することの学

術的な必要性やを説明することで、より植物への知識を深め、私たちが行っている研究について学んで

もらえた。 

企画者は工作材料、標本材料を野外で調達する段階でさらにフィールドでの知識を深めることができ

た。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

本企画では植物をメインとしたため、どれほどの子供達が興味を持って来てくれるか予想が出来なかっ

たが、実際には多くの子供達が参加してくれた。未就学児が多く上手く植物に興味を持って貰えるか

少々不安であったが、皆楽しそうにスタンプや擦り出しをやってくれた。こちらとしても、対象年齢に

応じた接し方の違いなどを学ぶ良い機会になったと思う。(松本翔一) 

 

当日は多くの参加者が集まった。植物と触れ合う機会の少ない児童に、植物に興味を持たせるきっかけ

となっただろう。付き添っていた保護者にも、植物の遊び方や面白さについて伝えることができた。家

庭内で、自然に対する子供の興味を育てる機会も多くなれば良いと思う。(松尾知実) 

 

本企画は植物標本作成などといった、自分たちの知識を還元し、自然について「学んでもらう」ための

内容がメインであったため、夏祭りという娯楽の場に果たして合うのか心配であったし、どれだけの方

が参加してくれるのかについても完全に未知数であった。 

しかし当日は多くの参加者が集まり、多くの方に植物とふれあってもらうことができた。普段当たり前

に目にしているせいで気づきにくい植物の面白さを、多くの人に伝える良い機会となったのではないか

と思う。(村上勇樹) 

 

子供を対象に室内で自然に植物に関する催し物をやるというそれまで自分たちがあまりやったことの

ないような企画であったので、企画内容が実施日までうまく定まらず前日まで準備作業に追われること

になったのが反省すべき点である。しかし当日は多くの参加者が集まり、植物への興味を示してくれた

のでよかったと思う。（三浦智世） 

 

緑地散策に参加することができない子にも何か活動して欲しいというニーズに答える目的で行った企

画でした。当日は、友達同士で複数人同時にブースにやって来た子どもが多く、開催場所が自宅マンシ

ョンであることも相まって、非常にリラックスした様子で参加してくれているようでした。私は植物を

使ったスタンプのブースを担当しました。やり方や物の取り扱い等を先に説明した後は、参加児童の自

由な発想と自主的な活動に任せ、必要に応じてアドバイスや植物の特徴を解説する形で進行しました。 

保護者からは、「普段は植物を持ちかえられても、外に捨てて来なさいとばかり言っている。けれども、

こんな活用法があるなんて。」と意識が変わったという意見をいただきました。（西野楓）  

 

最終記入日時：  2013/09/11 16:57:35 
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（２０） 

タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室ホヤチーム「たったひとつの卵から」 

実 施 者：  森田千裕、大沼耕平、関上由佳、中澤啓一 

実施場所：  8号館 247 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 7月 14日 

 

＜概要／目的＞ 

大学全体の学校説明会に合わせて、当研究室で実際に行っている研究を紹介するオープンラボを企画し

た。この企画を通して、来場者の方にホヤを用いた発生生物学の研究について興味や関心を持ってもら

うことが目的である。また、企画者にとっては、一般の方々に研究内容をわかりやすく説明するプレゼ

ンテーション力や、展示内容を考えるための企画立案力を身につけることが目的である。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

●カタユウレイボヤ発生過程の観察 

受精卵から成体へ至るまでの発生過程を理解してもらうため、発生段階を追って固定胚を展示した。ま

た、顕微鏡の横に、それぞれの胚の説明を書いたプリントを貼った。幼生・幼若体・成体については生

きているものを展示することにより、ホヤが発生過程で形を大きく変えることや、泳ぐことができる時

期があることも理解してもらう。 

●マボヤ WISH胚の展示 

特定の遺伝子がはたらく場所を可視化した WISH胚を展示した。また、顕微鏡の横に、それぞれの胚の

説明を書いたプリントを貼った。今回は筋肉ではたらく遺伝子・神経ではたらく遺伝子・からだの左側

のみではたらく遺伝子の３種類を可視化した胚を用意した。実際の器官や組織ではたらく遺伝子を選ん

だことにより、生物の発生には遺伝子のはたらきが必要であるということをより実感してもらえたと思

う。 

●ポスターの展示 

当研究室でおこなっている研究についてのポスターを新しく作成し、それをもとに研究の説明を行っ

た。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場してくださった高校生や保護者の方々に、上記の展示を用いて、当研究室の研究内容の説明をした。

その際に 

ホヤとはどのような生物か 

なぜホヤを実験に利用するのか 

ホヤの発生様式の特徴 

どのような研究をおこなっているのか 

に重点をおいて説明した。 

今回は、①ポスターを新たに作成、②顕微鏡の横に説明プリントを貼る、③WISH 胚で可視化する遺伝子
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を組織のマーカーとなる遺伝子にする、という改善や工夫をした。その結果、簡潔でわかりやすい説明

ができたと感じている。また、来場者の方々も、私たちの研究内容について興味を持ってくださったと

感じた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボのため、新たにポスターを作成した。ポスターの内容やデザインを考えることが意

外と難しいとわかった。今後、学会などのポスターを作成する機会があったら、今回の経験を活かした

い。今回は展示内容を変更したことで、よりシンプルな研究紹介ができたと思う。しかし、説明する大

学院生の人数が少なかったため、一気に来場者が来た時に対応できないことが何度かあった。基本は１

グループに一人の大学院生がついて説明することが望ましいが、大人数の来場者に対しての説明の仕方

を改善する必要があると感じた。（森田千裕） 

 

 今回は、新しい展示方法で研究室紹介を行った。その評価と今回の問題点、次回に向けた対応策につ

いて述べる。 

新しい展示方法とその評価：今回は、ホヤとはどのような生き物か、なぜホヤを使って研究しているの

か、どのような利点があるのか、にポイントを絞ってポスターを新たに作成した。このポスターを用い

ることで、ポイントをおさえた研究室の紹介ができた。来場者には、最初にポスターを見て説明をきい

てもらったので、来場者に研究目的・方針の要点を理解してもらえたと思う。 

また、今回は新たに、展示物の簡単な説明を記載した“説明プリント”を作成し、各顕微鏡の横に配置

した。この説明プリントを使うことで、ホヤの発生ではどのような変化が起こっていくのかを来場者に

イメージしてもらいやすくなり、来場者に説明をよりよく理解してもらえたと思う。 

今回の問題点：来場者が一度に多く来た時は、全員に説明をすることが出来ず、ただ顕微鏡を覗き、通

り過ぎていくだけという来場者が多くなってしまった。 

 来場者が多い時の対策として、次回は、口頭で説明する展示部分を絞ってスタッフを配置し、その他

の部分は説明プリントの内容をわかりやすく充実させることで、来場者に内容を理解してもらえるよう

にすればよいのではないかと思う。（関上由佳） 

 

今回のオープンラボでは、従来行ってきた展示内容・展示方法の見直しを図った。これまでの問題点と

して、①前回まで使用していたポスターでは、記載されている情報が多すぎるため、来場者への口頭説

明に役立てられない部分がある、②顕微鏡下で展示している胚の説明は、スタッフによる口頭説明のみ

に委ねられていたため、来場者が大勢来たときに時間がかかる／対応が難しくなる、という 2点があっ

た。そこで、①情報を大幅に絞ったポスターを新たに作成すること、②顕微鏡横に、展示胚についての

簡単な説明を記載したプリントを置き、スタッフによる説明の補助とすること、を立案・実施した。 

その結果、上記の問題は概ね解決することができた。ただし、「説明補助プリント」については、来場

者の立場に立って改めて見てみると、分かりにくく感じる箇所をいくつか見つけたので、次回までに修

正したい。今回の経験で、毎回同じ展示内容を使いまわすのではなく、常に検討し作り変えることで、

回を重ねるごとにより良い展示を提供できる可能性を感じることができた。 

（中澤啓一） 

 

 多くの来場者の方々にホヤという生物について知っていただいたと思う。今回のオープンラボでは、

今までよりも紹介する内容を減らした。その甲斐あってか、これまでのオープンラボに比べ、よりホヤ
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の発生過程や発生と遺伝子の関連性について理解を深めていただけたと思う。また、発生過程や実験手

法についての説明図もホヤへの理解に大きく貢献したと感じる。これらの図は中々に好評であり、高校

生だけでなくその親御さんも食いつき、中には質問する方もいた。 

 次の課題は、ホヤや我々の研究についてより理解していただくにはどのような展示が最適であるかを

考えることだと思う。今回は、ホヤ胚のサンプリングの都合上特定の発生段階のものしか展示できなか

った。そのため、ホヤの発生について一部誤解があったかもしれない。次回からは、紹介したいことに

ついて最も適した展示物を出し、対応したい。 

（大沼耕平）  

 

最終記入日時：  2013/09/12 14:32:23 

 

（２１） 

タイトル：  高校生による自主研究 -長野県立伊那北高等学校- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  長野県立伊那北高等学校 

対象・人数：  伊那北高校の生徒 約 15名 

実施期間：  2013 年 9月 28日 ～ 2013年 9月 29日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画では 2日間という短いスケジュールながら、研究計画を立てて実験をデザインすることに始ま

り、実際に実験をし得られたデータをまとめて発表するまでの、実際の研究活動を高校生自ら考えたテ

ーマで行った。この一連の活動を通し、科学的な思考や論理性、計画の立て方、実践的な発表技術など

を学ぶことが目的となる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 伊那北高校の生徒たちはこれまでに、ニワトリ胚を卵から取り出し、卵の外で培養する手法を習得し

ている。また、培養することのできる初期胚の観察も既に行っている。そこで得られた知識や手法を元

に、高校生自ら研究チームを組み、各組で研究テーマを決めてもらう。また、テーマとなる疑問を明ら

かにするためにはどのような実験が必要か、その実験にはどんな材料が必要かなど、研究計画から実験

デザインまで全てを高校生が決める。その後実験し、得られたデータをまとめて研究発表を行う。発表

後には高校生同士の質疑応答を行い、その後大学院生や教員を交えての議論を行う。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 企画者は直接的に何かを指示するのではなく、高校生の自主的なアイデアに対しサポートを行った。

また今回は、以前習得した卵外培養に加えてさらに各班で実験操作を行うため、それらに対する技術的

な指導をした。発表後の議論ではなぜそのような研究をしようとしたのかや目的を達成するために足り

ない実験を考えさせるなどの他にも、実際のデータの出し方や効果的なスライドの使い方など実践的な

発表技術の指導もすることができた。 

 

＜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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 以前に胚の培養方法などを指導した時は、高校生らしい活発さが見られずに議論もほとんど膨らませ

ることができなかった。そのため今回も非常に心配していたが、高校生が答えやすいように聞いたり、

深く踏み込んだ内容を質問すると非常に良い答えを返してきたり、逆に鋭いことを聞いてくるなど有意

義な議論をすることができた。今回の企画を通して考えたことは、高校生も非常にいい考えを持ってい

ることが多く、よく観察もできているのだが、それらを自主的に発表する意識が足りていないのだとい

うことだ。今後このような企画では、どのようにすれば話しやすい空気を作ることができ、生徒の自主

的な発言や、考えの発信を促すことができるかが大きな課題であることを強く実感した。（志村）  

 

最終記入日時：  2013/10/21 18:43:52 

 

（２２） 

タイトル：  高校生による研究成果の最終発表会 -埼玉県立熊谷西高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  栗下大三、志村智 

実施場所：  埼玉県立熊谷西高等学校 

対象・人数：  熊谷西高等学校の生徒 16人 

実施期間：  2013 年 10月 6日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画では、これまで半期にわたり高校生が行ってきた課題研究の発表会を行う。これまでは実験デ

ザインや研究計画に対する指導を中心に行ってきたが、今回は発表とその後の議論を通して科学的なプ

レゼンテーションの手法を習得することを目的とする。 

 本企画は、発生プログラム研究室の福田准教授が SSH『スーパーサイエンスハイスクール』に指定さ

れている熊谷西高校で実施する講義の一貫として行われる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 今回は、これまで得られたデータを元に、課題研究のまとめ発表を高校生に行ってもらい高校生同士

で質疑応答を行う。その後教員・大学院生を交えた議論を行う。高校生の発表に対し企画者がただ指導

を行った。また高校生同士で互いの研究に対して意見し合ってもらうことで発信する他に、考えながら

発表を聞くことや他者の研究テーマに対して興味を持ち積極的に質問するなど聞き手としての姿勢も

指導した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 高校生の発表を聞き、なぜその研究を行うのか、結果からどのようなことが考えられるのか、どのよ

うな実験が足りていないかなど、発表の論理に対する指導と、実際のデータの示し方など実践的な発表

技術に関する指導を行った。 

 また、高校生同士の議論も活発なものとなっており、積極的に発言する姿勢や、他者の論理を整理し

て理解する能力なども身に付いていると感じた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 約半年に渡る企画であったが、初期と比べ高校生の質問が高度なものとなっているのに驚いた。後で
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こちらから質問しようとしていたことが先に聞かれることも多く、論理をよく理解して質問できている

ことが分かるような議論だった。また、個々の質問する姿勢も非常に積極的になっているのを感じ、現

代の学生に足りないと言われている積極的発言力も良く身に付いたのではないかと思う。これらの企画

を通して、高校生の成長をよく実感することができ、それは非常に喜ばしいことであると感じた。今後

はさらに多くの高校生に対してこのような企画を行うことで、多くの生徒に自主的な能力を身につけて

欲しいと思った。（志村）  

 

最終記入日時：  2013/10/21 19:19:41 

 

（２３） 

タイトル：  分子遺伝学研究室オープンラボ「大腸菌とシアノバクテリア」 

実 施 者：  藤原弘平、岩舘佑未、高木光、倉田竜明、川口達也、北村麻衣子、西山英里、石川美咲、

岩崎航大、栗尾洋平 

実施場所：  8号館 247 

対象・人数：  オープンラボ来場者、特に高校生 

実施期間：  2013 年 7月 14日 ～ 2013年 7月 14日 

 

 

＜概要／目的＞ 

当研究室が使用している大腸菌やシアノバクテリアは高校までの生物の授業ではあまり深く取り扱わ

ないため、生命科学系の分野に進学しようとしている高校生も、あまり詳しくは知らない。そこでそれ

らの菌体を実際に観察したり、実験を実演したりしてもっとよく知ってもらう。また、その展示とから

め、遺伝子とはどのようなものなのか、現在、当研究室で行っている大腸菌遺伝子操作はどのような方

法なのかを解説し、興味を持ってもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

大腸菌やシアノバクテリアは普段実際に見る機会が少ないため、実際に見てもらう。また、大腸菌やシ

アノバクテリアを使ったすぐ変化が分かる三つの実験を実演する。一つ目は大腸菌から DNAを抽出する

実験、二つ目は遺伝子組み換えをした大腸菌としていない大腸菌の性質の違いを見せる実験、そして三

つ目はシアノバクテリアの細胞破壊実験である。どれも 3分以内に反応が分かる実験であるため、研究

内容を説明しながら変化を間近で観察することができる。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

午前中は想定していた人数以上の高校生が来てくれたため、人出が足りなくなる事態もあったがおおむ

ね予定通りに進行できた。DNA の抽出実験は実際に高校生にやってもらうことで遺伝子について興味を

持ってもらえたようだ。遺伝子組み換えの話は少々難しすぎたかと思っていたが、生物系の大学を志望

している高校生は分かってもらえたようで、ときどき鋭い質問が飛んできてこちらが冷や汗をかく場面

もあった。シアノバクテリアもあまり日常生活には馴染みがなく、今回初めて知ったという声もあった。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

今回、試薬の調整など実験の準備に追われる面もあったが、当日の高校生たちがとても楽しんでくれて、

実演形式の展示は成功だったと感じた。内容面については、私が担当した部分では高校生にとって少し

難しい内容だったかなという印象だったため、次回のオープンラボではもっと難易度を下げた分かりや

すい説明を心がけようと思った。（石川美咲） 

 

