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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。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。 

 

 

 

 

2012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 

英語をきちんと使うことのできる力は，国際的にコミュニケーションをとることができるだけで

なく，論理的思考の強化にも必要不可欠であると考えられる．生命科学専攻では，このため大学院

でのネイティブ講師による英語授業を実践しているが，個人の英語力に大きな違いが見られること，

実際に使用する場面が余りないことなどの問題もある．そこで，本年度の国際実践演習では，より

パーソナルに対応した効率の良いプログラムかつ，実際に外国の大学院生との交流および，国外研

究室での滞在研究，実践的な国際学会での発表支援などを行った．また，後期には，従来の予算に

加え，部局競争経費の追加分をもちいて，「英語で考える力をつける教育プログラム」という新た

なプログラムを試みた． 
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１，ネイティブ講師による「基礎英語力強化プログラム」（前期） 
生命科学専攻大学院では前期：１，後期３のネイティブ講師による英語力強化にむけた講義が開

講されている．多くの学生が履修するが，その中での英語力の差が多いこともあり，より少人数の

講義を開講し，基礎的な英語力をつけることを目的とした．英語力の取得には継続的な学修が必要

不可欠なので，宿題を多めにだし，毎日３０分から１時間以上の学習を義務づけた． 
 

２， ネイティブ講師による「英語で考える力をつける教育プログラム」（後期） 
前述の部局競争経費の追加分による新たな講義を行った．英語のビデオをみてすぐに英語で要約，

ネイティブ教員との早い英語のやり取りなど，これまで以上に英語力を鍛えるプログラムにした．

後期は就職活動などもあり，受講者は余り多くなかったが，きちんと受講した学生達は英語力の強

化を実感したようであった． 
 

３，ネイティブ講師による「ライティングクラス」 
後期には様々な論文発表の機会が増えることから週１回の論文校閲演習も行われ，希望者が講師

と独自にアポイントを取って履修できるような仕組みにした．大学院生だけでなく，教員の利用も

多かった 
 

４，韓国，ソウル市立大学との交流プログラム 
４年目を迎えるソウル市立大学との交流をおこなった．本年度はソウル市立大学の事情で，

UOS-TMU joint meeting が 10 月 21 日に開催され，教員１名および院生５人が招待された．院生

はその後１週間ソウル市立大学に滞在し，各研究室に分かれて実験手法等を学んだ．このときにソ

ウルに滞在した 5 人と，2011 月 2 月にソウルに滞在した 5 人が「ソウル市立大学交流委員会」の

中心メンバーとなり，ソウル市立大学の大学院生 5 人，教員１名を首都大学東京に招待し，全ての

連絡や行事の企画，実施を行った．歓迎会や歓送会のほか，生命科学専攻の院生会主催のスポーツ

大会への参加，研究発表会とベストポスター賞などの企画も行った．また，昨年度と同様，ソウル

市立大学からの院生は研究室に配属され，それぞれの研究を体験したほか，研究室の学生との交流

も行った．今回は昨年度までの反省を元に，ソウル市立大学の院生が選んだ研究室に加え，こちら

で選んだ研究室の２つに滞在してもらうことで，より多くの学生との交流をおこなった．新たにソ

ウル市立大学の院生を迎えた研究室では，慣れていないこともあり，学術的プログラムが少なかっ

たという反省点はあるものの，今までに比べ，多くの学生が積極的に交流プログラムに参加してい

た．また，ソウル市立大学の教員と，首都大学東京の教員との懇談で，このプログラムを長く続け

ていくことが確認された．学生達は Facebook などの交流ツールで英語での交流を深めており，国

際交流へのハードルがどんどん低くなっているとの感想をもつ学生が多かった． 
 

５，海外短期研究 
本プログラムは海外のラボに滞在しておこなう，研究活動を支援する．今年度は１名の院生がイ

ンディアナ大学（米国）に３ヶ月滞在し，研究を行った．かなりよい研究成果があがり，修士論文

の研究はその研究成果を主軸にするなど，英語力強化だけでなく，研究に実質的な効果があった． 
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６，学会への出席支援 
英語力のしっかりした学生に特別に国際学会での研究成果の発表を支援した．選抜された研究の

みの発表が許される Gordon Research Conference（米国）に１名の院生が出席し，研究での交流のみ

ならず，研究発表におけるアジアと欧米の研究者の違いなどを学んで来た．また，国際生態学会（日

本）での研究発表支援を４名の院生が申し出たが，英語力が不足していたので，ネイティブ講師に

自分でアポイントを取り，個人指導を受け，その後，学会発表を行った． 
 
 
 

生命科学専攻の院生の中での国際実践は進んでいることは確かである．しかし，このような活動

に熱心な院生と熱心でない院生が２極化しており，特に英語力がなく，かつ熱心でもない層をどの

ように取り扱うかは今後も残された課題となっている． 
 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

実施内容 

【前期の研究評価演習】 

前期の演習では、受講者の学年などにより、４つのカテゴリーに分けて演習を実施した。 
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(1)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。 

 

(2)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、日本語の作文技術と科学における批判に関する講義も実施

した。 

演習参加者のうち希望者には、２万５千円程度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。 

 

(3)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。 

演習参加者のうち希望者には、１万円を上限とした研究費を交付し、各自の研究成果を発表してもら

った。 

 

(4)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。 

 

【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３

０％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。 
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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 

東日本大震災のため、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。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。 

 

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。 
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Ⅲ アウトリーチ 

（１） 

タイトル：  大学祭オープンラボ・発生プログラム研究室ーホヤ胚の展示ー 
実 施 者：  露木翔太・大沼耕平・熊谷雄人・末吉美佐・関上由佳 
実施場所：  ８号館 247 学生実験室 
対象・人数：  大学祭/学校説明会来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

＜企画者＞ 
露木翔太、大沼耕平、熊谷雄人、末吉美佐、関上由佳(発生プログラム研究室) 
 
＜協力者＞ 
吉田慶太、中澤啓一、森田千裕 
 
＜概要／目的＞ 
オープンラボは研究室で行われている研究やその成果を広く一般に理解してもらうための企画である。生

物の発生は我々の身の回りで起こっている現象にも関わらず、そのメカニズムについて未解明な点が多

く、奥が深い分野である。しかしながら、高等学校の生物教育では発生生物学の極一部しか取り扱ってお

らず、発生と遺伝子の関わりについて知識を持っている人は少ない。本企画では、ホヤ胚の観察とTAによ

る解説を通じて基本的な発生の様子を来場者に理解してもらう。また、当研究室では未解明な発生生物学

上の問題についてどのようにアプローチしているのか、分かりやすく説明し、発生生物学の面白さを伝える

ことを目的とする。 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
ⅰ) ホヤの展示。カタユウレイボヤ、マボヤの各発生段階の固定胚及び成体を実際に展示する。             
ⅱ)発生中のホヤの展示。発生中の胚を実際に観察してもらう。 
 
ⅲ)WISH(Whole mount in situ hybridization)胚の展示。WISH 処理により遺伝子発現を歌詞化した

サンプルの観察し、遺伝子発現を可視化する技術を知ってもらう。 
 
ⅳ)ポスター展示。ポスターを見ながら、説明を聞いてもらうことで、当研究室の研究内容・成果について大

まかに理解してもらう。                                                 
大学院生、または卒研生が、来場した受験生にⅰ～ⅳの展示を見てもらいながら、各展示の説明をする。 
 
多くの来場者に興味を持って頂くことが出来、質問も多く頂いた。 
また、今回のオープンラボではスタッフ一人一人に持ち場を作り、スムーズに来場者を誘導することが出来

た。 
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＜感想／課題など＞ 
 
 今回の展示ではWISHサンプルのステージや発現領域に工夫し、『同じ遺伝子でもステージが異なれば

発現する領域も異なる』『同じステージでも遺伝子が異なれば、それぞれ発現する場所は異なる』ということ

を中心に解説を行った。ホヤの発生を通して、生物の形態形成は非常に複雑で、様々な遺伝子が関わり

合っていることを来場者に伝えることができたと手応えを感じている。本年度は大学説明会と日程がずれた

ので、来場者は比較的少なかった。そのため、一人の来場者に対して丁寧に説明をすることが出来た。し

かし、より多くの来場者に足を運んで頂くという目的は達成することができなかったように思う。今後は来場

者が少ないときの対応についても考えていきたい。 （露木翔太） 
 
なるべく専門用語を使わないなど、今回は来場者の方々がわかりやすい説明を特に心掛けた。また、説明

の中にクイズを入れるなど、来場者の興味を引くように努めた。多くの来場者の方々から感嘆の声が漏れた

ことから、ホヤの発生・発生と遺伝子の関わり合い・我々の研究などについて上手に紹介することができたと

感じる。また、TA 間で役割分担をし、来場者の流れがスムーズになるように努めた。これにより、前回の課

題であった TA 同士の連携を改善することができたと思う。（大沼耕平） 
 
前回までの反省を踏まえ、動線と説明方法の工夫を行った。動線の工夫に関しては、例年大学祭時は多

数の来場者がいたのに対し、今年は日程の関係もあり少なかったことからあまり効果を感じることは出来な

かった。また、今回は高校生よりも一般の親子連れでの来場者が多かった。「遺伝子」「DNA」という言葉を

知らない小学生、幼稚園児に対して興味を持ってもらえるような説明を心がけたが、まだ改善の余地がある

と感じた。（末吉美佐） 
 
大学祭期間中の開催ということで、生物についてあまり知らない来場者の割合が多いと予想された。このこ

とを考慮し、専門用語を分かり易い言葉に置き換えて説明するように工夫した。また、昨年のオープンラボ

では、来場者が短時間に大勢訪れた際に混雑してしまい、円滑に説明を行えなかったという問題があっ

た。そのため、今年はスタッフが各自持ち場をもち、説明するという体制を作った。今年は来場者が少なか

ったため、その効果をあまり実感することはできなかったが、今後、同様の企画を行うときの参考になると思

った。（関上由佳） 
 
今までの経験もあり、当日の運営は滞りなく行えたと思う。また、前回の反省から学生同士の連携を強化

し、来場者の案内を円滑に行うこともできたと考える。来場者が例年より少なく、来学している方々へのオー

プンラボ PR の方法について検討する余地があると考えた(熊谷雄人)  
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（２） 
タイトル：  ソウル市立大学-首都大学東京交換留学における研究発表交流会 
実 施 者：  松田さとみ（植物ホルモン）、富永真規子（植物ホルモン）、森島大智（植物ホルモン）、染谷春

香（発生プログラム）、松川健宏（環境微生物）、溝口啓太（環境微生物）、金木茉樹（細胞遺

伝）、勝浦絵里子（細胞遺伝）、細木麻衣（細胞遺伝）、川合瑞希（環境微生物）、岩田聡実（環

境微生物）、高尾翠（植物ホルモン） 
実施場所：  8 号館イニシアチブスペース 
対象・人数：  生命科学専攻研究室、ソウル市立大学学生 5 名 
実施期間：  2011 年 11 月 29 日 ～ 2011 年 11 月 30 日 

 