オープンラボを通して、私たちが日頃から行っている研究を一般の方々へ説明することの難しさを感じ

ました。普段は体験することができないような企画であったので、一般の方々に対して我々の研究を理

解してもらうためより一層丁寧に説明することができたと思います。 

企画した実験を通して、一般の方々に遺伝子を取り扱うということについて理解してもらえ、その楽し

さを伝えられたと思います。（岩崎航大） 

    

オープンラボを通してスケジュール調整の難しさを知った。また当日は高校生と交流ができ、高校時代

に自分が何をやりたかったのか、どんなことを想像して大学に進学したのかを思い出すことができた。

課題としては、高校生が聞きたいことと自分たちが用意しているものにはずれが生じていることがある

ことが判明したので、次回以降このような機会があれば、改善していきたい。（栗尾洋平） 

 

例年とは異なり実験や視覚的な資料を使うことで訪問していただいた方への十分な理解につながった

と感じられた。また、オープンラボでは実際に学生に大学生活とはや進路についての相談が多いことか

ら、次回のオープンラボではその点を踏まえての企画を考えていきたい。（川口達也） 

 

今年の企画は例年とは異なり、実験を体験してもらうような形式で訪問者の方に遺伝子の取り扱いなど

理解してもらえたと感じました。また、次回以降としましては実験や研究についてだけではなく、訪問

者の方の話を聞くような機会も設けていけるような企画を考えていければと思います。（高木 光） 

 

今年は昨年とは趣旨を変えて体験型の企画にしました。昨年と比較して研究室に訪れてくれた高校生、

中学生には体験型の企画のほうが好評だったように思います。次のオープンラボも体験型の企画をおこ

ないたいと考えています。（藤原弘平） 

 

私は今年度に本学に入学したため、オープンラボ企画も今年度から参加した。したがって同研究室の学

生などに例年の様子などを聞き、例年よりもより成果が上がるような企画になるように努めた。そのた

めにより変化が見やすい実験などを体験してもらいながら、かみ砕いたわかりやすい説明ができたと考

える。また、私が担当した訪問者の方に文系志望で理系の研究室がどのようなことをしているのかとい

う興味を持っていた方がいて、そういった方々とのふれあいは私にとっても貴重で、またそういう方々

が興味を持てるような企画や紹介がうまくなればより良いと考える。（倉田竜明）  

 

最終記入日時：  2013/10/30 21:17:33 
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（２４） 

タイトル：  分子遺伝学研究室オープンラボ「大腸菌とシアノバクテリアの世界」 

実 施 者：  藤原 弘平 、岩舘 佑未、高木 光、倉田竜明、川口達也、萩原進、北村麻衣子、石川美咲、

岩崎航大、栗尾洋平（分子遺伝） 

実施場所：  首都大学東京 8号館 324 

対象・人数：  首都大学東京 大学祭参加者（特に首都大学進学希望の高校生や、近隣の住民など） 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大腸菌という生物は、生物系の研究室で日頃から研究を行っている学生や、研究者にとってはとてもな

じみのある細菌であり、研究材料としては代表的な生物といえる。 

研究材料として多くの研究者が大腸菌を利用しており、また、当研究室で使用しているシアノバクテリ

アは光合成を行う微生物として非常に興味深い性質を持っている。 

そこで、企画としては菌体を実際に観察したり、実験を実演したりしてもっとよく知ってもらう。また、

その展示とからめ、遺伝子とはどのようなものなのか、現在、当研究室で行っている大腸菌遺伝子操作

はどのような方法なのかを解説し、興味を持ってもらう。 

＜方法／企画としての特徴＞ 

大腸菌やシアノバクテリアは生物系の研究者にとってはなじみの深い生物であるが、一般の方々にとっ

てはその性質や特徴についてあまり知られていないと思われる。そこで、これらの生物としての特徴、

また我々の研究内容について知ってもらうために参加者に向けたポスターを用意し各々の学生が説明

した。 

また、3つの簡単な実験(大腸菌から DNAを抽出する実験、遺伝子組み換えをした大腸菌としていない大

腸菌の性質の違いを見せる実験、シアノバクテリアの細胞破壊実験)を実際に参加者に行ってもらい、

実験の楽しさや驚きを感じてもらうことができた。 

＜活動内容／具体的成果＞ 

様々な年代の方々がオープンラボに参加してくれた。すべての参加者が各々の実験に対して熱心に取り

組んでいただき、結果が出たときには嬉しそうにしていた。一般の方々に対して研究や実験について説

明する際は非常に丁寧に説明することができた。今回のオープンラボを通して、参加者は大腸菌やシア

ノバクテリア、遺伝学などについての正しい知識を身に付けることができたと思われる。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

オープンラボを通して、普段よりも細かく丁寧に研究や実験について教えることができたと思う。参加

者は実験の結果が出たときに驚きと共に非常に嬉しそうな表情をしていたので、実際に参加者に実験を

行ってもらうような企画を用意して良かったと思った。前回のオープンラボの反省を活かしてさらに良

い企画になったと思う。（岩崎航大） 

 

限られた時間の中で自分が行っている研究内容をわかりやすく説明することは難しいとわかった。説明

が長すぎるため、途中退屈そうにしている方もいた。また、今回のオープンラボでは対象者が高校生以

下の方か自分自身の親世代の方が多かったように感じた。今後はオープンラボがあった場合にはすべて

を説明するのではなく、ポイントのみ説明するようにしたい。（栗尾洋平） 

 

前回と違い、大学祭中のオープンラボであるため、スライドの内容をもっと基礎的な方面に変えた。主

に父母世代を中心に聞いていただき、興味を持っていただけたと思う。呼び込みをもう少し積極的に行

えばよかった、小学生でも楽しんでもらえるような内容の方がよかったなど反省点はあるが、前回に比

べ、各々の役割を分担しつつ行えた。 

一般向けに本当は難しい内容を分かりやすく説明する、という練習にもなり、得るものは大きかったと

思った。（石川美咲） 

 

最終記入日時：  2013/11/07 19:18:35 

 

（２５） 

タイトル：  植物環境応答研究室 大学祭オープンラボ「光と植物」 

実 施 者：  豊田麻那、木村泉美 

実施場所：  8号館 3階エレベータホール前 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜企画協力者＞ 

石井遥、木村優希 

 

＜概要／目的＞ 

オープンラボ来場者に対して当研究室で行なっている研究内容を紹介することで、植物の光形態形成や

細胞内運動に関して興味をもってもらうことを目的とした。一方で、企画者や協力者にとっては来場者

に研究内容を紹介するため、プレゼンテーション能力の向上と研究内容の理解を深めることを目的とし

た。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・ ポスター展示 

幅広い年代が来場する大学祭オープンラボのために、研究内容を簡易に説明したポスター1枚と、研究

室の様子を説明したポスター1枚を新しく作成した。 
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・ スライドショー展示 

ポスター展示だけでは表現しにくいライブイメージングの動画を取り入れることで、視覚的にも細胞内

運動の理解へと役立てた。 

・ オオカナダモの原形質流動の展示 

微小繊維を用いた細胞内小器官運動を、当研究室で研究している葉緑体光定位運動の話に関連づけて説

明を行なった。 

・ 実験材料のシロイヌナズナとホウライシダの展示 

モデル生物のシロイヌナズナと非モデル生物のホウライシダを展示し、それぞれを観察してもらいなが

ら植物の特徴を説明することで、なぜこれらの植物を実験材料として用いるのかを説明した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

ポスターやスライドを使用しながら、当研究室の研究内容の紹介を行なった。多くの来場者に、当研究

室で行なっている研究の面白さや重要性を理解してもらったと感じる。また実際に観察出来るブースを

昨年度よりも多く設置することで、オープンラボに立ち寄り説明を聞いてもらえる機会が増えたと感じ

た。一方で、企画者・協力者にとっては相手の理解度に応じて説明する良い機会になったと感じる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

大学祭のオープンラボは幅広い年代の方が来場するため、“簡単に分かりやすく伝える”をテーマに内

容を構成した。展示物の配置に関しては、人通りのある位置に顕微鏡で観察出来るブースを設けること

により、オープンラボに立ち寄っていただく機会を増やすことができた。実験材料を展示するだけでも、

どこに注目して観察するかを伝えることにより、来場者の驚きや喜びを引き出すことができることが分

かった。来年度のオープンラボは、今回準備不足で実行出来なかった企画も加えることで、より植物分

野の研究に興味をもってもらえるようにしたいと考えている。(木村泉美)  

 

最終記入日時：  2013/11/13 18:08:43 

 

（２６） 

タイトル：  進化遺伝学研究室オープンラボ 「ショウジョウバエは世界を救う 2013」 

実 施 者：  宮下孝幸、岩本榮介 

実施場所：  11号館 103教室 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

一昔前は生物の形態から系統樹を推定していたが、近年遺伝学が急速に発展し、誰にでも遺伝子を扱え

るようになってからは主に遺伝子を比較して系統樹を作成している。その結果、数々の意外な系統関係

が明らかになるとともに、分子系統解析も発展した。 

一般の人々にとって進化とはまだまだ漠然としたものでしかなく、ショウジョウバエというモデル生物

を用いて研究が行われていることもあまり浸透していない。 

そこで、大学祭を訪れる幅広い年齢層の人を対象に、ショウジョウバエの特徴や進化に関することに触
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れてもらい、進化という概念を再認識してもらう。また、すでにある程度の関心を持っている学生等に

は研究内容を概説し、その漠然とした興味を具体的なものに変えてあげたい。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1.ショウジョウバエの捕獲方法の解説 

ショウジョウバエを捕獲する一般的な方法である、網を用いるスイーピング法とバナナトラップ法につ

いて解説する。 

 

2.系統樹推定クイズ 

いくつかのショウジョウバエ種について、その系統関係を考えてもらう。考えるヒントとして、顕微鏡

で実物を観察してもらったり、特徴を解説したりする。 

 

3.首都大周辺で採取可能なショウジョウバエの展示とその同定法 

実際に首都大周辺で採れるハエを展示し、どのように見分けるかを解説する。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

ショウジョウバエは病原菌を媒介するなどと思っていた人もいたが、その生態を教えてあげることで恐

怖心を取り除くことができた。 

また、生物の見た目から系統樹を推定してもらうことで、形だけではなく、遺伝子から推定することの

大切さを感じてもらうことができた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

タイトルに「世界を救う」と入ってるので、なぜ世界を救うのか？という質問もあった。それに答える

ことで私たちの研究の世間的な意義を多くの人に知ってもらえたと思う。(M1 宮下孝幸) 

主に系統樹推定クイズを担当した。幼い子供の来場者も多く、系統推定について理解してもらうことに

苦労した。自分達の研究を平易な言葉で伝える練習になったと思う。（D1 岩本榮介）  

 

最終記入日時：  2013/11/15 14:46:31 

 

（２７） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室オープンラボ 「ショウジョウバエは世界を救う 2013」 

実 施 者：  井並 頌, 岡島 美怜, 崔 椿, 段 晶華, 相澤 研介, 嶋田 直人, 李 夜雨 

実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 11 号館 102号室 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

ショウジョウバエは遺伝学の発展に大きく貢献してきたモデル生物である。しかし一般の人々にとって

ショウジョウバエはゴミにあつまる小バエにすぎず、なぜこの生物が研究に用いられているのかその利
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点はほとんど知られていない。本企画では、来場者にショウジョウバエを紹介し、なぜ遺伝学のモデル

生物として有用なのかを解説することで、ショウジョウバエそのものやショウジョウバエを使った私た

ちの研究に親しみを持ってもらうことを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「突然変異体の観察」 

ある遺伝子の機能を調べるためには、その遺伝子に変異が起きた生物を調べるのが基本である。本企画

では本学で飼育している突然変異体系統を紹介した。 

「ショウジョウバエ競争」 

突然変異の影響は外部形態だけでなく、感覚受容や運動にも表れる。本企画では様々な突然変異体を競

争させ、突然変異との関連を解説した。 

「ポスター展示」 

細胞遺伝学研究室で行われている研究を学生がポスターを用いて説明した。研究内容は、記憶や疾患な

どヒトでも起こる現象や機構をテーマにしている。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

モデル生物としてのショウジョウバエの魅力をレースやクイズなど親しみやすい形で伝えることがで

きた。また来場者からは「なぜショウジョウバエを使うんですか」という質問がよく聞かれた。そうい

った来場者の疑問に答えていくことで、世間における自分たちの研究の意義を考えるよいきっかけにな

ったと思う。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

「遺伝子」や「突然変異体」などの言葉を小さい子に伝えようとすることに苦労したが、普段研究室で

当たり前のように使っている用語の定義を改めて考える貴重なきっかけを与えてもらったと思う(嶋

田) 

 

顕微鏡を使って来場者に普段は詳しく見ることのないショウジョウバエを観察させ、突然変異体の形質

変化について分かりやすく解説した。今回のオープンラボを通して様々な人とコミュニケーションが出

来たので、自分の日本語能力を上げるいい機会だった。(M1 李夜雨） 

 

一般の方にポスターを説明する機会が多かった。研究の意義などを説明すると、大半の方が興味を抱き

質問をしてくださったので非常にやりがいがあった。企画展示についても、実際に生物を見てもらうこ

とは興味や関心を持たせるために有意義であると感じた。（M1相澤） 

 

オープンラボには、未就学児をつれた親子連れの方々も多く来場された。このような小さな子供に対し

て、研究に夢や興味を持ってもらうように説明することは大変やりがいがあった。 (M2 井並) 

 

私は今回のオープンラボで、仕事の引き継ぎが不十分であったり、観察のために用意したショウジョウ

バエが少ないという印象を受けた。これらの準備不足は来場者への対応に大きく影響を及ぼすので、次

回の改善点として考慮に入れておきたい。（M2 岡島） 
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子どもたちが楽しみながらクイズをやっていてすこしでもショウジョウバエのことを伝えることがで

きて嬉しかった。今度は子供たちだけじゃなくて大人にもうちらの研究の意味などを伝えたいと思う。

（M2 段晶華） 

 

去年の引継ぎで今回もクイズの形を取ってやりました。子供に科学の魅力を伝えるために景品を用意し

て motivationあげるのが大事だと思います。自分の日本語がまだ十分出来てないこともあったためよ

く説明できなかったこともありますが、自分にとって有意義な時間でした。（M2 崔椿）  

 

最終記入日時：  2013/11/18 11:44:31 

 

（２８） 

タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室ホヤチーム「たったひとつの卵から」 

実 施 者：  中澤啓一、大沼耕平、関上由佳、森田千裕 

実施場所：  8号館 247 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭に合わせて、当研究室で実際に行っている研究を紹介するオープンラボを企画した。この企画を

通して、来場者の方にホヤを用いた発生生物学の研究について興味や関心を持ってもらうことが目的で

あった。また、企画者にとっては、一般の方々に研究内容をわかりやすく説明するプレゼンテーション

力や、展示内容を考えるための企画立案力を身につけることも目的であった。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

●カタユウレイボヤ発生過程の観察 

受精卵から成体に至るホヤの発生過程を理解してもらうため、各発生段階の固定胚を顕微鏡下に展示し

た。各顕微鏡の横には、胚の説明を記載したプリントを置き、説明の補助とした。幼生、幼若体、成体

については生体を展示し、ホヤの幼生が泳ぐことや、発生過程で形を大きく変えることをより実感して

もらえるように努めた。 

 

●WISH（whole mount in situ hybridization）胚の展示 

発生と遺伝子の関わりを理解してもらうために、胚のなかで特定の遺伝子が発現している箇所を可視化

した、WISH 標本を顕微鏡下に展示した。今回は、筋肉細胞で発現するアクチン遺伝子と、左右非対称に

発現するノーダル遺伝子をそれぞれ可視化した胚を用意した。 

 

●ポスターの展示 

ホヤや、ホヤを用いた研究内容についての説明を記載したポスターをもとに、大学院生が研究の説明を

行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 
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来場者に、上記の展示を見てもらいながら、 

・ホヤとはどのような生物か 

・どのような発生様式なのか 

・なぜホヤを研究対象としているのか 

・どのような研究をおこなっているのか 

について、大学院生が説明した。 

今回は、来場者が大勢きたときに混雑しないように、前回よりも展示数を若干絞り、配置を工夫した。

また、一部の説明プリントの内容を修正した。 

多くの方に興味をもってもらうことができ、広くホヤ研究についての情報を発信することができた。ま

た、一般の方々に発生生物学を理解してもらうために、企画者には日頃よりも丁寧な説明が要求された。

これは説明能力の向上につながり、更には自らの知識を整理して再確認する良い機会となった。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回は、前回よりも展示数を２つ減らし、配置を改善したことで、来場者が大幅に詰まってしまうよう

な事態はなかったと感じている。しかし、１０個の展示物について説明することは４人の院生でもかな

り負担が大きいと感じた。来年度は、今回よりも少ない人数の院生で企画を遂行しなければならない可

能性があり、今回と同じ展示ではさらなる困難が予想される。単にホヤの発生を全て見せるのではなく、

紹介したいことを厳選して展示数を絞るなど、改めて展示内容を抜本的に見直す必要があるだろう。（中

澤啓一） 

 

今回は、大学祭でのオープンラボだったので、来場者は、幼児やその家族など、高校生以外の年齢層の

人が多かった。来場者によって、実験手法の説明を分かりやすく言い換えたり、詳しく説明したり、対

応を変えることで、展示の最後まで興味を持って見てもらえたと思う。しかし、来場者が一度に多く来

た時は、スタッフ数が足らず、全員に説明・案内を十分にすることが出来なかった。案内を受けていな

い来場者は、展示の順序に関係なく顕微鏡を覗き、通り過ぎていくだけであった。この状況は、前回以

前のオープンラボ時にも起きていた。原因として以下のことが考えられる。 

・ 展示の順序があることを来場者に明示していなかった。 

・“説明プリント”の内容で、来場者には分かりにくい部分があった。 

・順序通りに進まないと、面白さが伝わりにくい展示方法だった。 

 来場者に対応するスタッフの人数は、今以上に増やすことができない見込みなので、解決策として以

下のことを考える。 

・口頭で説明する展示部分を絞ってスタッフを配置する。 

・説明プリントや配布プリントの内容をより充実させ、来場者が読んだだけでも、展示の内容が伝わり、

興味をもってもらえるように工夫する。 

 次回は上記の解決策を共同企画者に提案し、より多くの来場者に、研究に興味をもって内容を理解し

てもらえるオープンラボにしたい。（関上由佳） 

 

大学祭時のオープンラボということで、大学説明会時とは異なり、来場者の年齢層がさまざまであった。

展示物は前回より減らしたが、それでも来場者全員に満足した説明ができたとは言えなかった。一番最

初に改善すべき点は、展示物（顕微鏡）の数をさらに減らすことである。ホヤの正常発生を、通して理
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解してもらうことは重要であるが、初期胚についてはさらに数を減らし、減らした分についてはプリン

トのみでの説明でもよいのではないかと思う。実際に生きている幼生や幼若体の展示は、来場者の多く

が新鮮な反応を示して下さった。また WISH胚を展示することで、説明時間の増加は伴うが、実際に研

究室で行っている実験技術を紹介できるという点では、生物学に興味のある高校生にとってより興味を

深めてもらえるトピックになると思う。この二つについては、今後も展示を続けていってもらえればと

考えている。（森田千裕） 

 

 

 

最終記入日時：  2014/02/05 19:43:54 

 

（２９） 

タイトル：  相談指導教室「大地」理科実習～イネを用いた観察実習：お米ってすごい！～ 

実 施 者：  明石澪（植物系統分類学研究室）、大西由之佑（植物ホルモン機構研究室） 

実施場所：  相談指導教室「大地」教室内 

対象・人数：  中学生・職員 6名 

実施期間：  2013 年 10月 8日 ～ 2013年 10月 8日 

 

＜概要／目的＞ 

相談指導教室「大地」に通う中学生を対象に、理科の授業の一環としてイネを材料に用いた理科実習を

行い、理科に対して興味を持ってもらうことを主たる目的とした。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画は、理科に馴染みのない中学生に理科に対する興味を持ってもらうために、普段口にするお米を

題材に、イネの観察・解剖実習を中学生と一緒に行った。また本企画の特徴は、大学という教育・研究

機関だから揃えられる様々なステージのイネの植物体を同時に観察できることで、イネのつくりと成り

立ちを時系列に沿って理解できることである。 

さらに、本企画は理科の授業の一環としているため、学習指導案を作成しそれに基づき実習を行った。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

導入として、スライドを用い材料であるイネについて概要を説明した。次に、観察実習として、イネの

種子、幼植物体、花の全ステージについて中学生に自由に解剖・観察をしてもらった。適宜質問に答え

たり、解剖のポイントやヒントを与えて観察して欲しい箇所を促すように心がけた。 

 

（観察実習内容） 

・イネの全ステージ（種・発芽後の幼植物体）を目視・顕微鏡で観察した。 

 どれくらいの日数でどこまで成長するのか、どのように成長するのか、分かったことを 

記録。 

・イネの花や、種のできる様子を観察した。 

 開花前・開花中・開花後のイネの花を観察し、胚乳の肥大化を確認する。また、一般的な花（ユリ）

との構造の比較。 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

指導計画では 50分の実習を想定していたが、解剖・観察に大変興味を持ってくれ、可能な時間目いっ

ぱいを実習に充てることができたため、「理科に対する興味を持ってもらう」という目的は果たせたと

感じた。今年度から、企画内容を 1日だけの理科実習というスケジュールに変更したが、参加した生徒

から面白かったと言ってもらえたので、今後も引き続き行えればと思った。（明石澪） 

 

以前実施されていた野外での生物実習とは異なり、生物一個体の構造に焦点を当てた実習内容の作成・

準備・実施に携わった。「イネの全ライフサイクル」を用意できる当研究室の強みを生かし、普段身近

なお米のでき方を、イネ植物体の顕微鏡観察によって実際に体感してもらい、お米とは何か、植物とは

何か、生き物とは何かを体系的に生徒が感じとれるよう実習を展開した。イネ花から観察を始め、種子

形成、種子発芽、幼植物体、植物体と実際のステージに沿った観察を行ってもらうことにより、生徒の、

植物・その成長への理解は十分に得られたと考えている。しかし反省点として、生徒には興味があれば

一つのステージをずっと観察し続けて良いと伝えていたが、実際には次から次へとステージを紹介して

いってしまったが故、一つ一つのステージ観察が疎かになってしまった点が挙げられる。教育者の立場

で、実習に携わり生徒へ生物の面白さを教えることは私としても貴重な経験であり、非常に楽しいもの

となった。企画立案者であり共同実施者の明石さんにも感謝したい。（大西由之佑）  

 

最終記入日時：  2014/02/11 1:08:39 

 

（３０） 

タイトル：  植物と分類学のおもしろさ 

実 施 者：  森 絵里菜 新田竜斗 松本めぐみ 堀 清鷹 

実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 牧野標本館 

対象・人数：  オープンラボ来場者 
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実施期間：  2014 年 11月 3日 ～ 2014年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭ということで高校生は勿論のこと、近隣の子供や大人の方が来場して下さる為、幅広い層の方に

楽しんでもらうことを目的とし、企画した。それに加え、植物分類は形態だけだは不可能であり、様々

な遺伝的・生態学的知識なども必要となり、その難しさや植物の多様性などを通して、植物学の奥深さ

を感じてもらうことを目的とする。さらに、実施者側としては、幅広い層の方が来場して下さる為、相

手に見合った説明方法などが必要とされ、プレゼンテーション能力の向上にもつながる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「野菜クイズ」 

子供たちを対象とし、野菜の形態から種類分けをしてもらい、植物の分類について体験してもらう。多

くの子供たちに楽しんでもらえるように、チャレンジしてくれた全員に、どんぐりにアートしたキャラ

クターどんぐりをプレゼントした。 

「ポスター展示」 

高校生や大人の方を対象とし、小笠原植物の紹介やシダ植物の分類、花とかおりに関する研究などのポ

スターを用意し、紹介を行った。 

「牧野標本庫案内」 

子供から大人の幅広い層を対象とした。普段は入れない、標本庫の中に案内することで、牧野標本館の

意義・管理方法について解説し、さらに貴重な植物標本の数々を実際に見てもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

子供を対象とした野菜クイズに加え、高校生や大人を対象とした標本庫案内やポスター展示を行ったこ

とで、実際に幅広い層の方に楽しんでもらえた。野菜クイズは、ご両親と子供たちに野菜のグループ分

けをしてもらう事で、形態だけでは分類することの難しさなどを伝える事ができた。また、標本庫案内

は大人に喜んでもらえ、有り難いお言葉なども多数頂いた。ポスター展示については、高校生にも積極

的に見てもらい、少なからず当研究室の魅力を伝えられたのではないか。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

幅広い層の方を対象とした企画を行う事で、実際に子供から大人までに楽しんで頂けたので良かった。

特に、標本庫見学をしていただいた人からは、多くの疑問・質問を頂き、最後は「とても面白かった」

「大変勉強となった」などのお言葉を頂け、うまく植物学の面白さを伝えることができたのではないか

と感じた。また、そういったお言葉からも、対象とする人によって、話し方を変えるなどといった、プ

レゼンテーションの仕方を学び、少なからずその能力が向上したのではないかと感じた。（森 絵里菜） 

 

野菜クイズは、来訪者の方々を植物分類学の基礎の一端に触れさせることができた。普段は食べる部分

しか見ないので、解答に意外性を感じる人が多く見られた。植物の分類において、花の外部形態が重要

な位置を占めていることを伝えることができたと思っている。身近な例を用いて説明することで、専門

知識のない人が分類学により親しみやすくなると思う。（堀 清鷹） 

 

小さい子から大人の方まで、分かりやすく、面白く研究内容を伝えるためのポスターを制作することは

いい経験となった。当日、ポスターに興味を持ってくれる人も多く、作った甲斐を感じた。 

（新田 竜斗） 

 

多くの人に来場して頂き、「知らなかった」「面白かった」という声を聞いて、様々な年代の人に合う

よう趣向を変えてたくさんの展示や企画を計画できた成果ではないかと感じうれしかった。特に、標本

庫ツアーでは、普段簡単に見ることのできないものであるから、多くの人に触れてもらい、植物や標本

に興味を持ってもらえる良い機会になったのではないかと思った。(松本）  

 

 

最終記入日時：  2014/02/12 15:27:21 
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（３１） 

タイトル：  生命科学コースオープンラボパンフレット 

実 施 者：  奥溪真人、山田沙佳（神経生物学研究室） 

実施場所：  8号館入口、高大連携室、その他 

対象・人数：  大学祭に来場した一般人 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

毎年多くのお客さんで賑わう生命科学オープンラボであるが、お客さんがその情報を得るためには、事

前にホームページを閲覧するか、当日に会場まで足を運ぶしかないという現状がある。また、毎年多く

の研究室が参加するが、各研究室の内容を紹介するものは何一つとしてない。 

そこで、研究室ごとの内容および地図も載せたオープンラボ専用パンフレットを作成することで、お客

さんがより気軽にオープンラボに参加できるようにすることが目的である。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 

１、事前準備 

 

①各研究室にオープンラボのタイトル、場所、概要などの原稿をオープンラボを実施する各研究室に依

頼。その原稿を元に、パンフレット原本のデザイン等を行った。 

②３００部印刷した。 

③完成したパンフレットを、オープンラボ実施研究室に配布し、会場においてもらった。 

④パンフレットが足りなくなったため、追加で５００部印刷した。 

 

２、片付け 

 

オープンラボ終了後、余ったパンフレットを速やかに回収した。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

学内外からの評判がかなり好評で、増刷を行ってもなお足りない程だった。直接アンケートを取ったわ

けではないが、このパンフレットのおかげで、オープンラボが回りやすかったという声が聞けたため、

本来の目的の大部分は達成できたのではないかと思う。 

また企画者として、限られたページの中で多くの情報を伝えるための工夫が必要なことを痛感し、周り

の人達と議論しながら作成していく必要性を学ぶことができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

各研究室への周知連絡は大変であったが、パンフレットの作成を通してどの会場でどのような企画が行

われているのかおよび研究内容について知ることができ、自分自身の勉強にもなった。研究室の位置関

係の都合上、パンフレットの減りかたに差があったため、次年度ももし行うのであれば、パンフレット
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が足りなくなることのないように綿密な計画を立てたい。（奥溪真人） 

 

実際にこのパンフレットが役に立っているのかどうかがいまいちわからないので、今度やる機会があっ

たらアンケートでもとってみたいと思う。またパンフレットの配布場所によってあっと言う間になくな

ってしまったり、最後まで残ってしまったりしているので、そのことをもう少し考えればよかった。（山

田沙佳）  

 

最終記入日時：  2014/02/12 15:53:24 

 

 

（３２） 

タイトル：  発生プログラム研究室 大学祭オープンラボ ニワトリチーム「たった一つの卵から」 

実 施 者：  岡山唯、塩入直也、栗下大三、鈴木由季、山崎卓哉、山本謙太郎（発生プログラム研究室） 

実施場所：  8号館 247室 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2013 年 10月 3日 ～ 2013年 10月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭の来学者を対象とし、本研究室での研究内容に興味・理解を持ってもらう為にオープンラボを企

画した。その為に、研究材料として用いているニワトリ胚の展示を行った。鶏卵もひよこも私たちにと

って身近な存在である。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、本企画では卵の中で起こるひよこになるまでの過程を展示した。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った。加えて、この企画を通し

て、企画者自身の説明能力・企画遂行能力向上も狙いの一つである。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

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、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体顕微鏡で観察できるように展示した。時系列に従って展示することで、実

際の発生過程をより理解しやすくなるだろうと考える。発生過程を示したポスターを用意し、最初と最

後等に適宜利用して説明を行った。 

☆生体展示 

3.5 日胚、６日胚は生きたまま展示することで、心臓の拍動を見る事が出来る。これは生きたまま展示

できる強みであり、発生の早い段階で心臓が出来ていることを理解してもらうのに、有効な手段だろう。 

☆骨染色 

9日胚、13日胚の軟骨と硬骨を染め分けたサンプルの展示を通して、骨格のでき方を理解してもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

3‐4 人を 1グループとして、1 グループに一人説明者が付き添いながら展示の説明を行った。説明は発

生の早い時期から遅い時期にかけて説明することで、発生の過程を理解してもらえたと思う。展示して

いるサンプルに関する内容の他に、実際の研究の話・研究におけるニワトリの有意性なども紹介した。
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今回は夏のオープンラボに比べて、より多くの児童が来ることが予想された。そこで、脚立を用意する

ことで身長が低い子どもでも展示をよく見れるように工夫した。実際に、脚立はよく活用されており、

用意して良かったと思う。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

前回の反省も生かし、周囲の状況を見ながら運営できたので、ある程度混雑は避けれたと思う。説明が

足りない部分を先輩から指摘いただけたので、これから話す時はその反省を踏まえていきたい。（山崎

卓哉） 

 

いままでの経験を踏まえ、展示に関しては導線を気を配った配置にした。説明に関しては少し一方的に

なっていた部分もあるので、今後はその点を気を付けていきたい。（山本謙太郎） 

 

子どもや高校生、大人といった様々な来場者に合わせて話す内容を変えながら説明を行った。その中で、

身近な話題と関連させたり、特に高校生には高校生物で学ぶ内容に関連させ、来場者の興味を引き出せ

るよう工夫した。あまり見慣れない１～３日胚の見せ方や説明の仕方について、より分かりやすい展示

にすることが次回の課題だと感じた。（塩入直也） 

 

来場した小中高生やその保護者の中でも、案外保護者の方が興味を持ってくださることが多かった。普

段日常的に卵を食べていることもあり、ニワトリは私たちに身近な動物だ。そのため、ニワトリがどの

ように発生するのかを卵の段階から展示していたのが面白かったようだった。しかし、心臓が動き出す

のが目視できるようになる前の時期の胚を見ても、いまいちピンとこないようだった。そんなときでも

質問しやすいような空気をつくりながら説明をしたい。 
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最終記入日時：  2014/02/12 19:11:17 
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（３３） 