＜概要／目的＞ 
日本の大学では、海外の研究発表を聞く機会は少ない。国際学会に参加することで、海外の研究者の発

表を聞くことはできるが、同年代の学生と質疑応答する機会はほとんどない。今回のソウル市立大学との交

換留学に際し、ソウル市立大学の学生とポスターセッションによる研究発表交流会を行う。 
その目的は以下の 4 つである。 
①海外の同年代の学生の研究を知ることで、自身のモチベーションを向上させ、研究意欲を高める。 
②英語で学術的な質疑応答を行うことで、英語力を向上させる。 
③ポスターセッションを通して自身の研究分野以外の研究に触れることで、多面的な視野を得る。 
④英語で交流することにより、英語でのコミュニケーション能力を向上させる。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
①研究発表交流会打ち合わせ（11 月 29 日 15：00-17：00） 
発表者への発表依頼、ポスター作成 
②研究発表会準備 （11 月 30 日 15：00-17：00） 
研究発表会会場設営、交流会の買出し 
③ポスターセッション運営 （11 月 30 日 17：00-19：00） 
ポスターセッション司会・運営、お茶菓子の補充 
④交流会運営 （11 月 30 日 19：00-21：00） 
交流会会場設営、飲食料の補充、司会・運営 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
日本の大学では機会の少ない、海外の同年代の学生の研究を知ることができる。このことで、研究に対す

るモチベーションが上がり、自身の研究に取り組む姿勢が向上する。また、自身の研究分野以外の研究を

知ることで、多面的な視野を得、物事を柔軟に考えられるようになる。 
英語でのポスターセッション、質疑応答により、研究における英語力やプレゼンテーション能力が向上する

とともに、英語でのコミュニケーション能力が向上する。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
企画書作成から発表交流会の運営まで、ひとつの企画をやり遂げたのは今回が初めての経験だった。生
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命科学専攻研究室全てを巻き込んでの企画だったので、企画やその周知、運営をやり遂げることがいかに

難しいかを実感した。事前参加者が少なかったり交流会の準備に手間取ったりと多くの困難はあったが、

企画者全員で協力し、多くの参加者に本企画を楽しんでもらえたように思う。自身もソウル市立大学の学生

のポスターを見て質疑応答を行い、他分野の研究に触れることができた。ソウル市立大学の研究は自身の

研究をはかけ離れており、聞いたことのない単語や実験方法など多々あったが、活発に質問することで他

分野の研究を理解することができた。また、自身の英語力の足りない部分を自覚することができたので、より

いっそう英語の勉強に力を入れたいと思う。皆で協力し企画を運営することの難しさ、楽しさを学んだので、

今後も新しい企画を運営する等して、自身の企画力を伸ばしていきたい。（岩田） 
 
生命科学全体を動かす大きな企画だったので、当初不安があった。しかし今回の企画は企画者も多く、多

く議論する場が持てたので、そうした心配はすぐに解消された。むしろ、自分たちで運営をすることで企画

の面白さややりがいを感じ、とても有意義なものになった。この企画は他の企画とは違い、ソウル市立大学

の生徒との交流をすることで英語力の必然性を更に感じたのと共に、様々な分野の研究のディスカッション

をしたり、実験を教えたりすることで、自分の実験をより深く考えるようになった。今後も企画に積極的に参

加し、継続的に企画力およびコミュニケーション力を養っていきたいと思う。（金木） 
 
研究発表会では、進行役としてアナウンスを行った。開会時に、日本人同士でも英語で発表・質疑応答す

るようにアナウンスを行い、英語を話す場であることを参加者に伝えた。そうすることで、首都大学東京の参

加者が多い中でも、全員が英語でのディスカッションする機会を提供できた。会場全体にアナウンスする機

会が多くあったが、準備されていない英語で臨機応変に連絡事項を伝えることに戸惑った。日常の会話と

は異なり、誤解のないように整った英文をつくる必要があり、そうした英語を話す経験が欠けていることに気

付いた。国際的な交流を企画・運営をするため、英語力を養うことが課題として明確になった。今回の交流

でできたソウル市立大学の学生とのつながりを生かし、国際的な企画の経験を増やしていきたい。（溝口） 
 
研究発表会では、統括として全体のまとめ役だった。円滑な進行を目指し、事前に何度もシミュレーション

し、当日に備えた。しかし当日は、開会や、セッションの切り替えのタイミングなど、臨機応変な対応、かつ

全体にしっかりと流れを把握してもらうことへの対応が難しかった。スタッフ内での情報共有、発表者そして

会場にいる参加者への情報提示。発信源となる私自身がしっかりと判断しなければならない場面が多々あ

った。責任ある立場を経験したことで得られたことを大切にしたい。 
また今回は、パンフレットの作成も勿論英語で行った。いわゆる学校で習ってきた英文法に乗っ取った文

章では、「わかりやすいパンフレット」を作ることが難しかった。“いきた英語”を探りながら楽しく英語を用いら

れたことも今回の収穫だ。今後は、日韓の学生でのつながりを軸に、国際的な企画・経験を増やし、英語力

も自然と養っていければと思う。（富永） 
 
研究発表会では企画、広報、懇親会など全ての工程に関わった。例年、TMUの学生がUOSの学生の発

表を積極的に聞きにいかないという問題があったため、その問題の解決にもっとも苦難した。今回行った対

策としては、積極性にかける理由として英語への苦手意識が考えられたので、TMU の学生もすべて英語

で発表してもらうことにした。しかし、英語での研究発表ということで、固く、難しい印象を聴衆側に与えるこ

とによる、参加者の減少が予想された。そこで各研究室から一人発表者を出す、投票制によるポスター賞
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の選定という新しい試みをすることで、知り合いの発表を聞きに行くことを促すとともに、明るい雰囲気づくり

に従事した。結果、総勢約 70 人程度の参加者を得ることができ、例年よりも多くの TMU 学生が UOS の

発表を聞きに行く光景が顕著に見られた。 
今後も続くこの企画に対し、後輩達には上述した点を意識して企画してもらいたいと思う。 
日韓交流では、学術的（研究・英会話・発表練習など）なメリットももちろん大きいが、何よりも大きなメリット

は、他国の同世代の学生と仲良くなることによる海外への苦手意識が憧れに代わることだと思います。（松

川） 
 
前年度に行われたソウル市立大学との交流会企画に携わった経験を活かし、その反省や改善点などを今

回の交流会につなげる努力をした。前年度は、英語による研究発表会に対して参加しにくいイメージがあ

ったようで、参加者の確保が難しかった。しかし、今回は参加者を増やす努力を企画者が一丸となって行

ったことにより、非常に活気ある交流会となった。ソウル市立大学との交流を学科の学生全体で楽しむきっ

かけになったと思う。（染谷） 
 
研究発表交流会をより有意義なディスカッションの場とするため、積極的に企画運営に参加した。具体的

には、TMU 生命科学専攻から一人でも多くのポスター発表者を募るため各研究室を訪問し、発表をして

いただけるようお願いして廻った。交流会間近に発表者を募ったため、「英語のポスターが準備できない」

等厳しい意見もいただいたが、最終的いには 10 名もの学生に参加していただくことができ、大きな達成感

を得ることができた。当日はポスター設営のサブリーダーとして受付を担当するなど、交流会の円滑な運営

に助力した。交流会では予想以上の傍聴者に集まって貰え、慣れない英語に苦労しながらも、楽しそうに

会話をする様子が見られた。この一連の企画を通じて、英語によるコミュニケーションをより一層楽しいと感

じることができた。今後も TMU と UOS の国際的で活気ある交流が継続することを願っている。（川合） 
 
今回私は、ソウル市立大学と首都大学との交流全体の企画をおこなった。この交流の主たる目的は、両大

学の研究および学生の交流である。したがって、研究発表交流会は、研究のディスカッションが盛んにおこ

なわれること、そして学生間の親睦が深まるような工夫を凝らすことが必要であった。そこで、多くの研究室

の学生が発表会に参加するよう、事前に昨年度に韓国を訪れた際の報告や、今回、韓国の学生が来日す

る日程を、専攻全体にプリントとして配布することをおこなった。そのため、企画者たちの予想よりも多くの学

生が参加することになった。しかし、参加した学生の所属する研究室には偏りがあったので、今後、この発

表会がより多くの研究室の学生が参加する専攻全体のものになるよう努力していかなくてはならないと感じ

た。ただ、多くの学生が英語でのコミュニケーションをおこなうきっかけが作れたこと、企画を発案し運営して

いくスキルを磨けたことは、私自身にとって大変貴重な経験となった。（松田） 
 
私は、交流会運営に携わりました。当日は把握していたよりも多くの学生が参加してくれ、交流会が予想以

上に盛り上がりました。とても嬉しかった半面、その分の臨機応変さが求められ、企画運営の難しさを知りま

した。しかし日韓の両学生が笑顔で交流していたので、達成感を感じることができました。ソウル市立大学と

の繋がりを、生命科学全体に広めるきっかけになったと思います。さらに英語で学術的な会話をする機会

は滅多にないので、今後もこういった国際交流の場をを自ら企画していきたいと考えてます。（勝浦） 
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（３） 
タイトル：  大学祭オープンラボ・植物ホルモン機構研究室 
実 施 者：  富永真規子・松田さとみ・松本さちこ・小島茜・高尾翠・高岡千弘 
実施場所：  8 号館 320 室 
対象・人数：  大学祭でのオープンラボ来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

＜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・プリントを用いて口頭で説明した。 
また、サンプルや試験体を実際に見てもらう事で、来場者の理解度や興味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(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。 
 また、高校生物の教科書の内容に沿って研究の概要をまとめたプリントを作成し、当日配布した。 
●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。 
 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）＞ 
大学祭でのオープンラボという事で来場者の年齢層も広がり、分かりやすく説明する事が満足に出来なか

った。もう少しポスターなどに工夫を凝らすべきだったかもしれない。来場者から様々な質問をいただく事が

出来たので、次回のオープンラボで今回の経験と一緒に生かせる様にしたい。(小島) 
 
学生だけではなく、年齢層の高い方々にも研究内容に興味を持って話を聞いていただけたことが良かっ

た。ただし、専門的な内容が多く難しい印象があったようなので、話の導入などを工夫する必要を感じた。

（松本） 
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「わかりやすく自分自身の研究について伝えること」は研究室に所属してから、常に意識していることではあ

る。しかし、いざ幅の広い方々を前にした時に、それが出来ているか。修士 2 年となり、少しは余裕も出て、

相手の興味に沿いつつ、こちらが伝えたいことも伝えられるようになったと感じている。社会人になっても心

がけていきたい。（富永） 
 
前回よりも長い時間研究に携わったことで、前回よりも自分の研究について深く考える事ができ、それに伴

って説明もいろんな層（年齢や職業）にたいしていろんな角度から説明することができた。ある物事を説明

するには、より深く学ぶ事がより簡単に分かりやすく説明できるようになることへの第一歩だと感じた。（高

尾） 
 
相手の方の背景に応じて自分たちの研究について説明の仕様を工夫することは、自分のスキルを向上さ

せることにもつながったと感じる。これから大学を目指す高校生や、これから本格的に生物を履修するであ

ろう中学生などと交流することができ、とても刺激を受けた。 （高岡） 
 
自分がおこなっている研究を、話しをする相手の年齢などに応じて、変化を持たせながら解説することの難

しさを感じた。しかしながら、これまで何回もオープンラボをおこなってきたことで、以前より簡潔にわかりや

すく説明することができたと感じた。（松田）  
 
 
 