タイトル：  植物生態学研究室オープンラボ「繋がる生態学」 

実 施 者：  松尾 知実 坂部 尚隆 髙岡 愛 深町 美智 角田 智詞 

実施場所：  8号館 5階 エレベーターホール 

対象・人数：  大学祭来場者 

実施期間：  2013 年 11月 3日 ～ 2013年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭来場者を対象に、本研究室での研究内容や植物生態学に興味・理解を持ってもらう。 

動物と比較して静的なイメージのある植物が、他の動植物や資源と相互作用をしながら生育しているこ

とを知ってもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

各自が自分の研究に関するテーマについてポスターを作り、それに合った植物を展示した。また、それ

らの解説を行った。 

・ポスターの展示 

「生態学とは？」 

「マメ科植物と窒素固定菌の共生の意義」 

「小笠原での研究紹介」 

「外来種とは？」 

「植物の様々な繁殖様式」 

「植物の様々な防御形質」 

「密度効果」 

「生存戦略ゲーム」 

「絶対送粉共生について(雑誌記事)」 

 

・植物の展示 

窒素固定を行う植物(セイヨウミヤコグサ) 

栄養繁殖を行う植物(ヤマノイモ、イタドリ、ササ) 

毛や刺のある植物(クズ、イチジク、ユズ、サネカズラ、ボケ、オジギソウ) 

虫と共生する植物(イヌビワ、中にイチジクコバチ) 

密度効果の見本(ニンジン、ハツカダイコン) 

小笠原の植物(オオハマギキョウ) 

 

・小笠原諸島に関する DVDの上映 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者は、小学生からお年を召した方まで、客層が様々だった。よって、興味・関心・理解度も様々で

あった。生存戦略ゲームや顕微鏡、DVD を置くことで、子供の興味を引き出せた。また、植物が好きな

方や栽培している方からは、経験に基づいた質問などを頂いた。 
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ポスターの解説をしながらそれに関係する植物を見せることで、多くの人に、具体的でわかりやすく話

をすることができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

様々な年齢層の来場者から、多くの質問を受けた。特に植物が好きな方からは、経験に基づいた質問が

多かった。このため、展示内容に関する解説を、より身近な事例まで充実させるとより良くなるのでは

ないかと考えた。 

来場者に子供が多く、展示物やパソコンをいじっていた。種子は袋に入れる、鉢は保護しておく等、安

全面への工夫も必要だと感じた。  （松尾 知実） 

 

 

 

 

最終記入日時：  2014/02/16 10:51:51 

 

（３４） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -私立品川女子学院アウトリーチ- 

実 施 者：  塩入直也、志村智（発生プログラム研究室） 

実施場所：  私立品川女子学院 

対象・人数：  私立品川女子学院の生徒 10人 

実施期間：  2014 年 2月 22日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画では、品川女子学院の生徒を対象にニワトリ胚の観察実験を行った。普段教科書でしか習わな

いようなことに直で触れてもらうことにより生物学・発生学への理解と関心を持ってもらうことを目的

とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 ニワトリ胚を観察しやすくするために取り出す方法、培養法など基本となる実験手法を指導した。ま

た今回は、様々な組織が形成され始める 2日胚を用いて観察を行った。ニワトリは教科書の発生分野に
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もよく登場する動物であるが、実際に扱う機会は滅多にない。しかしながらニワトリ胚は欄外で培養で

きることをはじめとした実験する上でのメリットが多い。今回は、観察後に培養法を用いた実験を実際

に高校生に考えてもらい、今後大学に入るため、今後の研究に必要な考え方を学んでもらう。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 はじめにニワトリの発生に関する基礎をレクチャーし、その後高校生各自で胚を取り出し観察を行っ

た。企画者らは実験手法の指導や、観察する際のポイントを指導することで、その後の講義における学

生の積極的な議論を促した。 

 実際に今回の手法を用いた実験を考えることで、手法を身につけるだけでなく研究における考え方を

学んでもらえた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 今回は割と少人数だったので、ひとりひとりに詳しく指導を行うことができた。生徒は胚を初めて見

たこともあり、やはり心臓や動くものに目をもっていかれがちであった。今回観察した胚ではそれ以外

にも特徴的な構造や器官原基なども幾つか観察することができたので、色々なところに注目して観察し

てもらえるように指導を行う必要があると思った。実験中に初めて胚を見たことや心臓が動くことに関

して非常によく反応してくれていたので、そのようなところから発生学にも少なからず興味を持っても

らえたと思う。（志村） 

 

少人数だったため、個々の生徒に対応することができたためスムーズに胚の解剖・観察が行えたと思う。

New カルチャー（２日胚を１日培養）を用いて、どのような研究ができるかを考察する時間では、「研 究」

ということが未知の高校生に対して、アイデアが浮かぶように発問して考えさせることが重要だと感じ

た。（塩入直也） 

 

 

 

最終記入日時：  2014/04/01 10:02:01 
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Ⅳ 国際シンポジウム 

（１） 

タイトル：  アリゾナ大学からの短期研究留学生 2名を交えた英語によるミニシンポジウム「アリゾナ

と東京の自然環境」 

実 施 者：  菅原弘貴（開催責任者），橋本晃生，鈴木 航，志賀 優，村上勇樹，三浦智世，西野 楓，

松本翔一，山田香菜子，新田竜斗 

実施場所：  8号館 1階イニシアティブスペース 

対象・人数：  生命科学専攻の大学院生，学部生，教員 

実施期間：  2013 年 6月 12日 ～ 2013年 6月 12日 

 

＜概要・目的＞ 

アリゾナ大学（アメリカ）から来日した学生 2名と首都大学東京の学生 3名によるミニシンポジウムを

開催し，アリゾナおよび東京の自然と動植物に関する紹介を行い，英語による口頭発表能力や議論のス

キルを高める． 

 

＜活動内容＞ 

事前準備: 2013年 6月 7日（金）午後１時～3時（2 時間）発表準備，当日の打ち合わせ，配布用プロ

グラムの作成・印刷，ポスター印刷・掲示． 

当日: 2013年 6月 12日（水）午後 4時より会場設営，シンポジウム，懇親会，片付け． 

プログラムは，以下の通り． 

「Natural Environments of Arizona and Tokyo」 

   1. Introduction (by Fumio Hayashi) 

   2. Nature of the TMU campus, Tokyo (by Hirotaka Sugawara) 

   3. Animals in the Ogasawara Islands, Tokyo (by Yuki Murakami) 

   4. Plants in the Ogasawara Islands, Tokyo (by Kanako Yamada) 

   5. Nature of Arizona, USA (by Nickie Seto) 

   6. Animals in Arizona, USA (by Brianna Rico) 

   7. Discussion 
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＜期待される効果＞ 

留学生には，東京の動植物の紹介を通じて日本の自然を理解してもらう良い機会となると考えられる．

企画者および生命科学専攻の大学院生，学部生は英語による発表と質疑応答を通じて，英語のスキル向

上・コミュニケーション能力の向上が期待される． 

 

＜感想および課題など（企画力・評価力・自主性等の向上を含む）＞ 

 

動物生態学研究室 D2 菅原弘貴：ネイティブ英語の聞き取りの難しさと，英会話の奥深さを肌で感じる

ことができた．今回のシンポジウムを通じて，私を含めた出席者全員が，英会話能力の向上を意識する

きっかけとなったと思う．参加者は 20人程度であったが，もう少し参加してほしいと感じた． 

 

動物生態学研究室 D1 橋本晃生：英語を使ってアメリカからの学生と話す良い機会になったと思う．特

に質疑応答では，アドリブを利かせることも重要で，日頃から英語で話す訓練をする必要性を痛感した．

今回の経験を今後の学習に役立てたい． 

 

動物生態学研究室 M2 鈴木航：英語は得意でないので，深い議論はできなかったが，アリゾナの自然と

動物の様子については理解することができた．次は，鎌倉での自然観察会があるので，少しでも英会話

の勉強をして臨みたい． 

 

動物生態学研究室 M2 志賀優：質問したいことがあっても英語として出てこないなど，語彙力の不足を

改めて痛感した．自然という我々にとって身近な題材をテーマにしたことで，アリゾナの動植物とその

自然環境についてよく理解することができたと思う．また，私の調査地であるキャンパスの緑地や，同

じ研究室の学生の調査地である小笠原諸島について，英語による説明を受け，親しみのある場所をいつ

もと違った視点で見ることができた． 

 

動物生態学研究室 M1 西野楓：今回のミニシンポジウムでは，学ぶものが多かったと思う．またこのよ

うな機会があれば，積極的に質疑応答に参加したい． 
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動物生態学研究室 M1 松本翔一：東京および小笠原とアリゾナの自然の違いを実感することが出来た．

また，英語での質問が思うようにいかず，アウトプットの訓練の重要性を痛感した． 

 

動物生態学研究室 M1 三浦智世：今回のミニシンポジウムでは司会を担当したが，英語での司会進行の

仕方や質疑応答の仕方など学んだことの多い会であった．反省点は多々あるが，質問者がいない時に司

会自ら発表者に質問をして．流れを止めないようにもっと努力すればよかったかも知れない．今回の発

表を通して，日本とアリゾナの自然についての理解を深めることができたので，今後もこのような国際

交流の場があったら積極的に参加したい． 

 

動物生態学研究室 M1 村上勇樹：今回，国際ミニシンポジウムという形で，海外の学生と発表やディス

カッション等のコミュニケーションを取り合う中で，英語によるコミュニケーション能力の向上はもち

ろん，研究等で得た知識を還元でき，かつ海外の自然環境に関する新たな知識が身についたと感じてい

る．また，シンポジウムを開催するうえでの企画，準備，実行に接することができ，非常に充実した経

験になったと思う． 

 

植物系統分類学研究室 D3 山田香菜子：私は，昨年のジョージタウン大学短期科学英語研修プログラム

で，英語のプレゼンテーションの構成，アカデミックな英文の組み立て，英語での質問の仕方などを学

んだ．今回のシンポジウムでは，実際に英語でプレゼンテーションおよび質疑応答をすることにより，

過去に研修で学んだことを再確認し，英語でのプレゼンテーション力を高めることができたと考えてい

る．さらに，小笠原の植物相についてプレゼンテーションしたことで，留学生 2名に小笠原の自然につ

いて理解してもらう一助となったと思われる． 

 

植物系統分類学研究室 M1 新田 竜斗：今回のシンポジウムは小規模であったため，アットホームな雰

囲気でコミュニケーションできる，よい機会であったと感じた．演題も自然紹介と，わかりやすく，興

味を持ちやすい内容だった点も質疑応答の活性化につながっていたと思う．  

 

最終記入日時：  2013/07/30 13:54:21 

 

（２） 

タイトル：  生態特別セミナー「植物と動物の天敵に対する防衛行動と表現型変化」 

実 施 者：  村上勇樹（開催責任者）, 橋本晃生, 角田智詞 

実施場所：  8号館 1階イニシアティブスペース 

対象・人数：  首都大の学生，教員 

実施期間：  2013 年 8月 15日 ～ 2013年 8月 15日 

 

<目的> 

"Special seminar of Ecology: Chemical defenses and phenotypic responses against enemies in plants 

and animals"を、英語を母語とする留学生とともに実施した。これにより、英語のプレゼンテーション

の上達をはかるとともに、研究内容について、意見交換することを目的とした。 
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<概要／具体的成果> 

University of Arizonaからの留学生、Brianna と Nickieとともに、以下のプログラムのセミナーを行

った。企画者(橋本・角田)と留学生の研究テーマは、動物や植物の被食に対する防御機構・応答の解明

という点で共通である。このため、留学生が日本で行った研究の成果報告とともに、企画名をテーマと

した本セミナーを企画するに至った。 

お盆中の開催にもかかわらず、当日は 30名ほど聴衆があつまった。英語のセミナーということもあり、

他専攻の日本語を母語としない学生も散見された。事前のポスター掲示により、宣伝効果があったと考

えられた。質疑応答も程よくかわされ、発表の相互理解ができたと考えられた。予定時間一杯でセミナ

ーが終了した後は、懇親会で親睦を深めた。 

 

当日のプログラム 

1. Introduction (by Fumio Hayashi) 

2. Underappreciated belowground herbivory: experimental studies on the optimal defense theory 

of a whole plant (by Tomonori Tsunoda, Sebastian Krosse & Nicole van Dam) 

3. Local differences in feeding pattern of leaves by the giant flying squirrel (by Brianna Rico 

& Nickie Seto) 

4. Effects of the total phenolic contents of leaves on feeding behavior of the giant flying 

squirrel (by Nickie Seto & Brianna Rico) 

5. Belowground herbivory under fluctuating water environment (by Tomonori Tsunoda) 

6. Behavioral responses of the terrestrial arthropods to the terpenoid cantharidin (by Kosei 

Hashimoto) 

7. Discussion 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

動物生態学研究室 Ｍ１ 村上勇樹：私は企画責任者兼セミナーの司会者という立場で今回の特別セミ

ナーの企画、準備、運営を行った。開催責任者の仕事を請け負うは初めてということもあり、一つの企

画を最初から最後まで遂行することの難しさを痛感した。今回、寸前で様々な準備や手配を行う形にな

ってしまい、時間に追われることとなったのが一番の反省点だと思う。次の機会があれば、もっと先を

見据えて計画を立てていこうと思う。しかし、一つの企画をやり遂げたという達成感を感じることはで

きたため、非常に良い経験になったと思う。 

 

動物生態学研究室 D1 橋本晃生：英語による口頭発表は、私にとって貴重な体験になった。特に質疑

応答では、普段から英語に慣れておくことの大切さを改めて感じた。今後の英語学習に今回の経験を役

立てたい。 

 

植物生態研 D3 角田智詞 

私は、研究テーマについて話題提供するとともに、企画運営をサポートした。 

研究発表については、内容を理解してもらった上での質問が多かった。このため、こちらの言いたいこ

とが聴衆に伝わっていたと考えられる。質疑応答では、何について質問されているのか理解するのに苦

労したので、英語を使って物事を考える訓練をする必要がある。 

企画責任者の村上くんには、OJT で企画運営を学んでもらった。今回の経験・反省点を活かし、今後の

活躍を期待している。 

それにしても、学部学生に研究費を出し、海外で研究させる NIH には、力の差を見せつけられるばかり

である。  

 

最終記入日時：  2013/09/07 0:41:52 

 

（３） 

タイトル：  留学生を対象とした鎌倉自然観察会 

実 施 者：  鈴木航（開催責任者），菅原弘貴，橋本晃生，志賀優，松本翔一，山田香菜子 

実施場所：  鎌倉市内 

対象・人数：  アリゾナ大学短期研究留学生２名 

実施期間：  2013 年 6月 28日 ～ 2013年 6月 28日 

 

タイトル： 留学生を対象とした鎌倉自然観察会 

実 施 者：  鈴木航，菅原弘貴，橋本晃生，志賀優，松本翔一，山田香菜子 

実施場所：  鎌倉市内  

対象・人数：  アリゾナ大学短期研究留学生２名  

実施期間：  2013年 6月 28日 

 

＜概要／目的＞ 

アリゾナ大学の John L. Koprowski博士の研究室では、野生動物の生態、保全に関して、主にリス類を
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材料として研究している。彼の研究室から２名の学生が、２０１３年６月２日～８月２２日にかけて、

動物生態学研究室に短期研究留学生として滞在する。そこで本企画は， 

(1)滞在する留学生に日本の自然に触れてもらい、研究の視野を広げてもらう。 

(2)首都大学生は留学生との英語を通じたコミュニケーションをとることで、語学力・表現力の向上を

図る。 

(3)異なる文化・研究分野と触れ合うことで双方の学生が見識を広め、今後の研究に活かせる知識・ス

キルを身につける。 

(4)今後、学生主催の国際交流企画の参考になるよう、効率的・効果的な企画運営を目指し、企画運営

の技術を身につける。 

ことを目的として、鎌倉市内の自然観察会を企画・実施した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・事前準備： 

（１）学内メールで企画を告知し参加者を募集した。 

（２）事前に、企画者の間で、観察が予想される動物や植物などの種を想定し、観察経路を決定し、観

察会の役に立つよう、当日配布する経路・生物相・日本文化に関する小冊子を英語で作成した。 

 

 

・当日(６月２８日) 