（４） 
タイトル：  支援教室「大地」 松木日向緑地での観察会 
実 施 者：  松山龍太，橋本晃生，脇海道卓（動物生態 M1） 
実施場所：  青少年相談センター中学生支援教室「大地」及び 8 号館イニシアチブスペース 
対象・人数：  中学生・職員 10 名程 
実施期間：  2011 年 9 月 14 日 ～ 2011 年 10 月 5 日 

 

＜概要／目的＞ 
 
 支援教室「大地」の中学生を対象に，生物に関する事前授業と身近な生物の観察会を通じて，自然の面

白さを伝え，生物学に対する関心を持つきっかけを作る． 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 
 本企画では特に，理科にあまり関心のない中学生にも自然をイメージしやすいように，事前授業とそれを

踏まえた観察会という形にした．室内での事前指導と，屋外での自然観察会を各 1 日ずつ実施した．事前

指導は相模原市立大野北中学校内の「支援教室大地」教室内で行い，観察会に関する注意点と観察でき

る生物の紹介を行った．自然観察会は松木日向緑地で行い，緑地散策をしながら生物や緑地の特徴など
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について解説を予定していた．しかし当日は雨天であったため，予定を変更し，8 号館イニシアチブスペー

スにおいて，葉脈標本作製の実習を行った． 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
 
事前指導： 松木日向緑地に生息する動植物を紹介した．緑地に多様な生物が生息していることを理解し

たうえで，「環境問題」や「生物多様性」などに関する授業を行った．また，同緑地内で実際に採集した様々

な色や形の植物の果実や種子を生徒らに触ってもらい，植物の多様な生存戦略について解説した． 
 
自然観察会： 松木日向緑地観察会は，雨天のため予定を変更し，8 号館イニシアチブスペースにおい

て，葉脈標本作成の実習を行った．当日は大学正門から植物の解説を行いながら8号館まで移動した．最

初に植物の葉の構造について解説した後，事前に準備した数種の樹木の葉を用いて葉脈標本作りを行っ

た．出来上がった葉脈標本は観察した後，各自ラミネートして持ち帰った． 
 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 
●学生が，誰かに「教える」という立場になることはめったにないので良い経験になった．事前の授業や観察

会での作業を通じて，生徒達には理科或いは生物学に少しは興味を持ってもらえたのではないかと思う．

私はこれで 2 度目の参加であったが，今後もこの様な企画を続けられればと思う．（松山） 
●普段生物に触れることの少ない中学生からも，興味を持ってもらえる授業/観察内容にできたと思う．観察

会では生徒達の反応も良かった．今後もこのような企画を行う機会があれば良いと思う．（橋本） 
●あまり自然に直に触れたことのない中学生の皆さんに対して，できるだけ専門的にならずに，いかに自然

の面白さを伝えてゆくかが難しかった．最終的には生徒達も楽しんでいたようで良かった．これからは彼ら

にも，より積極的に参加してもらえるような環境作りが課題であると思う．（脇海道） 
 
 
（５） 
タイトル：  都立町田高校高大連携 2011 
実 施 者：  石田 愛美、山川夏菜 
実施場所：  11 号館 204 
対象・人数：  町田高校 1 年生 300 人 
実施期間：  2011 年 12 月 14 日 ～ 2011 年 12 月 14 日 

 

＜目的＞ 
大学進学を目指す高校 1 年生に、実際に首都大学東京に訪問してもらい、同じ高校を卒業した先輩の話

を聞くことで、大学での学びや大学生活の様子を身近なものに感じてもらう。企画者は、母校の高校 1年生

に実体験を踏まえた話をすることで、高大連携をはかる。 
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＜企画としての特徴＞ 
町田高校 1 年生 280 人を対象に、パネルディスカッション形式で 1 時間程度町田高校卒業生 10 人（まだ

未定）が話を行う。内容は、「高校生活と大学生活の違い」や「首都大学東京を選んだ理由」など、実体験

をふまえた話をする。 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
高校生にとっては、先輩である大学生の体験談を聞き、また町田高校近郊にある首都大学東京のキャンパ

スの様子を見ることで、学習ならびに進学に対する意識を高める機会になった。企画者にとっては、パネル

ディスカッションという形式で、高校生相手に自分の体験談を話すことで、コミュニケーション能力や指導力

が向上した。 
昨年も行った企画であるが、高校の生活になじんだばかりの高校 1 年生にとって、大学受験などの話はま

だ漠然としているようであった。そこで、大学の様子を分かりやすく話すことはまず、大学生活自体に興味を

持ってもらい、受験に向けてどのように高校生活を送るかを考えるきっかけとなったように思う。 
 
 
＜感想＞ 
昨年も行った企画であったが、300 人を超える聴衆の前で、話すというのは緊張した。自分の話す内容（専

門的な研究内容など）を高校生にも分かってもらうように、かつ関心をひきつけるような仕方で話すのは、難

しかった。高校生からの、自発的な質問も多くあり、大学生活に興味を持ってもらえたようなのでよかった。

（石田愛美） 
 
今回は昨年に引き続き２度目の開催であったが、大学生の参加メンバーや高校生の学年が昨年と異なる

ため、発表者の話し方のみでなく高校生の反応も昨年と異なるところが多々見受けられた。大学生が紹介

しやすいテーマと高校生が知りたい事が必ずしも一致するとは限らないため、高校生が関心を示している

かどうかを常に観察しながら発表を進行した。結果的に多くの高校生に大学に対する興味をもってもらえた

様なので、企画側にとっても良い経験になった。（山川夏菜） 
 
 
（６） 
タイトル：  大学祭オープンラボ・細胞遺伝 
実 施 者：  小林潤・佐藤翔馬・吉松慶・勝浦絵里子・金木茉樹・細木麻衣・松本望来・山川夏菜 
実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 11 号館 210 室 
対象・人数：  大学祭来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

タイトル：細胞遺伝学研究室 大学祭オープンラボ 
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実 施 者：小林潤・佐藤翔馬・吉松慶・勝浦絵里子・金木茉樹・細木麻衣・松本望来・山川夏菜 
実施場所：11 号館 210 教室 
対象・人数：大学祭来場者 
実施期間：2011 年 11 月 5 日 
＜概要／目的＞ 
 本企画は、来場者がショウジョウバエや変異体についての知識を獲得し、大学の研究や雰囲気を身近に

感じてもらうことを目的とする。一方、企画者は来場者の年齢に応じて分かりやすい説明をすることで、プレ

ゼンテーション能力やコミュニケーション能力の向上を目指す。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
上記の目的を達成するために以下の３つの企画を準備し、行った。 
①突然変異体の展示 
 ショウジョウバエの野生型と様々な突然変異体を用意し、来場者には顕微鏡を使って実際に観察してもら

う。その際、突然変異体の形態異常や行動異常についても説明し、突然変異体の知識を深めてもらう。 
②ショウジョウバエレース 
 ショウジョウバエの野生型と様々な突然変異体を用い、どのハエが一番早くガラスチューブの中を上って

いくか来場者に予想してもらう。 
③研究内容紹介 
 ポスターを使い、研究室での研究内容を紹介する。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
 来場者からこれらの企画中に様々な質問を受けた。このことから、来場者はこれらの企画を受けて、生物

に対する関心が深まったと考えられる。また、様々な年齢層の方に説明をしたため、プレゼンテーション能

力やコミュニケーション能力が向上したと思う。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 今回は部屋が少し遠かったので、来場者数があまり多くは見込めなかったが、スタンプラリーや呼び込み

で多くの人に足を運んでもらうことが出来た。また、企画では研究内容を来場者に説明することで、わかり

やすく話すことの重要性を感じた。今後よりわかりやすく研究内容を話せるように実験内容や知識を更に深

めていきたい。（金木） 
 
 夏のオープンラボと比べると、来場者の年齢層が幅広く、最初は戸惑った。しかし説明しながらコミュニケ

ーションも同時にとるようにしたところ、来場者はとても興味深そうに説明を聞いてくれた。ただ、同じ研究室

でも他人の研究内容だと、専門的な質問をされた時に自信を持って説明できなかった。今後は自分以外

の研究分野の知識も深めることで、より自信を持って分かりやすいプレゼンができると感じた。（勝浦） 
 
ショウジョウバエレースは、以前は 1 つのビンに 6 つの系統のハエを入れて行っていたが、今回は系統ごと

にビンを分けるという工夫を行った。その結果、以前よりも来場者にとって分かりやすくなり、楽しんでいた

だけたと思う。今回のオープンラボは、今までと会場が異なり分かりづらかったために、来場者が非常に少
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なかった。今後はチラシの枚数を増やすなど、広報の改善をすべきだと思った。（細木） 
 
遺伝子組換え変異体の展示ができないという制約の中、大学の研究を面白く伝えるのはとても難しく、まだ

改善の余地が多くあると感じた。特に大学祭オープンラボは小中学生も多いので、夏のオープンラボよりも

さらに視覚的に楽しめる要素が必要だと思う。来年度はさらなる工夫をしていきたい。（松本） 
 
オープンラボとは来場者の年齢層や目的も大幅に異なっていた。展示物は基本的にオープンラボに準拠

したものであったため、満足のいく説明が難しい場面が見受けられた。このような来場者のニーズに柔軟に

対応するためには、より多くの展示企画を設ける必要があると感じた。（小林） 
 
研究室内における報告でも、学会などにおける発表でもない、一般の来場者に向けた研究紹介は背景の

ない相手に興味を持たせなければならない。そのために視覚的に分り易い展示を行ったのだが、来場者

の興味を強く惹きつけられるほどとは言えなかった。もっと視覚的にインパクトのある変異体や、試料を用意

できればよりよい企画になると考えられる。 (佐藤) 
 
今回は今までと違ってわかりにくい部屋になってしまい、来場者が非常に少なかった。来場者にわかりやす

いような効果的なポスターなどを張るなどの工夫が必要だと痛感した。年齢層も幅広いため、多くの方に興

味を持っていただけるような工夫が足りなかった。しかし、来ていただいた方々には、研究者ではない立場

や率直な意見を頂いて議論もでき、双方にとって有意義な企画になったと思う。（吉松） 
 
今回は幅広い年齢層の来場者がきて下さり、来場者の中には研究に対しての専門知識がある方もいれば

ない方もおり、背景が様々であった。オープンラボは一般の方にもわかる様に大学や研究室を紹介するこ

とが主流であったが、自分たちの研究について説明する上では、相手の背景に応じて紹介の仕方を変え

る必要があると感じた。（山川）  
 
 
（７） 
タイトル：  東京都立大学生物学科卒業生との交流会 
実 施 者：  秋元優希（神経生物 M1）、山田沙佳（神経生物 M2）、松山龍太（動物生態 M1）、後藤悠太

(発生プログラムM2)、石田愛美（神経分子M2）竹下真未（進化遺伝M2）、戸野晶喬（植物系

統 M2） 
実施場所：  首都大学東京南大沢キャンパス８号館実習室 
対象・人数：  東京都立大学生物科卒業生 42 人 
実施期間：  2011 年 10 月 1 日 ～ 2011 年 10 月 1 日 

 

＜概要／目的＞ 
 
1977-81 年度に都立大生物学科を卒業した先輩達を対象に、キャンパス内の案内や懇談会などを行う。

親睦を深めるとともに、先輩方の経験を聞いて自分自身の今後に活かす事が目的である。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 
 
受講者は生物学科の出身であるため、同じ専攻を出た先輩との交流を持つことは有益である。特にある程

度生物の知識を持つ人に対して自身の研究や研究施設の説明することで、専門的な内容を踏まえた説明

力が鍛えられる。 
企画の特徴としては、南大沢キャンパスに来たことがないという先輩方も来られるということで、生命科学専

攻として普段使用している場所（研究室や飼育棟など）を案内するという時間を多めにし、その案内を学生

にしてもらうことで、今の首都大・生命科学専攻を知ってもらうとともに、自然に先輩方と交流できるような形

にしたことである。また、懇親会という形で自由に先輩と話せる時間を設けることで、個人的に人脈を持つこ

とができるように工夫した。 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
 
１、準備(14:00～15:00) 
会場（実習室）や名札の準備などを行った。 
 
 
２、現在の大学について(15:00～15:30) 
全員が集まったところで、現在の大学の概要、生命科学専攻として行っていること、大学生の活動などの話

をした。 
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３、採集後の解説(15:30～16:30) 
各研究室及び各施設（飼育棟、牧野標本館、イモリ池など）に案内し、どのようなフィールドで何を使ってど

んな研究をしているのかを説明した。 
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４、懇談会（16:30－17:00）                            

昔と今の研究の違いや、就職についてのことなど、卒業生と在校生の間で懇談会形式で自由に語り合

ってもらった。参加人数によっては、ある程度のグループ分けをしてスムーズに進行できるよう工夫した。 
 

 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 
普段接することの少ない年代の先輩方とお話ができてとても新鮮だった。 
飼育棟の案内では、元生物専攻なだけに鋭い質問がたくさん出て、自分自身の生物に対する知識を深め

ることができた。中には回答が難しい質問もあり、勉強不足を感じた。今後このような一般公開をする機会

があっても、自身を持って対応できるように一層勉学に努めたいと思った。(秋元優希） 
 
私は企画立案、全体の調整と各場所を案内する役割だった。 
あくまで先輩方の久々の交流がメインの会なので、それを邪魔しないような企画を考えるのはなかなか難し

かったが、終わってみれば「久々に大学内が見れて楽しかった」、「今の大学生と触れ合えてよかった」など

の評価をいただけたので、良い企画ができたと思う。このような直属の先輩方とのつながりを持てるような企

画を今後も続けていきたい。 
今まで生物学科の先輩方と話す機会はほとんどなかったので、とても勉強になる一日だった。（山田沙佳） 
 
同じ生物学科の卒業生の方とお話しする機会はほとんどないため非常にためになりました。私は標本庫の

説明を行ったのですが、説明を行う中で南大沢に移動する前の標本庫の話であったり、昔の野外実習の
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話をお聞きする機会があり、生命科学学科の歴史を感じる事ができ大変勉強になりました。（戸野晶喬） 
 
私の研究室は、今回来ていただいた先輩方が在学中には、まだなかった研究室だったため、見学に来てく

ださった方はあまり多くなかった。しかし、現在医療関係に勤めておられる方から、専門的な内容の質問を

受けたりなど、自分の研究に関心を持って説明を聞いて下さり、とてもうれしかった。このように、社会に出

て経験を積まれた卒業生の方と団らんできる機会がこれからもあればよいと思う。（石田愛美） 
 
 
 
（８） 
タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -山梨県立甲府東高等学校アウトリーチ- 
実 施 者：  後藤悠太 岡山唯 豊田千春 
実施場所：  山梨県立甲府東高等学校 
対象・人数：  山梨県立甲府東高等学校生徒 約 40 名 
実施期間：  2011 年 12 月 3 日 ～ 2011 年 12 月 3 日 
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＜概要／目的＞ 

山梨県立甲府東高等学校の 1 生徒を対象に、ニワトリ胚の観察実験を行なう。本企画は発生プログラム研

究室の福田公子准教授が山梨県立甲府東高等学校で行なう特別授業に合わせて実施するものである。 

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

ヨコとして生まれてくるまでの様子を観察する機会は非常に少ない。そこで本企画では、比較的取り出すこ

とが容易で様々な構造を確認できる孵卵 2.5 日目の観察を行なってもらう。対象学生にはスケッチを通して

詳細な観察を行なってもらった後、グループに分かれて実験に関するディスカッションを行なってもらう。 

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

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

より、企画者自身の説明能力、情報発信能力の向上を図る。 

 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

「写真で見るより迫力があったし理解が深まった」「動いている心臓を見た時感動してしまった」などの感想

を多くの生徒から聞く事ができた。しかし、何人かの生徒は「内容が理解できなかった」と言っていた。観察

するポイントを伝える時に、より明確な説明が必要かもしれない。 

 

＜感想＞ 

 アウトリーチへの参加はもう 10 回近くになるので、準備から終了までスムーズに行うことができた。そして、

今回もとても楽しむことができた。頑張って実験を教え、生徒が「面白い！」と言ってくれるととてもやりがい

を感じる。そして、自分が行なっている研究の面白さの再確認にもつながった。しかし、同じ実験をしても興

味を示さない生徒は存在する。今回は生物選択ではない学生が多数参加していたので、そういった生徒

向けの授業内容を考える必要があるのかもしれない。（後藤悠太） 
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 今回は TA 一人あたりの生徒数が多く、実験の補助や質問に絶え間なく対応しなければならなかった。し

かし TA 全員がこれまでに何度もアウトリーチを経験していたのもあり、実験準備や補助をスムーズに行うこ

とが出来た。生徒は皆実験を非常に興味深そうに行っていた。またスケッチの時間を長く取れたので、胚を

詳しく観察出来ていた。授業後のアンケートに目を通すと、生物を選択している生徒としていない生徒が混

在している中で、やはり実験や講義に対する受け取り方や姿勢が様々あることがわかった。全員が心から

生物を面白いと思ってくれる内容の実験や講義を行うことは難しいと思うが、これから行うアウトリーチでも

少しでも多くの生徒にそう感じてもらえるようにしたいと思った。（豊田千春） 

 

 今回アウトリーチに行かせていただいた高校は、ほとんどが生物を受講している、あるいはこれから受講

するという生徒さんでした。そのため、実習は自ら進んで行い、スケッチに関しても細かいところまで画けて

いる学生がほとんどでした。しかし、スケッチを描くということが不得意な学生は、それだけでやる気をそが

れたりしてしまうようなので、スケッチのかき方のようなものをレジュメ作成するべきかもしれない。多くの生徒

が生物の知識をもっていたため討論でも発展した内容などを話していたり、実習後に質問をするなど実習

を面白いと感じてもらえらようでよかった。 (岡山 唯) 

 

 
（９） 
タイトル：  大学祭オープンラボ -ニワトリ胚の展示- 
実 施 者：  豊田千春、岡山唯、後藤悠太、染谷春香、福島こよみ（発生プログラム研究室） 
実施場所：  8 号館専門実習室（２４７） 
対象・人数：  首都大学東京大学祭の生命科学専攻オープンラボ来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

＜協力者＞ 
栗下大三、塩入直也、鈴木由季（発生プログラム研究室卒研生） 
 
＜概要／目的＞ 
 大学祭の開催に合わせ、本研究室で研究材料としているニワトリ胚の展示を行なった。この企画を通じて

大学説明会参加者や生命科学専攻の全構成員に、発生生物学や生物学全体への興味、関心を持っても

らうことを目的とした。また企画者・企画協力者の説明能力、情報発信能力の向上も目的とした。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 本企画ではニワトリの 1 日胚、2 日胚、3 日胚、6 日胚の生きたままのサンプル、また 9 日胚、13 日胚の

軟骨組織を染色した骨染色サンプルを実態顕微鏡で観察できるよう展示した。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。またニワトリ胚の発生を記したポスターも展示し、発

生過程を説明した。 
 普段の生活でニワトリの発生を直接見る機会はほとんどない。人々の身近にある鶏卵と発生を結びつけ

るこの企画は、来場者に生物学や発生への興味を持ってもらうために有益であると考えられる。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 
10/26 展示で使用する有精卵を購入する。 
10/29～11/4 企画実施日に合わせ、有精卵を孵卵器へ入れる。 
11/4 使用する試薬の準備、器具・配布資料の確認を行う。 
11/5 企画の準備、実施、片付け 
 
 来場者にはニワトリの発生を初めて見た方が多く、大変興味を持ってくれた。生物学や発生を知らない人

を対象にわかりやすく説明する難しさを感じた。しかし、自分たちの研究に興味を持ってもらえるように説明

する訓練になった。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 開催日が土曜日だったこともあり来場者に高校生は少なく、小さい子供のいる家族連れが多かった。前

回行った、主に高校生が対象のオープンラボと異なり、対象となる人物の知識やその場の状況に合わせて

説明の方法を変えることが必要となり、最初はそれに慣れず難しかった。しかし、予想よりも会場が混雑しな

かったため、積極的に質問してくれる来場者にも十分な説明が出来た。来場者は皆ニワトリの発生を面白

そうに観察してくれていた。生物学や発生に興味をもつきっかけを与えられたと思う。次にオープンラボを

行う際は今回の反省を活かし、準備をスムーズに行いたい。（豊田千春） 
 
 昨年に比べ、来場者が少なく、多くの方に発生生物学について知ってもらうという目標を達成することは

できなかったと考えるが、お客様一人一人に時間をかけて説明することができたので、ニワトリの発生につ

いてより深く理解していただけたと思います。特に、子供連れの家族の方から、いつも食べている卵につい

て詳しく知ることができて、勉強になったという意見を頂くことができました。お客様からの質問として、昨年

までは、研究内容が中心でしたが、今年から就職先や研究を活かせる職種についても聞かれるようになり

ました。人に説明することの練習だけでなく、現在行っている研究が社会にどのように役立つのかについて

考えるよい機会となりました。(福島こよみ) 
 
 とても楽しんでニワトリ胚の紹介が出来たと思う。来場者が少なかったので、来年は宣伝方法の工夫も課

題になるだろう。また、今回はオープンラボと同時に別の企画でスタンプラリーも行われたが、スタンプラリ

ー目当てで解説を聞かない子供が多発したのも問題である。今後は、スタンプは全ての解説を聞かないと

押せないなど、何らかのルール作りが求められてくる。これらの点を改善し、より充実したオープンラボにし

ていってもらいたい。（後藤悠太） 
 
 今回のオープンラボは全体的に来場者が少なく、前回に比べて活気が今一つ足りなかった。また、来場

者もスタンプラリーを目的とした子供が多く、オープンラボ本来の目的を達成できなかったように思う。今後

の課題は生物学に興味のある来場者を多く取り込むことと、スタンプラリーの有効活用の２点にあると考え

る。（染谷春香） 
 
 他の企画者と同様に今回のオープンラボの問題点は来場者の少なさであったと思う。大学説明会と同日

にオープンラボを行えるように職員に働きかけるなどを今後は考えた方が良いと思われる。スタンプラリーに
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ついても解説の中から質問を作り、答えられたら押せるなどの企画が必要となると考えられる。企画遂行に

関しては、同様の企画を過去に実施しているためとてもスムーズに行えた。 (岡山 唯）  
 
 
（１０） 
タイトル：  オープンラボ 進化遺伝学研究室 
実 施 者：  瀬戸陽介、里村和浩、阿部祐樹、竹下真未、岩本榮介、鳥居侑史、西山空人、橋本英明 
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：  2011 年 8 月 20 日 ～ 2011 年 8 月 20 日 

 