 計画した経路に準じて、日本の動植物に関する生態学的な説明を英語で交えながら、観察を行った。 
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<効果>         

・留学生には、日本の生物相への理解を深めてもらう事ができた。また，当日，留学生の希望で寺院の

訪問を追加するなど、日本の文化に対しても興味を深めてもらう事ができた。企画者は企画や実施など

を通じ、外国人参加の企画の手法を学ぶ事ができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・本企画に、学生責任者として、冊子の作成、経路の計画等を行った。英語力を始め、未熟な点も多々

あったが、留学生、企画者、双方にとって有意義な企画にすることができたと思う。（M2鈴木航） 

・英会話の難しさを痛感したものの、会話する姿勢が重要であることを改めて実感した。今回の自然観

察会は、日本の自然および文化を知ってもらういい機会になったと思う。（D2菅原弘貴） 

・自然観察と寺院・神社探訪を通じて、お互いが住む地域の自然と文化についての理解を深めることが

できたのではないかと思う。また、それらについて英語圏の学生と英語で話すという機会は、我々にと

って得がたいもで、貴重な体験をさせて頂いた。今後の英会話学習にこの経験を活かしたい。（D1橋本

晃生） 

・留学生に日本の自然や文化を英語で説明するという普段では中々出来ない体験をすることが出来た。

この当時では英語での会話は碌に出来ず専ら聞くことのほうが多かったが、ここでの体験がその後の英

語でのコミュニケーション力の向上に繋がったと思う。(M1松本翔一) 

・お互いに言いたいことを完璧に理解できず歯がゆいこともあったが、ひるまずに英語でコミュニケー

ションを取ることで、私たちにとっては英語力のいいトレーニングになったと思う。また、留学生に日

本の自然や文化の一部を体験してもらうことができ、日本をより知ってもらうきっかけが作れたと思わ

れる。（D3山田香菜子） 

・実施場所が鎌倉だったため日本文化を留学生たちに建造物という形あるもので見せられたことと、動

物園などの飼育施設ではなく自然に近い状態で動物を観察できたことがよかったと思う。英語によるコ

ミュニケーションは留学生対象の企画を行うたび課題となっていたが、伝えようとする精神はある程度

役に立つことを実感した。 (M2 志賀優)  

 

最終記入日時：  2013/09/11 14:46:59 

 

（４） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 細胞遺伝学研究室 

実 施 者：  相澤 研介、嶋田 直人、李 夜雨 

実施場所：  細胞遺伝学研究室  

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 2名 

実施期間：  2013 年 10月 22日 ～ 2013年 10月 25日 

 

＜概要／目的＞ 

学会をはじめ、研究者の交流において英語を使用する場面は多い。しかし日頃の研究生活で研究者同士

の交流に英語を使う機会は極めて少ない。本企画ではソウル市立大学(以下 UOS)の交換留学生を研究室

に迎え、自分たちが行っている実験の指導を行う。これによって研究者として英語で交流する機会を創

りだし、英語を使ったコミュニケーション能力を養うことを目的とする。 
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＜活動内容＞ 

本企画では、ショウジョウバエの基本的な操作方法を教えたうえで、ショウジョウバエ胚へのプラスミ

ドのインジェクションとショウジョウバエ成虫脳の解剖を指導した。 

【ショウジョウバエの操作】 

ショウジョウバエの飼育、実験に必要とされる①ビンからビンへの移し替えおよび吸虫管を使用した移

動、②麻酔のかけ方、③雌雄の見分け方を習得してもらった。 

【インジェクション】 

実際にショウジョウバエ胚にプラスミドをインジェクションしてもらった。その過程でキャピラリーの

作成、卵の回収、インジェクタの使用法などを学んでもらった。 

【成虫脳の解剖】 

実体顕微鏡下で成虫を解剖し、脳を取り出してもらった。実験では神経系で GFP を発現する系統を使用

し、解剖後の脳を共焦点レーザー顕微鏡で観察した。 

 

＜具体的成果＞ 

企画者らは自ら行っている実験を英語でどのように説明するか、試行錯誤しながら身につけることがで

きた。また UOSの大学院生 2名はヒトの培養細胞をモデルに研究を行っているため、2 人にとってはま

ったく異なる材料や実験技術を体験できたと思われる。また会話を通じてお互いの研究内容や研究生

活、日常生活などを知ることができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・ショウジョウバエ卵への DNAインジェクションを行った。実験について意義や原理を説明しながら進

めることができた。しかし、すぐに結果がでる実験ではないので、作成した系統を利用するまでの過程

を詳しく説明すればより理解を深めてもらえたのではと思う。（M1相澤） 

・本企画では成虫脳の解剖を担当した。学習・記憶に関連する脳領域を可視化して観察できたことは有

意義だったのではないかと思う。ただ解剖の難易度が高く、UOSの学生は辛抱強く取り組んでくれたが、

だいぶ苦労していた。来年同様の実験をするのであれば、幼虫の中枢神経系などもう少し簡単な解剖を

行ったほうが良いと思う。(嶋田) 

・普段、研究室では日本語だけで話すことにしているが、今回の実験をする中では日本語だけではなく

英語も使った。英語が苦手なので、話したいことがあっても、頭の中ですぐに英語に変換されず言葉が

でてこない、断片的な英語と手振りで理解してもらおうとした。留学生の私にとって他国の人たちとコ

ミュニケーションをとるいい経験だった。今後グローバルな視点をもって言語能力の向上に役立ててい

きたい。（M1 李 夜雨）  

 

最終記入日時：  2013/11/14 18:20:58 

 

（５） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 植物ホルモン機構研究室 

実 施 者：  吉田悠里、鈴木洋弥、山本昂宏、宮川慎也 

実施場所：  植物ホルモン機構研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 1名 
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実施期間：  2013 年 10月 24日 ～ 2013年 10月 25日 

 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大学との交換留学プログラムの一環として大学院生を受け入れる．二日間の交流を通して、

英語でコミュニケーションする、自身の研究を説明する、ディスカッションする力を身に着ける．また、

留学生に当研究室で楽しく学んでもらうことを目指す． 

＜活動内容／具体的成果＞ 

ディスカッションの時間と実験の時間にわけて交流した． 

ディスカッションでは学部 4年生から教授まで、ほぼ全員がプレゼンテーションを用意し交流する時間

をつくった．偏りなく交流できるように企画した. 

 

  

 

実験は専門性の高い実験内容の 2つを用意し、少しでも体験してもらえるように努めた。 

①パーティクルボンバードメント法によるイネへの遺伝子導入 

②トウモロコシ幼葉鞘を用いた重力屈曲実験 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

約 2 週間前から事前準備を始めるなど、計画的に行動は出来ていた。そのため、より実践的な実験を体

験させられることが出来たと思った。さらに研究室の全員がまんべんなく交流するようにしていたの

で、UOSの人も楽しめたのではないかと思う。個人的には英語を用いた表現力のなさを痛感したので今

後の勉強に活かしたい。(M1 山本) 
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一人ずつ話す時間を設けたことでお互いに勉強になった．「②トウモロコシ幼葉鞘を用いた重力屈曲実

験」では、プレゼンテーションで説明した内容の一部を体験してもらうことができたので、研究室の実

態を知ってもらえたと思う．しかし、実験を全て口頭で説明してしまったので、簡単なプロトコール等

を用意しておけばよかった．また相手のスケジュールを事前にあまり入手できなかったことも反省して

いる．(M1 鈴木) 

 

自分の研究テーマを外国人の留学生の方にプレゼンする機会をいただいた。自分の研究を一から英語で

伝えるということは非常に刺激的になったと同時にその難しさを感じた。韓国の留学生の方は、初めて

聞くような内容に関してもよくわかっていて、レベルの高さに驚いた。自分としてもまずは人に自分の

研究に関して誰にでもわかりやすく伝えられるように普段から意識して考えていきたいと思う。又、そ

の他の分野に関しても理解をより深めていきたい。 

(M1 宮川)  

 

最終記入日時：  2013/11/21 9:28:58 

 

（６） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 進化遺伝学研究室 

実 施 者：  岩崎祐磨 宮下孝幸 

実施場所：  進化遺伝学研究室および首都大キャンパス内 

対象・人数：  ソウル市立大留学生・二名 

実施期間：  2013 年 10月 22日 ～ 2013年 10月 23日 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大との交換交流プログラムの一環として、ソウル市立大生２名を進化遺伝学研究室に２日間

受け入れた。わが研究室での研究内容を彼らに実際に体験してもらうことで、我々の研究アプローチを

紹介した。このプロセスにおいて、留学生との英語によるコミュニケーション能力の向上、国・研究分

野の異なる知見の獲得、生物学の異分野の研究者に対する研究紹介の修練を目的とした。 

 

＜活動内容＞ 

1.ショウジョウバエの野外採集 

バナナトラップ、スウィーピング法によるショウジョウバエの採集を行い、研究室で同定作業を行った。 

 

2.ヒトゲノム DNAを用いた分子実験 

口腔上皮細胞からヒトゲノム DNAを抽出し、以下２種類の実験を行った。 

a.        ALDH2の PCR 

アルコール耐性の遺伝子型を確認した。 

b.        ミトコンドリア D-loop領域の塩基配列の読み取り 

実験者各自がどんな人種、動物に系統的に近いかを確認した。 

 

3.ポスター等の研究紹介 
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4.研究室の仕事（綿栓作業、エサ替えなど）の体験 

 

＜具体的成果＞ 

事前の実験準備作業、雨天だった場合などを想定したプログラムの準備を通して企画・準備能力が向上

した。また、英語で研究や実験作業を紹介するための言い回しや表現方法を各自で試行錯誤することで、

コミュニケーション能力を鍛えることができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

研究室で行われていることを実際に体験してもらうことに主眼を置いたため、遺伝学や進化学を身近に

感じさせることができたと思う。留学生の研究内容についてのコミュニケーションがもう少し円滑にで

きればより深い相互理解ができたのではないか。（M1 岩崎） 

 

今回行った実験は、自分自身をサンプルとしてデータ解析を行うので、その点でより実験に入り込みや

すく興味を引かせることができたと思う。また研究だけでなく、日本と韓国の文化の様々な特色を共有

し合える良い機会となった。(M1 宮下) 

 

 

最終記入日時：  2013/12/01 14:37:22 

 

（７） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 環境微生物学研究室 

実 施 者：  畑中惟・小島素樹・田井雄飛・西原亜理沙 

実施場所：  環境微生物学研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 2名 

実施期間：  2013 年 10月 22日 ～ 2013年 10月 23日 

 

＜概要／目的＞ 

近年の情報化社会の発達により研究に関する国際的な議論が行われている。そのため英語スキルの向上

が重要となる。しかし、日々の研究について英語で議論することは少ない。そこで、留学生を積極的に

受け入れ各々の研究やその内容を共有することで研究への考えの幅を広げることができると考えられ

る。本企画では留学生・首都大学学生双方が、研究や語学能力を向上させ、本企画の経験が将来の糧と

なると期待できる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画では微生物が専門でない留学生に対して微生物の生態を理解してもらうことを目的とした。その

ために以下の 2点のテーマにつき実験計画を立て英語でレジュメを作成した。実験においてはこちらで

完全に手順を指定するのではなく、留学生に自主的に考えてもらう部分も含めた。 

(1) 環境中からのサンプリング及び培養 

(2) 微生物の持つ色素の抽出 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

(1) 首都大学東京の敷地内の様々な場所から泥や水を採取し、留学生の考えた炭素源による生育の違い

を確かめた。培養 2 日目にコロニー形成数測定、顕微鏡観察を行い、環境による微生物種の違いや炭素

源による生育の違いについて考察した。 

(2) 当研究室で保有している光合成細菌及び首都大学東京の敷地内の草木から色素抽出を行った。抽出

した色素に対し、TLC 展開、吸収スペクトル測定を行った。得られた結果から色素の種類、量の比較を

行い菌同士の比較や植物との違いを考察した。 

この成果として活動内容に準じ、実験結果についての英語での議論を行うことができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

普段研究について英語で説明することは少なくためになった。特に実験手法の説明では基礎的な単語や

フレーズについて改めて知ることができ、自身の語学力の向上にもつながった。また、他分野の研究を

英語で聞くことで新たな目線を持つことができるようになった。(小島) 

 

コミュニケーションはもちろんのこと、研究で使う専門用語を英語で他の言葉に噛み砕いて説明するこ

とが非常に難しくとても勉強になった。今後もこういった機会があれば、積極的に参加していきたい。

（西原） 

 

作業に徹するあまり、実験を通して環境微生物学への理解を深めることが弱くなってしまった。自身の

日々の研究に対する姿勢にもフィードバックしていきたい。（田井） 

 

英語を口語で話すことの他、口頭で相手に説明する難しさを改めて説明した。特にこちらの説明するこ

とが馴染みのない分野であればあるほど、説明に丁寧さが必要になっていくことを考えさせられた。（畑

中） 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は，最終項目のみ，全員記入ください．  

 

最終記入日時：  2014/02/01 12:16:28 

 

（８） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 動物生態学研究室  

実 施 者：  村上勇樹 三浦智世 松本翔一 西野楓 橋本晃生 菅原弘貴 

実施場所：  動物生態学研究室および多摩動物公園 

対象・人数：  ソウル私立大学留学生 1名 

実施期間：  2013 年 10月 24日 ～ 2013年 10月 25日 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大との交換交流プログラムの一環として、ソウル市立大生 1名を動物生態学研究室に２日間
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の受け入れを行った。我が動物生態学研究室では、標本や飼育棟内の生きた実験動物の紹介、また多摩

動物公園に出向き、主に日本産の動物種について解説を行った。さらに、お互いの研究内容についてポ

スター等を用いて紹介し合った。このプロセスにおいて、英語によるコミュニケーション能力の向上、

正しい計画を立案し、実行する能力の向上、他分野の研究者に対する研究紹介の修練を目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

①多摩動物公園における観察会 

多摩動物公園に出向き、各々の動物の紹介、特に日本産の種の特徴に関する解説をメインに行った。 

 

②飼育棟における実験動物種の紹介、解説 

飼育棟にて飼育されている野生動物（主に両生類）の紹介を行った。解説の内容は主に雌雄の判別方法、

外部形態、生態的特徴（鳴き声、行動パターン）、これらの種を用いた具体的な研究紹介をメインに行

った。 

 

③ポスター等を用いた研究紹介 

互いの研究の概要について紹介し合い、英語を使って議論を交わした。 

 

④動物標本の紹介 

両生類、爬虫類、節足動物の液浸標本、乾燥標本に関して、主に生態学的、分類学的視点から各々の種

の解説を行った。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

動物公園の案内では、時間や周回ルート等事前に細かい計画を立て、実行に移したことで、企画力、実

行力が向上した。また、英語による表現方法について試行錯誤しつつガイドを行ったことで、英語を使

ったコミュニケーション能力および、どうすれば伝えられるのかについて考える力を高めることができ

た。また、標本や実験動物、各々の研究に関する紹介、解説を行ったことで、異なる分野、国籍の研究

者に対し、自分の研究やその材料となる種について伝える力が身に付いた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

英語による意思疎通の難しさを改めて痛感した．同時に，こちらから積極的に話そうと努力することで，

ある程度困難な会話もできることを再認識させられた．この企画をきっかけにして，英会話の練習はも

ちろんのこと，英語で会話しなければならない環境に積極的に身を置き，会話力の向上をはかりたい．

（D2 菅原） 

 

今回は、私にとって 3回目の UOSの学生との交流だった。企画は他の学生にお願いし、短い間ではあっ

たがサポート役に回った。お互いの国の自然・文化はもちろん、過去に訪問された学生さんの話なども

でき、各人が今後の研究のためのモチベーションを上げる良い機会となったのではないかと思う。今後

もこのような企画があれば積極的に参加したい。（D1 橋本） 

 

お互いに母国語が英語でないため、なかなかうまく表現できず、発言を理解し合えない場面もあったが、
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双方がネイティブでないからこそ気兼ねなく話せたという良い面もあった。私は動物園のガイドを主に

おこなった。当日は多少雨にはふられたが、計画通り進めることができ、多少なりとも日本の動物につ

いて知ってもらえたのではと思う。今回の交流で、ソウル市立大学ではほとんど触れることのないマク

ロの分野の研究について少しでも関心を持ってもらえたなら幸いである。（M1 村上） 

 

動物に関する共通知識がお互いある程度あったため、英語によるコミュニュケーションであってもある

程度スムーズに会話を進めることができた。その点では今回動物公園を交流の場に選んだことは正解で

あったと思えた。動物や昆虫にについての事前知識が足りないためにうまく解説できない場面も多々あ

ったので、自分の専攻分野の知識を増やす意味でも、もっと動物・昆虫に関して勉強していきたいと思

う。（Ｍ１ 三浦） 

 

UOS の学生との交流は今回が初めてであった。思うように会話が出来なかった部分も多々あったが、な

るべく積極的に話そうと試みたつもりである。私は動物園の案内を行ったが、観察している動物の解説

がもっと出来れば良かったと思う。そのため、動植物に関するさらなる知識とそれを上手く英語で表現

できるように、これからも勉強を続けて行こうと思う。(M1 松本) 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は，最終項目のみ，全員記入ください．  

 

最終記入日時：  2014/02/03 11:29:35 

 

（９） 

タイトル：  2013 年度 UOS×TMU交換留学（山本） 

実 施 者：  山本謙太郎 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  5名 

実施期間：  2014 年 1月 20日 ～ 2014年 1月 27 日 

 

＜概要＞ 

 ソウル市立大学(UOS)―首都大学東京(TMU)交換留学 

 

＜目的＞ 

・国際交流。 

・英語を介したコミュニケーション能力の向上。 

・普段使わない実験材料・手法を学ぶことで、見識を広げる。 

 

＜同行者＞ 

・大西由之佑（植物ホルモン機構研究室 M1） 

・古澤孝太郎（神経分子機能研究室 M1） 
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・ゴビンダ シャーマ（神経分子機能研究室 D1） 

・村上勇樹（動物生態学研究室 M1） 

 

＜スケジュール＞ 

 1/20（月）出国 

 1/21（火）Tumor virology and cellular senescence labで実験 

 1/22（水）Tumor virology and cellular senescence labで実験 

 1/23（木）UOS-TMU Joint Life Science Conferenceに参加 

      ポスター発表およびシンポジウムの傍聴 

 1/24（金）Tumor virology and cellular senescence labで実験 

 1/25（土）観光 

 1/26（日）観光 

 1/27（月）帰国 

 

＜実験内容：ROSによる細胞の変化の解析＞ 

【1/21（火）】 

 実験に用いる細胞の培養 

【1/22（水）】 

 細胞に H2O2ストレスを与えた。 

【1/24（金）】 

 ･FACS で細胞のサイズの変化を観察。ROSによる細胞のサイズの増加がみられた。 

 ･SA-β-gal 法で老化の進行の程度を観察。 

 

＜成果や感想など＞ 

【交流】 

 自分は英語が得意ではないが、相手は母国語が英語でない人達なので、あまり気後れせずに話せた。

研究以外のことも、互いに多くのことを話すことができ、今後も続く友好関係が築くことができた。 

【実験】 

 普段は扱わない培養細胞を用いた実験を学ぶことができ、非常に新鮮で、知る事がたくさんあった。

今回訪れた研究室の分野のことについて、もっと知りたいと思った。 

【UOS-TMU Joint Life Science Conference】 

 口頭発表の傍聴は発表者の説明が分かりやすく、大概理解できた。その場では発表者に質問できなか

ったが、発表後、疑問点を聞きに行った。ポスター発表に関しては、初めてかつ英語なので少し不安だ

った。しかし、UOSの人達と事前に交流していたので、変な緊張はなく話せた。今回のポスター発表は

短くて、通しで 3回ほどしか説明できなかった。もう少し話したかったし、他の人のポスターも見たか

った。 

 

 

最終記入日時：  2014/02/13 16:34:47 
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（１０） 

タイトル：  2013 年度 UOS-TMU交換留学（古澤） 

実 施 者：  古澤孝太郎 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  5名 

実施期間：  2014 年 1月 20日 ～ 2014年 1月 27 日 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大学の研究室に滞在し、実験を行った。また、生命科学のシンポジウムで自分の研究テーマ

のポスター発表、口頭発表を行った。海外におけるコミュニケーション能力の向上や、ソウル市立大学

の生命科学専攻の学生と交流し、幅広い研究に触れることで、国際的指導力を身につけることを目的と

する。 

 

＜方法／活動内容＞ 

●研究室での滞在（2014 年 1月 21～22、24～25日） 

首都大学東京の学生 5人は、それぞれ自分が滞在するラボを選択し、実際に実験を行った。 

 

●UOS-TMU Joint Life Science Conference（2014年 1月 23日） 

生命科学のシンポジウムにおいて、口頭発表（古澤孝太郎、Govinda Sharma）、またはポスター発表（大

西由之佑、村上勇樹、山本謙太郎）を行った。 

 

＜具体的成果＞ 

海外の研究室での実験、シンポジウムにおけるポスター発表や口頭発表、外国人との交流などを通して、

英語を使ったコミュニケーション能力を向上させることができた。 

異文化に触れることで国際的な視野が広がった。 

他の研究室に滞在したり、他分野の研究に触れることで、研究に対する視野が広がった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

普段とは違う研究手法を使っている研究室に滞在したため、研究に対して幅広い考えを持てるようにな

った。コミュニケーションの手段として英語を使わなければならなかったため、自分の知っている単語

で相手に伝える能力が身に付いたと思う。また、伝えたいことがなかなか伝わらない悔しさも同時に感

じたため、英語を学ぶモチベーションが上がった。 

 

 

最終記入日時：  2014/02/13 17:36:25 

 

（１１） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生招聘事業の運営（国際実践演習） 

実 施 者：  大橋ひろ乃、段晶華、石川美咲、大西由之佑、奥溪真人、小島素樹、田井雄飛、高橋絢子、

西原亜理沙、古田顕尚、渡邊一輝 
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実施場所：  8号館の会議室やイニシアティブスペースなど 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生および教員、本学生命科学専攻の各研究室とその構成員 

実施期間：  2013 年 10月 21日 ～ 2013年 10月 28日 

 

＜概要／目的＞ 

研究・ビジネス・日常問わず国際化しつつある現代社会では、よりグローバルな経験やスキルを持つ人

材が求められている。大学院という研究・教育機関において学生がグローバルな経験を得るためには、

海外からの留学生との交流体験は最も効率的で有意義な手段のひとつであると言える。この事業は、同

じ生命科学分野からの留学生の招聘および歓迎などの運営を通して、英語でのコミュニケーションスキ

ルはもちろん、発表の技術や企画運営能力といった社会で求められる能力の多方面からの成長を参加者

に促すことを目的としている。また、日韓両国の学生交流により互いの文化や考え方への理解を深め合

い、両国にとって良い将来につながる活発な関係を築くことも重要な目的である。 

 

＜方法／活動内容／具体的成果＞ 

ソウル市立大学大学院生と本学生命科学専攻の大学院生との研究交流を促進するために、ソウル市立大

大学院生とのメールによる事前の連絡のやりとり、各研究室への受け入れ打診や時間組みの調整などの

受け入れ手配の活動を行った。上記以外にも、研究ポスターシンポジウムの運営、歓迎会や懇親会の開

催、留学生へのガイダンスやその他滞在中のバックアップなどを行った。 

 

準備（9月～） 

・企画メンバーの公募、企画内容の選定 

・ソウル市立大大学院生の受け入れ研究室手配 

・歓迎会、シンポジウムおよび懇親会の準備 

 

10月 21日 

 ソウル市立大大学院生の迎え 

 研究室受け入れ等の予定についてガイダンス 

 

10月 22日 

 各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

 歓迎会の開催 

 

10月 23日 

 各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

  

10月 24日 

 各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

  

10月 25日 

 各受け入れ研究室と留学生との交流促進 
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 ポスターシンポジウムおよび懇親会の開催 

 

10月 28日 

 ソウル市立大大学院生の見送り 

 

 

 

歓迎会の様子                 歓迎会にて、ソウル市立大学大学院生による紹介 

 

 

歓迎会にて、本学学生（田井）による紹介      ポスターシンポジウムの様子 1 
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ポスターシンポジウムの様子 2        ポスターシンポジウム、ポスター賞授与の様子 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

[細胞遺伝学研究室 M2 大橋ひろ乃] 

UOS 学生との，情報交換係(ポスタータイトル，研究室手配等)を担当した。英語でのメールのやり取り

ができたことが，自分にとって良い経験になったと思う。 

今回は準備期間が少なく，催促のメールを何度も出すなどがあった。研究室手配は双方の希望を受け入

れるため，時間を十分にとって行うべきである。 

 

[分子遺伝学研究室 M1 石川美咲] 

UOS 学生への歓迎会・懇親会準備係を担当した。今まで英語のやり取りを留学生と行う、という経験が

なかったため、最初は不安であったが、つたないながらも意思疎通ができて良い経験になった。 

当日、他の係の人との連携がうまくいかなかった部分もあったため、会の準備と当日の予定をもっと綿

密に立てるべきだったと思う。 

 

[細胞遺伝学研究室 M2 段晶華] 

UOS 学生との連絡を担当した。もともと留学生であって日本で日本人の学生と話しながら日本の文化を

学ぶのも面白かったのですが今回は韓国人との交流ができて日本と韓国、中国の文化の近いところと違

いを感じられた。パティーなども楽しかったですが毎日パティーをやるより韓国の学生だちによっては

せっかくの機械だからもっと多い時間を日本はどんなところか首都大はどんな学校なのかを伝えたほ

うがいいかなと思う。 

 

[植物ホルモン機構研究室 M1 高橋絢子] 

主に観光を担当した。今回、初めて留学生と接触し、英語の能力不足を感じた。しかし、この機会に外

人とのコミュニケーションの楽しさを知った。また、企画内容については、予定通りにいかないことが

多く、もっとゆとりを持って計画すべきだったと反省している。また、企画委員の中で仕事分担はした

が、全員で協力すべき場面が多々あり、仕事内容の共有をするべきだと感じた。 

 

[環境微生物学研究室 M1 小島素樹] 

ポスターシンポジウムの運営を担当した。準備期間が短かったことから、首都大側の学生の発表者を集

めるのに苦労した。また、当日の設営準備など準備不足である点がいくつかあり、より綿密な計画を練

るべきだと感じた。しかし、UOS側、首都大側ともに有益な交流をできたと思う。 

 

[環境微生物学研究室 M1 西原亜理沙] 

ポスターシンポジウムの運営を担当した。担当企画について、UOS 側の参加者に比べ首都大側の参加者

は、UOS とポスターを通じてのコミュニケーションが少ないように感じた。これは、UOSメンバーは貼

りつきで発表していたため、仕方のないことでもあるのだが、もう少し全体が上手く回せそうな研究に

関する交流ツールを今後検討していく必要があるように思った。 

 - 86 - 



 

[環境微生物学研究室 M1 田井雄飛] 

懇親会での学校紹介プレゼンテーションと観光を担当した。本格的な英語での異文化交流を体験するこ

とが出来たが、一研究者としての学術的な討論などのコミュニケーションが少なく、本事業の趣旨から

少し離れてしまったと反省している。 

 

[神経生物学研究室 M1 奥溪真人] 

UOS 学生への歓迎会・懇親会準備係を担当した。遂行した内容は、プログラムの作成、料理の準備、当

日の司会進行であった。歓迎会での UOSと TMU それぞれの代表による大学紹介は良かったが、もう少し

深い内容の企画を盛り込むことが出来れば良かったと反省している。 

 

[細胞遺伝学研究室 M1 渡邊一輝] 

各研究室とのやりとりや観光，その他申請等の雑務を行った。短い期間・限られた時間の中で，メンバ

ーや関係者同士効率良く連絡を取り合い物事を決めていくことの難しさを感じた。また，企画の目的・

モチベーションを早いうちに関係者内で共有することは必須である。企画全体として，留学生にもっと

楽しんでもらう（学術的にも，国際交流としても）ようなコンテンツを充実させるべきだと考えるが，

参加者の研究活動等の都合との折り合いを考えても，初期の段階でいかに企画委員を募るかというとこ

ろからすでに勝負が始まっているのかもしれない。 

 

[植物ホルモン機構研究室 M1 大西由之佑] 

主に経理・観光案内・料理を担当した。普段機会の無い英語でのコミュニケーションに苦戦したが、同

時に非常に楽しい経験となった。企画内容については、朝から晩まで予定を組み込んだためＵＯＳメン

バーの体力的な面をもう少し考慮する必要があると考える。 

 

[植物ホルモン機構研究室 M1 古田顕尚] 

会計を担当し、準備段階でのお金の整理や予算の計画を行った。企画段階のみの参加となり UOSメンバ

ーとの交流が出来なかったことが心残りだ。当初の予算案とは差が出た部分もあり、計画をより綿密に

スピーディーに行い、お金の使用用途をノートに明記する必要性を感じた。  

 

最終記入日時：  2014/02/13 22:39:20 

 

（１２） 

タイトル：  2013 年度 UOSxTMU交換留学（大西） 

実 施 者：  大西 由之佑 

実施場所：  ＵＯＳ 

対象・人数：  ５ 

実施期間：  2014 年 1月 20日 ～ 2014年 1月 27 日 

 

＜概要＞ 

 ソウル市立大学(UOS)―首都大学東京(TMU)交換留学 
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＜目的＞ 

普段用いる機会の無い、英語を介した研究交流を通し、国際感覚を身につける。 

 

＜同行者＞ 

・山本 謙太郎（発生プログラム研究室 M1） 

・古澤 孝太郎（神経分子機能研究室 M1） 

・ゴビンダ シャーマ（神経分子機能研究室 D1） 

・村上 勇樹（動物生態学研究室 M1） 

 

＜スケジュール＞ 

 1/20（月）出国 

 1/21（火）labにて実験 

 1/22（水）labにて実験 

 1/23（木）UOS-TMU Joint Life Science Conferenceに参加 

      ポスター発表およびシンポジウムの傍聴 

 1/24（金）labにて実験 

 1/25（土）観光 

 1/26（日）観光 

 1/27（月）帰国 

 

＜実験内容＞ 

【1/21（火）】 

 実験に用いる動物細胞の培養。 

【1/22（水）】 

 動物細胞への cDNAトランスフェクション。 

【1/24（金）】 

 cDNA トランスフェクション細胞の顕微鏡を用いた観察。 

 

 

＜成果や感想など＞ 

cDNA(ＧＦＰ)トランスフェクション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究室にて実験を指導したＢ４時、交流委員となり更に親睦を深めたＭ１時。 
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そして今回、私自身がＵＯＳへと赴いた。 

言葉や文化（特に食文化）の違いに戸惑いながらも、 

拙い英語と身振り手振り、積極的な挑戦（特に食文化）により、 

彼らとの仲を深め、 

英語に対し嫌悪感を隠しきれなかった私は既にそこにはいなかった。 

人生の大きな分岐点に立つ今。 

この国際交流プログラムは私の進むべく道を大きく世界へと向けた。 

UOS メンバー並びに、この国際交流プログラムにはとても感謝している。 

 

 

 

最終記入日時：  2014/02/18 15:24:22 

 

（１３） 

タイトル：  2013 年度 ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 発生プログラム研究室 

実 施 者：  関上由佳、中澤啓一、森田千裕、塩入直也、志村智、山崎卓哉（発生プログラム研究室） 

実施場所：  発生プログラム研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 2名 

実施期間：  2013 年 10月 24日 ～ 2013年 10月 25日 

 

＜概要／目的＞ 

 本件はソウル市立大学との交換留学プログラムの一環として行われたものである。留学生を本研究室

に迎え、自分達が普段行っているような実験を教え、実際に行ってもらう。また、分野の異なる研究者

として、お互いの研究について英語で議論した。 

 基本的に普段は日本語でしか議論をしていないため、このような機会を通じて英語で自分（または相

手）の研究に関する議論をするコミュニケーション能力や自ら会話しに行く積極的な姿勢などを養う。

また議論を通じて互いの研究を理解することで、他分野の知識や意見を吸収することも目的となる。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・事前準備 