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

の展示をし，来場者に研究を体感してもらう。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。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 ①実験生物の展示 
研究に使用している生物（ショウジョウバエ）を展示した。 
 ②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シークエンス、分子系統樹の作成に至る実際の操作の流れを、その時に用い

る実験機器なども併せて解説した。 
 ③研究紹介 (ポスター) 
学会ポスターなどを通して、現在、研究室で行われている研究内容を研究テーマ毎に紹介した。 
 ④質問コーナーの設置 
来場者からの質問（大学生活、研究内容など）について答える場を設けた。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
 来場者に、ショウジョウバエを用いた研究例を見ることによって、生物学に興味を持ってもらうことができた

ものと考えられる。 
 企画側は、来場者への説明を通し、企画者自身の研究の原理、背景、意義などを再確認することができ

た。また、来場者の知識や関心に見合った説明を心掛けることで、対話能力も向上したことが考えられる。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
本企画では、研究の具体的な内容説明以上に、来場者に研究室の雰囲気を感じてもらうことに努めた。来

場者に、大学での研究活動をより身近に伝えることができたように思う。来場者が多くなると対応しきれない

ケースがあったので、ポスターの説明などで時間の調節を工夫したい。(鳥居) 
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本企画の来場者の殆どは生物学の専門ではなかったが、本企画を通して大学での生物学の研究や研究

室の一端を紹介することに成功したのではないかと思う。本年度のオープンラボは前年度と比べて来場者

数が多く、ピーク時には研究室内に入れない来場者が多くなってしまったことから、この点について、次回

からは更なる工夫が必要になるのではないかと思う。また、来場者は保護者同伴の高校生が増えており、

説明の仕方などにも工夫が必要になると感じた。しかし、来場者数が多かったことから、企画者個々人の説

明の機会が多くなったことや、質問コーナーが前年度より活用されたことは良かったと思う。（里村） 
 
思った以上の来場者数だった。また高校生よりも保護者の方々の積極性に驚かされた。説明においては、

研究内容のことだけでなく、受験や授業のことに対する質問も多かった。次回はこれらの質問にもより対応

できるようにしたい。(岩本) 
 
オープンラボを通して大学研究室の雰囲気を体験してもらえたと思う。また質問コーナーの位置をわかりや

すい位置に変更したことにより、保護者に対しても十分な対応ができたと思う。反省点としては来場者のピ

ーク時にしっかりとした対応ができなかった点があげられる。来年は、部屋に入れなかった場合のため外で

も説明ができるような工夫を行いたい。（橋本） 
 
 
受験を控えた高校生に生命科学研究の実際をうまく紹介できたと思う。生物科への進学を視野に入れてい

る学生と、そうでない学生の間にはやはり興味への温度差が感じられたため、説明をそれぞれの見学者に

対応させる方針を取り、対処した。また、進路相談室と称したスペースを広く取り、研究以外の質問も幅広く

受け付けたため、保護者の方々にも興味を持っていただけたと思う。来場者人数が多い時間帯では、研究

室の紹介担当学生間でうまく連携が取れず、紹介に支障をきたすことがあったため、来年度の課題とした

い。(西山) 
 
本年度設置した進路相談コーナーは、昨年の失敗を生かして、気軽に立ち寄れるように設置場所や会場

設営の仕方を工夫した。その結果、予想以上の高校生や保護者の方々が足を止め、参加してもらうことが

できた。そのため、本年度のオープンラボでは、実際の研究内容に加え、大学への進学についてや進学

後の生活についてなど多くの話をすることができ、双方にとって非常に有意義なオープンラボができたので

はないかと思う。(瀬戸) 
 
来場者には、研究内容や実験機器の説明にとどまらず、進路相談等にも積極的に取り組むよう心掛けた。

大学での研究活動のみならず、大学生活全般について興味を持ってくれた来場者もいたように思う。しか

し、来場者の中には生物学の知識をあまり持たない方も多く、実際の研究内容に関しては、きちんと伝えら

れなかった部分もあったように感じた。今後このような機会があった場合、相手を見て、説明内容など臨機

応変に対応したい。(阿部) 
 
ピーク時（説明会の直後など）に、来場者が研究室内に入りきれないという問題は以前からあったが、今回

は来場者が多かったこともあって深刻さが増した。ポスターの掲示場所を変えて通路を確保するといった改

善が必要である。 
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今回エレベーターホールに設けた進路相談コーナーは、保護者からの相談が目立った。内容も、大学生

活についての質問より受験について相談が多かった。 
次回からも、気軽に質問できる雰囲気づくりと経験を交えた的確なアドバイスができるとよいと思う。（竹下）  
 
 
（１１） 
タイトル：  大学祭オープンラボ -ショウジョウバエは世界を救う 2011- 
実 施 者：  磯部琴葉、里村和浩、阿部祐樹、落合広明、竹下真未、岩本榮介、鳥居侑史、西山空人、橋

本英明 
実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 11 号館 210 教室 
対象・人数：  大学祭オープンラボ来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

＜概要／目的＞ 
幅広い年齢層の来場者に進化やショウジョウバエについて触れてもらうことで、生物科学に対する漠然とし

た興味をより明確なものへと導く。企画者は、来場者への研究紹介を通して研究の原理、背景、意義などを

見直す。この際、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。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
① ショウジョウバエ展示 
進化遺伝学研究室で系統維持しているショウジョウバエを 6 種展示した。生きたショウジョウバエの展示に

加えて実体顕微鏡での観察も行い、この映像をパソコンに投影した。 
② 系統樹クイズ 
動物の系統関係を中心とした、系統樹に関するクイズを出題した。 
③ ショウジョウバエクイズ 
ショウジョウバエの生態や分子研究に関する事柄を、クイズ形式で出題した。 
④ ポスター展示 
研究内容のポスターを展示し、来場者に解説した。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
企画者においては、来場者の知識や関心に見合った説明を心掛けることで、自身の研究内容を見直す機

会となった。また同時に、来場者の年齢層が幅広いため、対話能力や対応力が向上したことが考えられ

る。 
来場者においては、大学での研究活動や進化遺伝学の意義目的を具体的に感じることができたものと考

える。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 
昨年度までのオープンラボと異なり、実施場所が変わったが、多くの来場者が興味をもって聞きに来てくれ
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たので、企画者のコミュニケーション能力や説明力の向上に大きく役立ったと感じている。 
また、クイズやショウジョウバエの実物の展示は、来場者が平均的に来て下さったことから、各来場者の興

味にあった説明ができ、それに見合った企画であったと思う。次年度も本年度の企画を参考に工夫できれ

ばと思う。（里村） 
 
進化遺伝学研究室の研究内容や研究に用いられるショウジョウバエなどについて解説を行い、研究をした

ことのない人にも研究のイメージを持ってもらえるようにした。 
さらに、詳しい解説を押し付けてしまうとが逆に興味を失ってしまうかもしれないので、来場者の知識や興味

の度合いに合わせた解説をすることで、押し付けにならないようにしつつ興味を持たせることができたと思

う。（落合） 
 
主として、系統樹クイズを担当した。本クイズを通して、来場者に進化・系統関係を考えるきっかけとなること

ができたように感じたため、企画目的はある程度達成されたように思う。しかし一方で、実際に来場者の声

に際し、表現の一般性などを改めて考えさせられた。次年度に向けた課題としたい。 
全体としては、親子連れから受験生やその父兄といった、非常に幅広い年齢層にご来場いただいたので、

それぞれの興味に合わせた事柄の説明に時間をあてるよう心掛けた。(鳥居) 
 
ショウジョウバエ展示およびショウジョウバエクイズの作成を担当した。ショウジョウバエ展示では今までとは

異なりパソコンの画面に実体顕微鏡の映像を映して見てもらうという工夫を行ったところ、見やすくなり顕微

鏡に必死に取りついて観察をするという来場者もいなくなったため来年も取り入れていきたい。またショウジ

ョウバエクイズは去年よりも簡単で分かりやすいことを意識して作ったところ、去年よりは受けが良かったよう

な気がする。今後は楽しいものでありつつ進化についての面白いエピソードなどを取り入れられたら良いと

思った。（橋本） 
 
大学祭のオープンラボは初めての経験だったため、非常に多くの層の来場者がいることに驚かされた。主

にショウジョウバエクイズと系統樹クイズを担当したが、多くの来場者が興味を持って参加してくれていたと

思う。特に系統樹クイズでは来場者に合わせた説明を行うことが困難だったため次回の課題としたい。(岩
本) 
 
昨年以上に展示内容は工夫されており，多くの来場者が興味関心を持ってくれたと感じた。見学者は親子

連れから学生まで幅広く来ており，それぞれの理解に合わせた解説ができたと思う。特に受験を控える高

校生や保護者は，今後の進路を考える上で有用となる情報を多く伝えることができた。一方で，見学者の

数が昨年より少なかったと感じたが，これは昨年は１F で展示が行われたが今年度の展示は２F で行われ

ており，見学者が訪れにくかったためと思われる。来年はさらに多くの方に見学に来てもらうべく，展示のア

ピールに以前よりも力をいれるべきたと感じた。（阿部） 
 
昨年も大学祭のオープンラボを行ったが、昨年と大きく異なる点は実体顕微鏡とパソコンを接続してのショ

ウジョウバエの展示である。昨年まではピントを変えることがスムーズにできなかったなど、来場者全員に鮮

明な像の観察をしてもらうことができなかった。今回のパソコンの導入によって来場者全員に鮮明な像を見
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せることができ、かつ効率的に説明を行えたので、非常に有意義だったと思う。（竹下） 
 
 
今年度は「進化という概念をより身近にしてもらう」といった意識をもち、昨年度のクイズを簡易なものに変更

するなどして来場者が理解しやすい展示に心掛けた。また、実体顕微鏡の映像をPC画面に投影した事で

高齢者や顕微鏡に明るくない来場者の訪問をサポートする事も出来た。今年は企画を行った教室が昨年

までと違ったため、屋外での PR を余儀なくされたが、こうした「昨年と違う」事態を常に想定し、然るべき対

処をとれるように心がけて行くべきである。(西山) 
 
 
昨年度より来場者数は減ってしまったが、そのかわり一人ひとりに時間をかけて丁寧に説明することができ

た。また展示内容より昨年より少なくすることでやはり一つ一つを丁寧に紹介することができた。実施場所が

昨年から変更となったため設営に少々手間取ることがあったため、来年度は時間に余裕をみて準備できた

らと思う。（磯部）  
 
 
（１２） 
タイトル：  平成 23 年度オープンラボ 光合成は植物だけのものじゃない~光合成細菌の研究～ 
実 施 者：  厚海貴裕、佐藤浩一、清水隆之 
実施場所：  首都大学東京 南大沢キャンパス 8 号館 438・439・441 室 
対象・人数：  大学祭・オープンラボへの来場者 
実施期間：  2011 年 11 月 5 日 ～ 2011 年 11 月 5 日 

 

＜概要／目的＞ 
一般常識として光合成は光を受容して酸素とエネルギーを作るということが知られている。しかし、実際にそ

の中身がどうなっているかを理解している人は少ない。そこで、少しでも生物、あるいは光合成に興味のあ

る来場者に対して、光合成を担う色素やそれに伴う研究について理解して頂くことを目的としている。また、

高校生にとっては大学訪問による自分の進路選択の一助になってもらいたい。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
1.薄層クラマトグラフィー：光合成細菌や植物（クローバー）の葉から抽出した色素タンパクを分離した。 
2.紅色光合成細菌の展示：当研究室で培養している細菌のうち数種を展示する。またカロテノイドの合成