本研究室で用いている実験動物であるニワトリ・ホヤの両方の実験をそれぞれ行った。そのための実験

内容やスケジュールなどを話し合った。 

 

・ニワトリ胚を用いた実験 

ニワトリの 1日胚を用いた New培養と、二日胚を用いた神経管への in ovo エレクトロポレーションを

行った。 

 

・ホヤ胚を用いた実験 

カタユウレイボヤ卵の媒精、受精卵の形態変化観察、および幼生の観察を行った。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

当たり前だが、実験の説明から雑談を含め全ての会話が英語だったので非常にいい経験になった。しか

し、普段行っている実験に関して英語で考えたことがほとんどなく、説明中も言葉が出てこなかったり、

後で振り返ると少し意味合いの違う言葉を使ってしまっていたりなど、準備不足であったことは反省点

である。また受け入れ側としての反省は、少し実験スケジュールを詰め込みすぎたかもしれないことで

あると思う。短い期間で多くのことを学んで欲しいとは思うが、少し余裕をもったスケジュールにした

方がいいと思った。（志村智） 

 

１年前に同様の企画に参加したときは、実験手順を英語で適切に説明することができず、歯がゆい思い

をした。今回はその反省を生かし、院生同士で英語の説明のリハーサルを行ったことで、言葉に詰まっ

てしまうような事態は昨年よりは少なくなったと感じている。それでも、自分の英語力が低いことを実

感したので、今後は日常的に英語で物事を考えるように、日々の勉強の仕方を見直したい。また、事前

に実験のスケジュールを詳しく決めたことで、比較的、時間に余裕をもって実施できたことは良かった。

（中澤啓一） 

 

今回は研究についてのディスカッションを留学生と行った。これまで研究について英語でディスカッシ

ョンする機会が少なかったため、自分の考えをうまく英語で表現することは難しいと改めて感じた。特

に英語で話す際に、一度日本語で考えてから英語に置き換えるというプロセスを払拭できず、円滑なコ

ミュニケーションとはいかなかったのが課題である。英語の読み書きの力をつけることに加え、考えや

思いを伝えるためにはそれ以上に表現力やコミュニケーション力も必要だと思うので、これからの日常

生活の中で積極的にこれらの課題に挑戦していきたい。（塩入直也） 

 

昨年も同企画をおこなったが、そのときは準備不足で留学生とうまくコミュニケーションが取れず、反

省点が残った。そこで今回は、観察をメインにおこない、ホヤの発生について興味を持ってもらおうと

した。事前に操作を英語で説明する練習をおこなったことにより、昨年よりは自然に説明ができたと感

じている。ポスター発表では、留学生たちの研究について話を聞くことができたが、自分自身の研究に

ついて話す時間がとれず、残念だった。（森田千裕） 

 

今回は実験指導と研究についてのディスカッションを行いました。高校生に対する実験指導で、実験に

ついて説明する能力は付いていましたが、英語での説明は初めてでした。英語での説明については、ニ

ュアンスを英語で伝えるのが難しく、苦労しました。この点について、分かり易く伝える為にはどのよ

うに言えば良いか改善したいと思いました。ディスカッションについては、たどたどしい英語ながらも

私の研究について伝える事が出来たと考えます。自分の研究を英語で考え直す良い機会となりました。

（山崎卓哉） 
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最終記入日時：  2014/02/20 10:57:31 

 

（１４） 

タイトル：  2013 年度 UOS×TMU交換留学（村上） 

実 施 者：  村上 勇樹 

実施場所：  韓国ソウル市立大学(UOS) 

対象・人数：  5名 

実施期間：  2014 年 1月 20日 ～ 2014年 1月 27 日 

 

【概要】 

ソウル市立大学(UOS)×首都大学東京(TMU)日韓交換留学（2014/1/20~2014/1/27） 

 

【目的】 

・韓国の文化的特徴について学ぶと同時に、日本の文化について知ってもらう 

・日常会話から実験、発表における学術用語に至るまでの、英語力およびそれを用いたコミュニケーシ

ョン能力の向上 

・自分が今まで触れてこなかった、他分野の研究について実際に手を動かしながら学ぶことで、幅広い

知識や技術を身に付け、視野を広げる 

・他分野の研究者に自分の研究について正確に伝えるための能力を向上させる 

 

 

【同行者】 

山本健太郎（発生プログラム研究室 M１） 

大西由之佑（植物ホルモン機構研究室 M１） 

ゴビンダ・シャーマ（神経分子機能研究室 D1） 
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古澤孝太郎（神経分子機能研究室 M1） 

 

【スケジュール】 

1/20（月）10:00羽田空港出発、15:00金甫空港到着、17:00頃 UOS到着、手続き 

1/21（火）Structural Biology Laboratoryにて実験 

1/22（水）Structural Biology Laboratoryにて実験 

1/23（木）UOS-TMU Joint Life Science Conferenceに参加、ポスター発表 

1/24（金）Structural Biology Laboratoryにて実験 

1/25（土）観光 

1/26（日）観光 

1/27（月）10：00頃 UOS出発、観光、空港へ移動、20:00金甫空港出発、10:30 羽田空港到着 

 

【実験内容】 

・1/21（火） 

実験についての解説を受け、その後大腸菌へのタンパク質導入操作を体験。 

・１/22（火） 

増殖させた大腸菌から任意のタンパク質を抽出。さらに抽出したタンパク質を結晶化。 

・1/24（木） 

結晶化が完了したタンパク質に X 線を照射し、構造解析を行うとともに、顕微鏡で観察し、写真を撮影

した。 

 

 

【成果・感想】 

実験 

馴染みのない実験、馴染みのない用語、その上英語による解説に基づいて実験を進めなくてはならず、

度々説明を聞き返して進行を遅らせてしまうことがあった。しかし、日を追うごとにミクロ生物学の専

門用語等も段々と理解することができるようになり、最終的には無事にタンパク質の結晶を観察するこ

とに成功した。コミュニケーション能力の不足を痛感する局面も多々あったが、逆にソウルの学生と馴

染んでいくにつれ、意思疎通が容易になっていくことも感じることができた。 

 

ポスター発表 

ソウル市立大学にはマクロ生物学の研究室が基本的に存在しないため、私の研究分野である動物生態学

はおそらく、現地の学生にはほぼ馴染みがない。そのため、一般の方に向けて話すようなつもりで、ゆ

っくりと簡潔に発表した。取っ付きやすい内容であったことと、既に皆と仲良くなった後であったとい

うこともあり、非常に多くの学生が集まってくれた。発表自体は特に問題なく進行できたが、今後の展

望や、より大きなスケールの生物学的な現象との関連性についてなどの「発展的な質問」に対し、満足

のいく回答ができなかったのが反省点である。この経験は今後の学会等にも活かしていくつもりだ。 

 

その他 

お互いネイティブではないため、かえって英語によるコミュニケーションは最初に想定していたよりも

はるかに気兼ねなくできた。そしてなにより、ソウルの学生たちが本当に丁寧に世話をしてくれたおか
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げで、全くストレスなく学ぶことができた。そのため、かつて首都大に招待した際の自分の対応との差

を、はっきりと見せ付けられてしまった。ある意味これが最大の反省点であったように思う。このよう

に、一度交換留学先に出向くことによって、次に首都大が招待する際には、自分がかつてしてもらった

ように、より真摯に対応したいと思える。これも交換留学制度の重要な意義の一つであると確信した。 

 

 

最終記入日時：  2014/02/27 11:25:01 
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Ⅴ 外国研究 

（１） 

タイトル：  過小評価されてきた地下部植食：最適防御理論は植物個体全体に適用できるか？ 

実 施 者：  角田智詞（植物生態研） 

実施場所：  Ecogenomics group (EGG)、 Institute for Water and Wetland Research、 Radboud 

University Nijmegen、 the Netherlands 

対象・人数：  1 

実施期間：  2013年 4月 7日 ～ 2013年 7月 5日 

 

～概要～ 

植物地下部の食害に対する化学防御の実態に迫るため、派遣先研究機関に約 3ヶ月間滞在し、実験を行

った。ダイコンやワサビなどが属するアブラナ科植物などを用いて、平たくいえば、植物体の辛さと味

を、葉や茎、主根、細根などに分けて評価した。また、昆虫が好む植物地下部はどこか調べた。 

 

～コンテンツ～ 

研究背景、派遣にいたるまで、研究環境、大学での日常生活、自身の研究 

 

～研究背景～ 

報告者は、根を食べる昆虫と草本の関係を、卒業研究以来検討してきた。なぜなら、生態系の多様性を

創出する主要因は、植物を中心とする生物間相互作用であり、地下部の被食が植物の生存・成長に及ぼ

す影響は、地上部の被食より一般に大きいからである。 

最適防御理論は、動物の被食を免れるために植物がとる戦略の説明として、最も有力な仮説である。防

御形質の生産にはコストがかかるので、植物は無尽蔵に防御形質を生産するのではない。被食されると

ダメージが大きい部位（e.g.光合成効率の高い若い葉、種子産生に直接影響する花茎）で、防御形質を

多く生産すると、最適防御理論から予測される。 

実際、地上部では、最適防御理論を支持する研究が多くある。しかし、地下部は研究対象とされておら

ず、報告がほとんどない。地下部の被食の方が影響が大きいことから、また、タバコやアブラナ科植物

では、地上部よりも地下部の方が化学防御物質の濃度が高く、その種類も多様であることから、地下部

の知見の不足が、植物の生存戦略の理解を妨げている可能性も否めない。 

そこで、技術的・設備的に首都大では実施が困難だった、地下部の化学防御物質の定性・定量実験など

を、派遣先研究機関で行った。材料には、化学防御物質であるグルコシノレートを含む植物を用いた。

なぜなら、グルコシノレートは植物体全体に分布しており、地下部も含めた個体全体で防御の評価・比

較が可能だからである。 
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最適防御理論を支持する地上部の例。派遣先での実験にも用いた/Brassica nigra/の茎は、トライコー

ムの密度が根元で高い。根元を切断されると、地上部すべてを失うため、よく防御されていると考えら

れる。 

 

～派遣に至るまで～ 

派遣に先立ち、報告者は、2012年10月にロンドンで行われたシンポジウム"Aboveground and belowground 

interactions: technologies and new approaches"の発表で、受入研究者であるニコル・ファン・ダム

教授と議論を交わした。ニコルは、帰国後のメールのやり取りで、共同研究の示唆を与えてくれた。彼

女は、ドイツ・マックスプランク研究所やオランダ・生態学研究所など、関連分野の研究がとても盛ん

な機関を経ており、かつ、複数のレビューも執筆している。この絶好のチャンスを生かすため、メール

で実験計画をつめ、今回の派遣に至った。 

宿泊先は、先方のインターナショナル・オフィスが手配してくれた。家具付きアパートで、快適に生活

できた。 

 

～研究環境～ 

ハード面 

派遣先研究機関につくと、パソコン付きデスクと、ガラス温室 1部屋、2000m2 ほどの半自然草原、自転

車が与えられた。しかし、その日からさっそく作業が始まり、ジェットラグなどといってる隙は与えら

れなかった。 

上述の設備に加え、植物の化学成分分析のための実験室・機器や人工気象器、通風乾燥機、フリーズド

ライヤー、ディープフリーザなどの自由な利用が許可された。広大な実験室が、Plant Genetics Lab.

と Molecular Plant Physiology Lab.と共同で、維持管理されている。 
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また、首都大では入手できないマイナーな雑誌の論文もフリーで入手できた。日本での普段の研究環境

より整っており、何一つ不自由がなかった。 

EGG では、コロラドポテトハムシやキャベツハナバエ、モンシロチョウが、実験昆虫として累代飼育さ

れている。また、さまざまな種・変種の植物の種子がストックされている。これらは他大学とも、共有

されている資源らしい。Wageningen大学のモンシロチョウストックが、ウィルスにより壊滅的被害を受

けたときは、EGGのストックを供与していた（実はその後、EGGのストックも被害に遭うのだが。実験

生物管理の難しさを勉強することとなった）。 

 

ソフト面 

EGG の構成員は以下の通り。 

ニコル（教授）、マリアンヌ（秘書）、ロブ（テクニシャン）、ナーディア（眼鏡が素敵なテクニシャ

ン）、トム（ポスドク）、ホルガー（ドイツからの D学生）、デュイ（ベトナムからの D 学生）、ラビ

ニア（イタリアからの修士学生）、プル（中国からの修士学生）、セバスチャン（修士学生）、キム（修

士学生）、セリーナ（修士学生）、ローラ（学部学生。インターンとして参加？）、ユリア（南斗最後

の将？セミナーなどに参加していなかったので不明）、メンゲスティ（エチオピア人。ケント大学（ベ

ルギー）の学生で、インターンとして 4ヶ月滞在） 

 

ロブは筋金入りのテクニシャンという感じで、実験室でのさまざまな案件を取り仕切っている。彼自身、

Nature 誌にファーストで論文を書いているので、研究のさまざまな事情に精通しており、誰からも信頼

されている様子である。 

ホルガーは、ホースでニコルに水をかけようとしたり、プロトコルをはしょる裏技を教えてくれたり、

明るいうちからビールを飲んでいたりと、悪ガキ風の面白いやつである。おそらく、僕が英語を流暢に

話せたら、一緒になっていろいろ悪さをしていただろうから、英語が話せなかったことは不幸中の幸い

だった。 

セバスチャンには、運動なりカロリー制限なりをし、減量することを強く勧める。なぜなら、彼には健

康に生活してほしいと思うからである。実験室での実験は、彼にプロトコルを教わり、世話になりっぱ

なしだった。プレゼンもとても上手い。走行 11 万キロを超えたマニュアル車で、エキサイティングな

走りをする（アウトバーンが無料だから、良く走るらしい）。オートマは退屈だという考えの持ち主。 

ラビニアは、日本の文化が大好きだと言う。報告者の実験ノートを熱心に覗き込んでいるから、勉強熱

心なのかと思ったら、日本語に感動している最中だという（実際、研究も熱心だが）。エヴァンゲリオ

ンやドラゴンボール、となりのトトロ、聖闘士星矢など、日本アニメの名前を挙げはじめたらきりがな

い。日本文化好きというより、ただのアニオタ女子という可能性も否めない。イタリアにいる友人宛の

手紙「帰ったら新世紀エヴァンゲリオンを一緒に見ましょう」を和訳させられたことを考えると、むし

ろ、その可能性はかなり高い。 

紹介すると枚挙にいとまがないが、要するに、国籍や身分がまさに多様で、日本人の自分がいても違和

感を覚えなかった。しかし、日本人ということは意識させられ、それなりの仕事はせねばという責任感

を自然ともつようになった。また、構成員に対し「適材適所」という言葉がまさにぴったりで、実に効

率よく研究が進んでいると感じた（このシステム故、オランダの基礎研究レベルは高いのだと感じた。

しかし、誰もが思いつかなかった工業製品を開発するような奇人変人が育ちやすいかといったら、そう

でもない気もした）。 
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実験圃場 

実験圃場は有名で、さまざまなプロジェクトが進行している。報告者の滞在中も、国内外の他研究機関

からしばしば視察が来ていた。その上、増築計画があるのだから驚きである。 

 

 

 

統括のゲラードのもと、おばちゃんと BMのオフ車乗りのおっちゃん、VFR800乗りのおっちゃん（六平

直政さんを 10 倍渋くした感じ）が、圃場を管理している。六平さんは HONDA党ということで、同じ HONDA

乗りとして仲良くなれた（それだけで会話のネタができるのだから、本田に感謝。排ガス規制前最後に

出た、限定生産のトリコロールだったら、試乗させてもらってたかも）。日曜にも圃場で実験している

と、水やりにきた六平さんから「これが人生ってもんだよな、わけぇの」という言葉をいただけた。言

語や文化の壁を越えて、自分の努力を認めてもらえた気がした瞬間だった。 

 

～大学での日常生活～ 

自然科学棟は 2005年に建てられた、4 階建ての建物である。スタッフも学生も、移動には階段を使うの

で、エナジーセーフティーな構造である。 

 