経路が野生株とは異なる変異株についても紹介した。 
3.ポスター展示：大学院生の研究ポスターなどを張り出し、どのような研究を行っているかを紹介・解説をし

た。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
来場者は光合成を行っている色素の役割や光合成細菌についての知識を学んだ。とりわけ高校生の方々

には大学選びを行う上での参考になったと思われる。 
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企画者は、幅広い年代層に対して自分の研究内容を平易に説明することで、コミュニケーション能力、プレ

ゼン能力が向上したものと考えられる。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 
今回の来場者は非常に幅広い年代層にお越し頂き、それぞれに合わせた説明をするように心がけた。特

にポスター等の張り紙では中々理解しづらい部分が多々あると考え、抽象的な例を多様に用いることで来

場者に理解しやすいよう説明したことで、自身のコミュニケーション能力に磨きをかけることができたと考え

る。 
しかし、来場者に中々理解して頂けないところもあり、改善の余地があることも感じた。（厚海貴裕） 
 
 今回のオープンラボでは来場者の数が少なく、その分時間をかけて丁寧に説明することができたので満

足していただけたのではないかと感じている。特に自分が行っている研究の例を挙げることで研究スケジュ

ールや実際どんな風に手を動かしているのかといったイメージが沸きやすかったのではないかと思う。 
 しかし、空き時間をもっと効率よく行うことや、来場者の方により楽しんでいただけるような展示の工夫など

（よりインパクトの大きい細菌の紹介や目を見張るものがあるポスターなど）改善点が見られたので、次回に

生かしたいと思う。 
（佐藤 浩一） 
 
昨年のこの時期にやったオープンラボに比べて明らかに来た人が少なかった。今回は生命科学専攻の総

合受付（？）がなく、誘導のポスターも貼っていなかったことが影響しているかもしれない。 
どんなに良い展示をしても、人が来て・見て・話を聞いてもらえなければ意味がないので、次回はいかに人

を呼ぶかといった点に注意してオープンラボに臨みたい。（清水隆之）  
 
（１３） 
タイトル：  品川女子学院アウトリーチ -ニワトリ胚の観察- 
実 施 者：  豊田千春（発生プログラム研究室） 
実施場所：  品川女子学院 
対象・人数：  私立品川女子学院高等学校 1-2 年生 14 名 
実施期間：  2011 年 11 月 12 日 ～ 2011 年 11 月 12 日 

 

＜企画協力者＞ 
栗下大三、鈴木由季（発生プログラム研究室卒研生） 
 
＜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品川女子学院高等学校で行なう特別授業に合わ

せて実施した。この企画は、対象者に生物学への興味を持つきっかけや、進路を考える上での判断材料

にしてもらうことを目的とした。一方で 企画者自身の説明能力、情報発信能力の向上も図った。 
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＜活動内容＞ 
 鶏の有精卵は約20日間温めるとヒヨコとして孵化する。 ヒヨコも鶏卵も我々に身近な存在であるが、ヒヨコ

として生まれてくるまでの様子を観察する機会は非常に少ない。そこで本企画では、比較的取り出すことが

容易で様々な構造を確認できる孵卵２日目の胚を、スケッチを通して詳細に観察してもらった。更に、グル

ープに分かれて実験に関するディスカッションとその発表をしてもらった。 
 
＜成果＞ 
 対象者は非常に喜びながら実験を行なってくれた。普段なじみのある鶏卵の中でどのようにニワトリが発

生するのか理解してくれたように思う。ディスカッションも積極的に進めてくれ、よく考えられた意見が多く出

た。 
 今回企画者は実験の方法の説明などを行った。企画の準備と実施を通して、計画性や説明能力が身に

ついた。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 今回は予想していたよりも高校生がスムーズに実験を進めてくれたので、質問を受ける時間やスケッチを

描く時間に余裕が持てた。最初に実験方法を全員の前で説明・実演する際は緊張したが、今までのアウト

リーチで先生や先輩が説明したのを見て予習していたので失敗せずに出来た。高校生が実験をしている

最中も、一人ひとりの手の動きをよく見ながら各々に応じたアドバイスが出来た。企画の準備は先生や協力

者と連携して行った。観察に必要な光源が高校に少なかったため、来年またこの企画を行う時にはその準

備を万全にしたい。（豊田千春） 
 
 
（１４） 
タイトル：  2011 年第 1 回分子遺伝学研究室オープンラボ 
実 施 者：  藤原弘平 岩舘佑未、城本史寛、橋本知佳、久保田希、高木光 
実施場所：  8 号館専門実習室 
対象・人数：  首都大学東京 大学説明会参加者(高校生およびその保護者) 
実施期間：  2011 年 7 月 18 日 

 

＜目的＞ 
 大学受験を控えた高校生にとって、大学でどのようなことが学べるのか、大学生活とはどのようなものであ

るか正しく理解を深めることは、志望校選びの際に非常に重要である。しかし、大学説明会や大学のホー

ムページ等で得られる情報からは具体的な大学生活をイメージしづらい。そこで、大学説明会と同時にオ

ープンラボを開催し、研究室および大学生の実際の姿を見られる機会を設けたいと考えた。高校生に大学

生活、特に理系進学希望者には非常に重要である研究室での生活がどのようなものであるのか理解を深

めてもらうことで、大学と学生のミスマッチを防ぎ、志望校選びの手助けとなることを目的とする。また、企画

に参加する学生にとっては自分の伝えたいことを、相手のバックグラウンドに合わせ、的確に伝えるための

プレゼンテーションの練習の場としたい。 
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＜企画内容／成果＞ 
①大腸菌とはどのような生物か(ポスターを用いた説明・プレートなど実物の展示) 
 当研究室で主に扱っている大腸菌がどのようなモデル生物であるか説明した。 
②大腸菌染色体大規模欠失株の作成について(ポスターを用いた説明) 
③大腸菌染色体大規模欠失株を用いた生育に重要な遺伝子の探索について(ポスターを用いた説明) 
 当研究室が行っている大腸菌が生きる仕組みを明らかにするための研究について、目的と具体的な実

験内容について説明した。 
④光合成大腸菌の作成について(ポスターを用いた説明) 
 当研究室が行っている光合成大腸菌を作成する研究について、その意義と進行状況について説明し

た。 
⑤研究室の一日（動画と写真を用いた展示） 
 大学での研究生活の実際の姿を写真や動画を用いて紹介した。研究室ではどのように 1 日を過ごすの

かイメージしやすくなることを目標に時間軸に沿った動画を作成した。また、研究室とはどのような場である

かイメージしやすいよう、研究室内を紹介する動画も作成した。写真ではより普段の学生の姿が見られるよ

う、実験風景に加えてデスクワークや休憩時の様子も含めた。 
 
ポスターを用いた発表は内容が高校生のレベルから少し離れてしまったようで、やや理解しづらかったよう

だった。動画や写真の展示は興味を持ってくれる方が多かったようだった。 
 
＜感想＞ 
 今回、初めて動画の展示に取り組んだが、効果的に展示することが非常に難しかった。動画であることの

良さ(音や動き)をもっと意識した映像作りを工夫したいと思う。また、今回は PC の画面で動画を再生したた

め少人数でしか動画を見られず、人の流れを止めてしまった。動画は簡易スクリーンを用意し、会場の端で

上映するなどの方法をとれば良かったように思う。しかし、動画はやはり来場者の興味をひくようで、足を止

めてくれる方が多かったように感じた。 
 ポスターの展示については、内容が専門的になりすぎてしまったようで、口頭でかなりの説明を加えても

完全に理解してもらうことがなかなか難しかった。また、展示内容のレベルにばらつきが見られたので、もっ

と来場者寄り添った展示内容になるよう、学生全員で十分に検討する必要があるように感じた。(橋本) 
 
 専門知識のない高校生に、遺伝学に興味を持ってもらえるように分かりやすく説明するのがとても大変で

した。また、ポスター展示の内容が専門的になりすぎたために、来場者の方になかなか理解してもらうことが

難しかったように感じた。そのなかでも、来場者の方には、研究の目的や面白さなどを感じてもらえたと思い

ます。企画者側は、専門的な知識のない来場者の方に理解してもらえるような展示内容を検討する必要が

あると感じた。（高木） 
 
初めてのオープンラボであったので、どのような雰囲気になるのかよくわからず当日はとても緊張しました。

実際にポスターを作成して来場者の方に説明してみると、専門的になってしまいもっとわかりやすく作らな

ければいけない部分など様々な問題点が見えてきました。 
また、なんのために研究をしているのかについて説明することで、自分の研究の目標や重要性について改
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めて考える良い経験になりました。来場者にとっては、細かい研究内容よりも何のためにその研究をしてい

るのかを知りたい方が多いことがわかりました。今後はそういった点にも配慮していきたいと思いました。（久

保田） 
 
 どの分野に進むか迷っている高校生や興味はあるけど難しくて分からないと思っている一般の方に、自

分たちの研究を他の方に知ってもらう良い機会でした。また、自分も一般の方に、現在行っている研究を分

かりやすく発表するために工夫することで、発表力が身に付きました。（藤原）  
 
（１５） 
タイトル：  オープンラボ・植物ホルモン機構研究室 
実 施 者：  富永真規子・松田さとみ・松本さちこ・濵田理絵・小島茜・高尾翠・高岡千弘 
実施場所：  8 号館 320 
対象・人数：  高校生・保護者など、オープンキャンパス来場者 
実施期間：  2011 年 7 月 18 日 ～ 2011 年 7 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 
来場者に、研究室の見学や研究紹介を通して、大学の研究とはどのようなものかを知ってもらう。特に、進

学を目指す高校生には、大学生の生の声を聞いてもらう事で大学への興味関心を持ってもらう、また大学

の様子をよりリアルに聞ける場を設けることで今後の進路決定の参考にしてもらう。 
実施者は、専門的な研究の内容を一般の人にわかりやすく説明することで、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＞ 
研究室にてポスターを展示し、解説を行いながら研究概要の説明を行う。来場者からの質問には適宜答

え、必要があれば他の研究室、進路相談コーナーを紹介する。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
活動内容：ポスター展示を行い、大まかな分野に分かれて説明を行った。実際に試験体やサンプルがある

班は視覚的にも分かりやすいため、それらサンプルを用いて説明を行った。また、高校生物の教科書の内

容に沿って研究の概要をまとめたプリントを作成し、当日配布した。 
具体的成果：来場してくれた人の中でも、特に興味を持って質問をしてくれた人も居て、来場者に研究に

ついて興味を持ってもらえた。実施者のほうも、今回ポスター発表を始めてやるメンバーもいたが、回数を

重ねることで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）＞ 
自分自身の研究について、高校生の興味や学習分野を意識しながら話すことに努めた。中には中学生も

おり、意識の高さに驚かされた。しかし、専門分野を、わかりやすく、噛み砕いたかたちで話せすことは、自

身のアウトプット能力を養う上でもとても大切なことだと再認識した。さらに、質問を受け、応えていく中で、

新しい考えや視野に気づかされた。（富永真規子） 
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高校生の知識量、理解力に配慮し内容を噛み砕きながら説明を行った。今回は部屋の一部を使いポスタ

ーを２枚掲示したため、説明に十分なスペースをとることができずポスターを近くで見れずに帰られる方も

いた。そのため次回は説明スペースについて十分検討したい。今回、研究内容を簡単にまとめたプリントも

配布した。ポスター説明までの待ち時間にプリントを用いて説明することができ、多くの方に大学の研究に

ついて触れてもらえたと思う。（松本さちこ） 
 
高校生やその保護者に向けて、自分の研究分野を分かりやすく、興味を持ってもらえる様に心掛けながら

説明した。その際にポスターやプリントを用いて、相手の知識量に応じた説明が出来る様に工夫した。この

機会を通じて、プレゼンテーション技術の向上、自分の研究へのより深い理解と興味を得られた。しかし、

一般の方には少し固い内容になってしまった所もあるため、次回はもう少し親しみを持ってもらえる様な工

夫やツールを用いたい。(小島 茜) 
 
今回のポスターを用いての発表が外部の人に向けて自分の研究を発信する場としては初めてだったので

多少緊張はしたが、回を重ねるごとに話す内容も頭の中で整理されてきたり、来場者の方の中で「ここが分

かりにくい」というのが分かるようになってきたので、細かいところを話す事よりも大まかにだが分かりやすく

説明することを目標とした。研究に振れたことのない人たちには専門的な事よりも、日常生活でのたとえに

置き換えて説明するとより身近な事として理解してもらえたと思った。（高尾翠） 
 
今回のオープンラボでは、単なる研究紹介で終わるのではなく、研究のおもしろさを伝えられるよう心がけ

た。幸い、当研究室で扱っている研究のテーマが、高校生物の範囲のものがあったので、教科書に即しな

がら説明をおこない、高校生も興味をもってくれたように思う。ただし、掲示したポスターの内容が若干専門

的だったため、説明にかかる時間が長くなってしまった。そのため、会場が混雑し、十分に紹介ができない

場合があった。次回のオープンラボでは、会場の使い方や研究紹介の方法に検討を加え、さらによいもの

としたい。（松田さとみ） 
 
今回のオープンラボでは、主にポスターを使って研究紹介しました。前回のオープンラボでは、スライドを

印刷した用紙で紹介していましたが、その時と比べて今回のポスターの方が来場者にしっかり見てもらえた

と感じました。来場者は、ほとんど高校生で植物ホルモンについて知らない人もいましたが、興味を持って

聞いてくれましたし、説明も前回のオープンラボの時よりも良くなっていたと思います。高校生から、「生命

科学に入れるように受験を頑張ろうと思う」と言ってもらえたことが嬉しかったです。悪かった点は、会場が狭

かったので 1 度にあまり人が入れず、廊下で少し待ってもらう場面もあったので、人がもっと入れるように会

場について改善したいと思います。(濵田理絵) 
 
高校生や、その保護者の方、他分野の方に研究紹介を行うことは、自分自身の説明能力が養われ、とても

良い経験になった。また、聞き手側の興味、関心を身近に感じることで自身のモチベーション向上にもつな

がった。今回は、ポスターやプリントを用いて研究紹介を一人ひとり丁寧に行ったが、その分時間がかかり

混雑が生じ、来場された方が会場に入られずに帰られる場面も見られた。次回はより多くの来場者と交流

できるように工夫したい。（高岡千弘） 
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（１９） 
タイトル：  高校生サマーセッション 
実 施 者：  竹下真未・阿部祐樹・西山空人・鳥居侑史・岩本榮介・橋本英明 
実施場所：   
対象・人数：  事前に受講を希望した高校 2、3 年生 60 人前後 
実施期間：  2011 年 7 月 26 日 ～ 2011 年 7 月 27 日 

 

＜概要／目的＞ 
本企画は、「生命科学コース 高校生ゼミナール」の一環として、高校 2、3 年生を対象に行う。受講者であ

る高校生に、普段の授業で体験できないことを経験してもらうことで、生物への関心を高めることと理解を深

めることを目的とする。企画者側は、担当教員の講義および実習の補佐を通して、自分自身の知識や理解

を深め、指導力やコミュニケーション能力の向上させることを目的とする。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
受講者を 30 人ずつ 2 グループに分け、2 日間の実習を行う。前半の講義では、ショウジョウバエについて

基本的な知識の解説をする。後半では、ショウジョウバエの採集法を説明し、受講者に実際に野外採集を

体験してもらう。採集終了後、実習屋にて、事前に用意したショウジョウバエ (計 9 種 1 班につき 5 種) を
用いて、種の同定作業を行う。企画者は実施内容が円滑に進むように、高校生への指導を補佐する。各日

実習終了後には、希望者に研究室紹介を行い、実験室や恒温室を案内する予定である。また、実習に使

う資料の作成など、事前準備を行う。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
座学や実験などの多彩な学修を通して、高校生に生物学や大学そのものにも興味を持ってもらえたと思わ

れる。また企画側は生徒に説明することによりわかりやすい説明の仕方を学べ、コミュニケーション能力が

向上したと思う。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
去年も手伝いとして参加したが今年は主体となって参加したため去年よりも緊張した。その分予習を十分に

したため去年よりも戸惑わずに生徒に接することができた。分類でまだ少し迷ってしまったことがあったので

来年はそれを克服したい。(橋本) 
 
ショウジョウバエの同定作業では、受講者の意見を入れ、かつ正しく誘導するように心がけた。対話のなか

で、受講者に新しい気付きを感じてもらえたように思う。 (鳥居) 
 
研究に関する知識を確認することができて勉強になった。高校生が皆、思った以上に積極的に参加してく

れていて驚いた。指導については、ハエの微妙な特徴や、個体差の現れる部分の見分けに自分でも苦労

してしまった。次回行う時はその点を改善したい。（岩本） 
 
昨年のサマーセッションの時よりもTAの人数が少ないので負担は大きかったが、昨年の経験を活かして効
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率的に事前準備ができたと思う。ショウジョウバエの同定作業では、積極的に質問できない受講者にもこち

らから話しかけることができた。こちらも昨年よりも効率的で、かつ不自然ではない誘導ができたと思う。（竹

下） 
 
以前の体験もあったため，スムーズに指導をすることができ，受験者の要望に添える形で対応ができたと思

う。自分自身この体験で得たものを今後控えているオープンラボや大学祭で活かしていきたい。（阿部） 
 
２日間の講義・実習では，コミュニケーションだけでなく学生への教え方などについて考えを巡らせることが

できた。ただ解答を教えるだけでなく，学生のモチベーションを保ちつつ指導していく事も大切であると感

じた。この経験を来年度の入試で効果的に昇華させたい。(西山) 
 
 
 
 
（２０） 
タイトル：  オープンラボ 細胞遺伝学研究室 
実 施 者：  小林潤、佐藤翔馬、吉松慶 、勝浦絵里子、金木茉樹、細木麻衣、松本望来、山川夏菜 
実施場所：  ８号館４階 東側 Ev ホール 
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：  2011 年 7 月 18 日 ～ 2011 年 7 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 
キイロショウジョウバエの遺伝子突然変異体や野生種を用いて、レースや実体顕微鏡での観察を行ない、

当研究室のオープンラボを訪れた来場者にショウジョウバエの習性や遺伝学を理解してもらう。また、当研

究室ではどのような生命現象を研究しているのか、それはどのような手法を用いて行っているのか紹介し、

生物学を研究することの意義を理解してもらう。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 形態の観察：ショウジョウバエの様々な突然変異体を実体顕微鏡で観察し、ショウジョウバエの種の多様

性を理解してもらう。また、変異体が野生型とどのような違いがあるか、その違いはどのように起こっている

のかを考えてもらう。 
 行動の観察：様々な変異体に直立したガラス管を登らせて、その速さを競うハエレースを行なう。このレー

スを通して、来場者にショウジョウバエの持つ負の走地性や変異体間の運動機能の違いを観察してもらう。 
 研究紹介：ポスターを使用して、基礎知識や研究内容の説明を行う。 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
 ショウジョウバエの変異体を実際に目にすることで、生物学・遺伝学分野の研究に対する体験者の興味

が深まったと思われる。 
 ショウジョウバエ変異体および野生種の観察に加え、専門用語を避けて出来るだけ分かりやすい言葉に
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置き換えた解説に努めた。これにより来場者の方々には生命科学、特に遺伝学への理解をより深めてもら

えたと思われる。 
 企画者は変異体や野生種、更には自身の研究について幅広い知識を、相手が理解できる言葉で説明

することで、プレゼンテーション能力の向上や今後の自身の発表の際に生かせる経験が出来たと思われ

る。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
・オープンラボを通じて、専門知識の少ない方に説明した際のリアクションが新鮮で刺激を受けたのと同時

に、分かりやすく伝えるために自分の中で欠けている力が再認識できた。この経験を振り返り、伝わり易くす

ることに重点を置いたプレゼン能力の向上に努めたいと思う。（小林） 
 
・来場者の殆どが専門知識のない高校生などであった為、専門用語や遺伝学的ロジックを用いずにわかり

やすい説明をする必要があった。ハエの突然変異は目で見て分かるため、これを用いることで来場者に遺

伝学の考え方を伝えられたと思う。しかし、研究における実際の実験手法を伝えきることはできなかったよう

に感じた。（佐藤） 
 
・今回の対象者は高校生が多かったので、あまり専門知識のない方にも専門的な内容をわかりやすく伝え

ようと心がけていた。保護者などからも進路の相談などを受け、学生の視点から大学生活や研究生活の魅

力が伝わるようなプレゼンをした。また、専門的な事を簡単に伝えるには、高いレベルの理解と表現力が必

要だと感じ、今後力を入れて学んでいきたいと思った。（吉松） 
 
・主な対象者が高校生であった為、楽しんで企画に参加してもらえるように分かりやすいプレゼンを心がけ

た。また高校生ならではの質問が、普段の生活と我々の研究を結びつけるようなものもあり、こちらも勉強に

なった。今回は生物に興味のある親子が多く参加されたのでプレゼンしやすかったが、そうでない方が参

加した場合に魅力的な説明ができるように、今後のゼミ内外での発表の場を利用して能力の向上に努めて

いきたい。（勝浦） 
 
・今回のポスター発表では自分の分野とは異なったテーマも説明しなければならず、説明をするのに苦労

した。年代に応じたプレゼンをし、専門的な内容をわかりやすく伝えることを心がけた。対象者からは多くの

質問を頂き、説明の仕方を工夫しながら進めることが出来た。一方で発表を通じ、より伝わるプレゼンをす

るためには更なる知識の向上と会話力が重要であると感じた。今後も発表を重ねて、対象者に合わせたよ

り分かりやすい説明を目指したい。（金木） 
 
・ハエレースによりショウジョウバエの行動の観察を行ったが、変異体を肉眼で見分けるのが難しい為、ショ

ウジョウバエのことをよく知らない来場者にとって分かりにくい企画であったと感じた。今後同じような企画を

する際には、どのようにしたら来場者に面白さが伝わるかを具体的に考え、改善する必要がある。（細木） 
 
・変異体の観察を担当した。好奇心を持って観察をし、説明に耳を傾けてくれた高校生が多く嬉しく思っ

た。高校での授業とは違う、生物研究の魅力を伝えることができたと思う。今後はオープンラボ以外のアウト
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リーチ活動にも力を入れて、生物の面白さを伝えることができるよう、自身の企画実践力やコミュニケーショ