各階には、カフェ的なスペースが設けられ、コーヒーやエスプレッソが飲み放題である。9時過ぎには

みなそろっており、コーヒーを飲むことから一日が始まる。 
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スタッフも学生も、リンゴをよく丸かじっており、学内の至る所にリンゴの芯が落ちている。おめかし

した女の子が、自転車こぎながらリンゴをかじっている風景は、さすがに笑える。AKB48の PV でも、そ

んな衝撃的なシーンはない（はず。でも 48人もいるなら、誰か一人はかじってても良いか？）。 

 

同じ感覚なのか、バナナの皮もよく落ちており、しまいにはバナナまで落ちている始末(捕獲レベル高）

EGG では 2週に一度、scrambleという名のもとミーティングがある。スクランブルと聞くと、プロトデ

ビルンに対してスクランブルするダイヤモンドフォース（＋バサラのファイアーバルキリー。決して戦

闘には参加しない）の図を思い描く人も多いと思うが、その正体はとてもフランクなミーティングであ

る。研究室の構成員がこの 2週間で行ったことと、次の 2週間で行うべきことが、この場で共有される。

また、学会発表が近い人などのプレゼンが行われる。 

 

また、EGG paper reading club も隔週である。担当者が選んだ論文 PDFが 1 週間ほど前にメールで添付

され、当日はそれを持寄る。30分の silent reading ののち、担当者から、選択理由と研究内容の簡単

な説明がなされる。その後、各々から、論文内で理解が難しかった点が質問され、議論となる。最後に、

論文の改善点を指摘する。合計 1時間半の濃い時間が気づいたら過ぎている。 

 

さらに、Molecular Plant Physiology Lab.と Plant Genetics Lab.と合同のディスカッション・ミーテ

ィングが、不定期に水曜 9時からある。EGG では、食害に起因する遺伝子発現の変化などを評価するラ

ボワークも行われているので、植物分子生物学の研究室と緊密な連携がとられている。このミーティン

グでは、研究計画や新たにとれたデータが学生により発表される。一般的な研究室ゼミという感じだが、

広い分野の皆さんからコメントを得られ、うらやましい限りである。 

 

7月に学位を取る Plant Genetics のクラースは、自分が申し訳ない気分になってくるほどのナイスガイ

 - 98 - 



で、印象的だった。報告者が 4月に実験を始めた頃は、もうすぐ PhD プロジェクトも終わりだと言って

いたのが、しばらくすると、thesisが刷り上がったと言って、一部分けてくれた(100 部くらい刷って

いる模様）。中には公聴会の招待券が挟まれていた。 

当日の会場は、聴衆の席と審査委員の席が向かい合い、その間で candidateが話をするという、なんと

も物々しい構造。審査委員 7 人は、最後に鐘を鳴らしながら入場してくる。審査委員の入退場時は全員

起立する。みな神父さんみたいな格好をしており（むろん帽子も着用）、Plant Genetics のヘッドであ

るティッティが、特に似合っている。となりにヨハネ・パウロ 2世が並んでいても違和感はないだろう。

うちの可知さんや準一郎さんがあの格好をするところも見てみたいので、首都大も審査の形式について

議論する余地がある（まあ Radboud Univ. Nijmegenがカトリック系の大学らしいことから、この形式

になっているのだろうが）。 

10分だけ研究の要約を述べた後、審査委員のうち 4人から 50 分間の質疑応答となる。気難しい顔をし

て、淡々と質問をする人もいれば、受け狙いの質問なのか、聴衆が笑ってしまう質問をする人もいる様

子。様子しかわからないのは、全てのやり取りがオランダ語で行われているため。質疑応答はきっちり

時間で区切られ、審査委員が退場していく。10分後に、また審査委員が入場してきて、クラースが筒を

受け取る。その際、「今日からドクターだ」みたいなことを言われていたので、筒の中には修了証が入

っているのだろう。そして、拍手喝采を浴び、審査委員とともにクラースが退場していった後、お開き

となった。 

 

公聴会と言えば、EGGのテニュトラ助教公募の最終候補者 2 名による公聴会も行われた。こちらは本人

以外は緊張感はなく、コーヒー片手にみんなで聞きにいくという感じだった。様子を見ながら、どちら

が採用されるか考えていたが、結果はいかに。 

 

他は基本的に日本と変わりなく、皆自由にやっていて良い。 

自分の席でシャボン玉を飛ばしているのは、報告者らがラジコンヘリを飛ばしているのに相当。 

となりから地獄のロックライダーが無限ループで音漏れしてくるのは、報告者が NWOBHMを聞いている

のに相当（伊藤正則のラジオ or AFN以外でミートローフの曲を聞くのは初めて。調べてみると、当時

オランダチャートで 1位を獲得していたらしい。ならば、オランダ人の琴線に触れるのはオペラティッ

クな HR/HMかと思い、ナイトウィッシュやピーシャも流れてくるかと期待するが、そうでもない）。 

 

～自身の研究～ 

報告者が行った実験・サンプリングの概要を記す。 

 

1．植物の栽培。 

栽培実験による欧米研究者の植物生態学研究には、とても少ない反復数でも結果が有意な研究が、しば

しばある。その結果に対し、報告者は、論文を読んだだけでは、ある種の不信感を抱いていた。なぜな

ら、首都大で自身が行っている栽培実験の感覚から考えると、あり得ない精度の高さだからである。し

かし、ニコルから植物の栽培方法を教えてもらい、また、栽培実験施設を見て大分納得した。その方法

は、生育環境のばらつきを極力なくすための緻密なものだったからである。おかげで、成分分析や実験

に用いるための植物は、一切の支障なく準備でき、5月上旬に刈取れた。 
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2．植物の化学成分の抽出・分析。 

刈取った植物サンプルを用いて、5月中旬から、化学防御物質であるグルコシノレートの抽出を行った

（van Dam et al.、 2003 （New Phytologist） arranged by セバスチャンの方法）。これが意外と大

変で、サンプル数は 600くらいだと言うと、誰からも笑われてしまう。毎日実験しているので、いろい

ろネタにされる始末。来る日も来る日も、シコシコ抽出し続けた。 

抽出したグルコシノレートは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分析した。その結果は、とても興

味深かった。クロマトグラフで検出されたグルコシノレートの一部には、種類を特定できないものもあ

った。これらについては、Radboud Univ. Nijmegenの他の部門に、解析を依頼している。 

 

3．実験に使うジェネラリスト地下部植食者の収集。 

圃場の増築予定地の半自然草原で、ジェネラリスト地下部植食者を収集した。半自然草原を前にした時、

正直、ここから見つけ出すのは難しいかもと思った。しかし、「この土地は全てトモノリの土地だ」と、

みんながそろってにこやかに言うので、引くに引けない空気になっていた。 

 

 

となりの保育園から向けられる「あのおじさん、いい年してお砂場遊びかな？」という無垢なまなざし

を意識しながらの収集。日蘭交流には 400年以上の歴史があり、鎖国中も、日本が唯一交易した国がオ

ランダだという。しかし、一人で草原を掘り返し、根を食べる昆虫を数百匹収集することを目的として

渡航したのは、報告者が初めてだろう。従って、好奇心旺盛なちびっ子たちが、熱い視線を向けるのも

無理はない。 

結果、実験を行えるだけのジェネラリスト植食者を収集することができた（視線に負けなくて良かっ

た）。自身の実験後も元気だったジェネラリスト植食者は、Wageningenのグループへと譲渡された。 
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4．ジェネラリスト or スペシャリスト地下部植食者を用いた摂食実験 

地下系におけるグルコシノレートの分布と植食者の好みの関係を調べるため、収集したジェネラリスト

植食者と、EGG で累代飼育されているキャベツハナバエ（スペシャリスト植食者）を用いた実験を行っ

た。これまた、興味深い結果が得られた。 

 

帰国前日のスクランブルで、以上の一連の内容をプレゼンした。内容も良く伝わったようで、好評だっ

た。8月の国際学会でもポスター発表をするという話をしたら、ストーリーも良くできているので、そ

の次は口頭発表するよう薦めてくれた。 

以上、初めての環境で、約 3ヶ月間でのベストは尽くせたと自負している。 

 

～感想など～ 

福田先生と生命事務の中村さんには、派遣に際し便宜を図っていただいた。また、植物生態研の鈴木準

一郎さんと須田元美さんには、派遣中も日本でのプロジェクトに協力いただいた。この場を借りてお礼

申し上げる。 

 

現地では、本当に皆さんに親切にしていただいた。 

大家のハーマンとハニーは、気さくにいろいろ世話してくれた。ハーマンは料理教室の主催人というこ

ともあり、箸まで用意してくれていた（食器が 4人分もあると、一人暮らしの張り合いのなさも覚えた

が）。 

ニコルは、ピンボールのようにあちこち出張や会議にでかける合間を縫い、計画の相談や実験操作の指

導に限らず、自転車の鍵の購入などささいなことまで、本当に良く面倒を見てくれた。彼女が言ってる

ことの半分くらいは冗談で、コミュニケーションがうまく、頭の回転が速い人だと思った。 

 

異なる地理環境で土壌昆虫を探すという経験から、新たな視点も得られた。 

それは、日本には研究対象とする生物資源が豊富に存在するという点である。この視点を得られたとこ

ろに、日本の研究者から機会をいただいたことから、世界の土壌生物多様性についての図鑑"Global 

Atlas of Soil Biodiversity"の一部を担当するという、思わぬ副産物も得られた。また、野外調査の

課題点も明確にできた。 

 

これは派遣前からわかっていたが、ポスターやスライドなどの準備無しで、英語で議論することは、絶

望的にできないことがよくわかった。これは今まで、熱い情熱さえあれば研究はできると考え、英語の

勉強をなまけてきたからである。新たな目標ができたともとらえられるので、良かったのかもしれない。 

 

オランダを好きになれたし、日本を再発見できた。 

また機会を作り、研究しにいくつもりである。 

 

記．2013 年 7月 6日 

追記．2013年 7月 21日（写真を追加） 

追記．2013年 8月 22日（本研究の一部を、"Special seminar of Ecology: Chemical defenses and 

phenotypic responses against enemies in plants and animals (@Tokyo Metropolitan Univ.、 15、 

Aug. 2013)"にて、"Underappreciated belowground herbivory: experimental studies on the optimal 
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defense theory of a whole plant "と題し、発表した。）  

 

 

最終記入日時：  2013/08/22 19:51:05 
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（２） 

タイトル：  ショウジョウバエ記憶研究における新規実験技術の習得 

実 施 者：  井並 頌, 

実施場所：  The Iowa University 

対象・人数：  １人 

実施期間：  2014 年 2月 24日 ～ 2014年 3月 24日 

 

＜概要／目的＞ 

The Iowa Universityにて、Ph.D. Toshihiro Kitamoto のもとで新規実験技術を修得する。また、英語

でのディスカッションやプレゼンを通して、海外の研究者に対するコミュニケーション能力の向上を目

的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 

留学先の研究室では、①CAFE assay、②2-choice assay の 2つの実験系を確立する。 

これらの実験技法を修得することにより、ショウジョウバエの摂食行動を量・質の観点から測定するこ

とが可能である。また摂食行動の変化は、自身の研究テーマである記憶とも関連性があると考えられて

おり、帰国後に所属研究室に還元することが期待される。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

留学先では、記憶の異常も報告されている DopEcRの変異体についての行動解析を行った。通常のショ

ウジョウバエでは、飢餓条件直後は採餌行動を積極的に行うため睡眠は抑制される。しかし、DopEcR変

異体では飢餓条件後の睡眠は抑制されない。以上から、DopEcR変異体では飢餓状態後の摂食が促進され

ないために採餌行動も行われないことが考えられる。これを検証するため、留学先の研究室で以下の 2

つの実験系を確立した。 

 

①CAF&#201; assay 

この手法では、エサ入りのキャピラリーを用いることで、ハエが時間内に「どの程度」エサを食べたか

を測定することができる(PNAS, 2007)。この手法を確立し、野生型と DopEcR変異体で摂食量に差があ

るかどうを検証した。その結果、飢餓状態でなければ同程度の摂食量であることを確認した。今後は、

飢餓条件後に、野生型と比較した DopEcR変異体の摂食量を定量化することが期待される。 

 

②2-choice assay 

この手法では、２種類の色素を用いることで、エサに対する好みを調べることができる。この手法を確

立し、D-Glucoseと異性体であり代謝されない L-Glucose に対する好みを検証した。野生型では、飢餓

条件前ではどちらの糖も同程度に好むが、飢餓条件後は代謝可能な D-Glucoseを好むようになる(Nat 

Neurosci, 2011)。これは、飢餓条件後には栄養価を感知する経路が働くためと考えられている。検証

の結果、飢餓条件後には D-Glucoseを好む傾向が見られることを再現することができた。今後は、DopEcR

変異体においても、飢餓条件後に栄養価を感知する経路が正常に働いているかどうかを検証することが
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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）＞ 

滞在した The University of Iowa では、これまでとは異なる実験テーマに取り組むことで、新たな視

点から物事を考えることができた。特に、アメリカの研究者のダイナミックな考え方、新しいことに積

極的にチャレンジする姿勢には驚かされ、このような視点で物事を見る大切さを覚えた。しかしながら、

同時に、海外の研究機関で行われている実験やセミナーに参加することで、日本のサイエンスのレベル

の高さを再確認するとこともできた。語学面では、意思疎通の難しさから、ディスカッションで言いた

いことを伝えられずにもどかしい思いを何度もした。今後はより積極的に訓練をして英語力を高めてい

きたい。 

 また研究面以外でも、ホームパーティーに招かれたり、友人と近隣の観光地へ赴いたりとアメリカの

分化を味わうことができた。また海外で PIを目指しているポスドクの方や、実際に PI になられた方の

話を聞くことができたのも大きな収穫であった。卒業後は海外でポスドクをしたいと考えており、自分

のキャリアパスを考える上でも非常に参考になった。これまでは海外の研究室についてぼんやりとした

イメージであったが、実際に海外で研究体験をしたことで具体的に考えることができるようになった。

改めて今回のような素晴しいチャンスを得られたことに感謝したい。 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は，最終項目のみ，全員記入ください．  

 

最終記入日時：  2014/03/26 18:50:08 
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Ⅵ 研究評価演習 

（１）研究計画書作成テーマ（PDDC、M2、民間助成） 
 
PDDC 大沼 耕平 ホヤ幼虫の光と重力の応答における脳・神経細胞回路の同定・解析 

PDDC 岩舘 佑未 大腸菌で細胞死を分裂非依存的に防ぐのに働く遺伝子の機能解析 

PDDC 山田 沙佳 腹部神経節によるアメフラシ消化管自律運動の支配機構 

PDDC 戸野 晶喬 東西で異なる歴史を経てきた温帯林集団は自由に混ざりあうのか 

PDDC 川口 達也 光合成大腸菌の作成・バクテリオクロロフィル合成系の再構成 

PDDC 関上 由佳 ホヤの発生と進化におけるHox遺伝子の構造、発現、機能に関する研究 

PDDC 藤原 弘平 大腸菌を用いた光合成機能の再構成 

PDDC 堀  清鷹 イタチシダ類の遺伝的関係 

PDDC 高木 光 大腸菌染色体大規模欠失株の解析とそれを利用した合成致死遺伝子群の解析 

PDDC 吉田 悠里 根特異的ストレス応答タンパク質RSOsPR10の機能および発現制御機構の解明 

PDDC 粕谷 菜月 ショウジョウバエの寄生蜂に対する寄生抵抗性の遺伝子同定と進化的意義 

PDDC 倉田 竜明 大腸菌染色体大規模欠失株の解析と微生物利用に向けた生育増強 

M2 坂部 尚隆 草本群集の構成の違いがイタドリ移入と攪乱処理の効果を変化させるか？ 

M2 高岡 愛 ヤギ駆除後の海洋島において海鳥の種間差による土壌の違いが植物の成長に及ぼす影響 

民間 

助成 

木村 泉美 ホウライシダのキメラ受容体、フィトクロム3の生理機能の解明 

～細胞内における局在部位と局在制御ドメインの解明、および結合因子の探索～ 

民間 

助成 

岩本 榮介 不規則な進化が引き起こす系統推定制度の低下とデータフィルタリングによるその解決 
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