ン力を高めたいと感じた。（松本） 
 
・対象者である中学生・高校生やその保護者の方々は、基礎知識や研究内容の説明をした際に感動した

り明確なリアクションを示していた。また、専門知識をもつ人間がかえって普段はあまり考えないような素朴

な疑問をなげかけてくれた方もいた。そのような中高生の時期にこそ生物学や研究の魅力をしっかりと伝え

ることが重要であると感じ、今後もプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を磨いていきたいと考

えた。（山川） 
 
 
 
 
（２１） 
タイトル：  オープンクラス 神経分子機能研究室 
実 施 者：  小林弘侑、種坂祐次郎、田邉和也、土屋幸憲、山崎麗奈  他一名 
実施場所：  9 号館 493 
対象・人数：  高校生 
実施期間：  2011 年 8 月 6 日 ～ 2011 年 8 月 6 日 

 

＜目的＞ 
 高校生に、研究室の見学や研究紹介を通して、大学の研究室とはどのようなところかを知ってもらう。企

画者は、専門的な研究の内容を一般の人にわかりやすく説明することで、コミュニケーション能力の向上を

図る。 
 
＜活動内容＞ 
 身近にある牛乳や卵、プロテインに含まれるタンパク質を解析し、どのようなタンパク質が含まれているの

か予想した。また細胞骨格の一つである Tubulin を染色し様々な細胞の形態を観察した。 
 
＜成果＞ 
 来場者は、実験手法・実験材料を見学することで、タンパク質や細胞についての関心が高まったように感

じる。タンパク質の性質を知り、大学での研究を身近なものと感じてもらうことができたように思う。企画者

は、研究内容をわかりやすく説明する力が向上した。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
 タンパク質の解析は SDS-PAGE によって分離し CBB で染色したが、その面白さがあまりうまく伝わって

いなかったように感じる。逆に顕微鏡によって細胞内部を観察した方がより面白そうなにしていた印象を受

けた。次回行うときはライブイメージングの画像を見せてるとより面白いのではないかと思う。（小林） 
 
高校生が知っている知識や用語の範囲内で、興味をひくと共にわかりやすく実験方法の原理等を説明す
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るのはとても難しかったように感じた。しかし、今回のオープンクラスは高校生にとって研究室の雰囲気や研

究内容を知るいい機会にもなったと思う。企画者としては、専門知識や用語をどの程度まで細かく説明する

のか、または専門用語は説明せず、わかりやすく何かに例えることで概要を伝えるべきなのか、きちんと決

めておくべきだった。(山﨑) 
 
高校ではあまり触れたことのない実験器具を使っていたため、そこには強い興味を持っていたが、実験の

本質的な面白さは上手く伝わっていないように感じた。専門用語を使わずに研究内容を説明することは難

しいと感じた。今回のことを活かして、次回はより良い企画をしていきたいと思った。（種坂） 
 
高校生とコミュニケーションが取れるかが心配でしたが、大学・研究室のこと等の質問を含めて高校生と対

等に話すことができました。また、普段あまり話すことのない高校生を通じて自分自身のことを知ることがで

きました。 
 
オープンクラスは、高校生にとって大学の研究室の雰囲気や研究内容を知ることが出来る良い機会だった

のではないかと思う。企画側は、研究内容などをわかりやすく伝える良い機会となった。（土屋） 
 
受講していた高校生は興味をもって取り組んでいたので、少しでも大学で何をやっているか理解してもらえ

て良かったです。また、専門的な知識のない相手に説明する難しさを体感できてよかったです。（田邉） 
 
 
 
（２２） 
タイトル：  オープンラボ 細胞生化学研究室 
実 施 者：  岩崎茜・江川博  
実施場所：  9 号館 488 室 
対象・人数：  オープンキャンパスにおける研究室来場者 
実施期間：  2011 年 8 月 20 日 ～ 2011 年 8 月 20 日 

 

＜概要／目的＞ 
このオープンキャンパスでは、パンフレットだけでは伝え切れない、研究室のリアルな雰囲気を受験生や進

学希望者に体験してもらうことを目標としている。若者の理系離れが叫ばれて久しいが、オープンキャンパ

スを通して実験の楽しさを知ってもらう。この体験により、理系学問の面白さを感じてもらいたいと考えてい

る。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
当研究室で扱っている実験生物（培養細胞、線虫、大腸菌）について、ポスターと口頭発表にて説明する。

また研究材料であるヒトとマウスの培養細胞を、実際に顕微鏡で観察して、その特徴や違いについて知っ

てもらう。そしてこれらの生物が、研究においてどのように利用されているのかを理解してもらう。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 
この企画に参加することで、対象者は実験生物（培養細胞、線虫、大腸菌）に関する知識を深め、大学で

の研究を身近に感じてもらえたと思われる。企画者は、対象者の年齢に合わせて分かりやすい説明を行

い、コミュニケーション能力の向上につながった。予備知識を持たない人に研究の説明することは、学会で

の研究発表とは異なるアプローチが必要である。今回それを企画・実践できたのは大きな収穫となった。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
・岩崎 
当研究室では今回が初めてのオープンラボであった。専門知識を持たない人に分かりやすくプレゼンテー

ションを行うことの難しさを感じたが、来場者の年齢に応じて話し方などを変えることにより理解度を高めて

もらうことができたと考えられる。また、ポスターの展示が１ヶ所にしかなかったため、多くの来場者がいらし

たときに対応できないことがあった。説明の流れに応じたポスターの展示の仕方など改善する必要があると

感じた。 
 
・江川 
来場者がどういった層（高校生 or 外部の大学生）なのか予測できなかったので、全員に伝わりやすい資

料を作成するのに苦労しました。当日はたくさんの人が来場しましたが、資料と説明とをうまく組み合わせ

て、各々に納得してもらえるオープンラボにできたと思います。高校生にも関わらず高度な質問してくる人も

おり、こちらも楽しみながら取り組むことができました。 
 
 
 
（２３） 
タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室ーホヤ胚の展示ー 
実 施 者：  関上由佳・大沼耕平・熊谷雄人・末吉美佐・露木翔太 
実施場所：  8 号館 247 室 
対象・人数：  大学説明会参加者 
実施期間：  2011 年 7 月 18 日 ～ 2011 年 7 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 
 大学説明会は、その大学でどのようなことが学べるのかを高校生に知ってもらうために行われる。高校生

にとっても、実際に話を聞くことは、より多くの情報を得られる良い機会である。特に、研究室紹介は、具体

的にどのような研究をしているのかを知ることができる。そのため、高校生が受験校を決定する際に役立

つ。そして、高校生が今まで教科書でしか見ることがなかったものを身近に感じることができ、興味を持つ

機会にもなる。 
 本企画は、我々の研究室で行われている研究概要を高校生に知ってもらうことで、発生生物学の面白さ

を伝えることを目的とする。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 
ⅰ) ホヤの展示。カタユウレイボヤ、マボヤの各発生段階の固定胚を実際に展示する。            
ⅱ)発生中のホヤの展示。発生中の胚を実際に観察してもらう。                     

ⅲ)W ISH(Whole mount in situ hybridization)胚の展示。WISH 処理した胚を見せることで，遺伝子発

現を可視化する技術を知ってもらう。                                    ⅳ)ポスター

展示。ポスターを見ながら、説明を聞いてもらうことで、我々の研究について大まかに理解してもらう。                                              

大学院生、または卒研生が、来場した受験生にⅰ～ⅳの展示を見てもらいながら、各展示の説明をする。 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
7/18 企画の準備、実施、片付け 
 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
オープンラボの企画は、高校生に生物学への興味を持ってもらうだけでなく、企画側も研究をわかりやすく

説明するための力をつける機会にもなった。前回のオープンラボでは、来場者が増えてくるとすぐに混雑し

て、顕微鏡での観察をしながら説明をしにくい状態であった。今回は、顕微鏡の配置を変え、ポスターの説

明をする場所を確保する等の工夫をした。それによって、混雑することなく説明を行うことができた。 （関上

由佳） 
 
前回のオープンラボに比べ、研究紹介での説明の仕方が改善できた。どの部分を重点的に説明すべき

か、混雑時にどの説明を省くかの判断が上手にでき、より多くの来場者の方々に効率よく研究紹介をするこ

とができた。このことからオープンラボの目的を果たすことができ、更に TA のプレゼンテーション能力の向

上も図れたと思う。しかし、来場者の方々で詰まる状態に度々なったので、混雑時でのTAの連携を次回に

は改善したい。（大沼耕平） 
 
前年度の反省から、以前はポスターの展示を一カ所にまとめて行っていたが、今回はそれらを項目ごとに

分け、ポスターによる説明と観察が交互に行えるように工夫した。その結果、来場者が一カ所に固まること

無く、スムーズに案内をすることができたと手応えを感じている。しかし、８号館の入り口から近いということ、

学校説明会の性質上、特定の時間帯にのみ来場者が集中してしまい、やはり手が回らなくなることが多か

った。特に、TA 間で説明の量に差があることで来場者の流れが滞ることが目立った。混雑状況を確認しな

がら臨機応変に応対することが今後さらに求められると感じている。 (露木翔太) 
 
前年度に引き続きホヤ胚・WISH 胚の展示、研究内容の説明を行ったが、今回は説明の流れに応じたポ

スター配置の変更を行った。結果として、より分かりやすい説明が出来たと思う。反省点は、混雑時の対応

である。場所の都合上一気に多数の来場者が訪れ、人の流れが滞ってしまった。動線のさらなる工夫や

TA 間の連携、混雑時は来場者をまず他のラボに案内することなどが必要であると感じた。（末吉美佐） 
 
前年度の反省より、顕微鏡の配置を変更したことで以前よりもスムーズな案内ができたと思う。個人的にも
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わかりやすく説明できるようになりつつあると感じ、来場者からもいろいろと質問されるようになった。非常に

関心を持ってくださる来場者に対しては対応が長時間になり、後の来場者への案内が滞ってしまうこともあ

り、展示をうまく回していくにはどうすればよいか、今後検討の余地があると思われる。(熊谷雄人) 
 
 
 

Ⅳ 教育援助活動 

（１） 
タイトル：  2011 年度ゼミナール入試 入学前授業 
実 施 者：  岩田聡実（環境微生物学研究室：M1）、末吉美佐（発生プログラム研究室：M1）、

松山龍太（動物生態学研究室：M1）、鳥居侑史（進化遺伝学研究室：M1）、西山空

人（進化遺伝学研究室：M1）、勝浦絵里子（細胞遺伝学研究室：M1）、金木茉樹（細

胞遺伝学研究室：M1）、細木麻衣（細胞遺伝学研究室：M1）、松本望来（細胞遺伝

学研究室：M1） 
実施場所：  首都大学東京 11 号館 101 室 
対象・人数：  生命科学コース合格者（ゼミナール入試、公募推薦合格者） 
実施期間：  2012 年 2 月 18 日 ～ 2012 年 2 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 
 一般に、高校生がもつ大学生活のビジョンと実際の大学生活は大きく異なっている。本校の生命

科学コースでは、AO 推薦や公募推薦により本校への入学が決定している高校生を対象に、入学事

前教育を行っている。それらの推薦入学に合格した高校生は、一般受験で入学する学生に比べ、入

学前に十分な時間がある。入学前の時間の一部を事前入学期間とし、大学での疑似授業を体験する

ことで、自身の想像の大学生活とのギャップをなくし、入学後の大学生活をより充実してもらうこ

とが目的である。 
 本企画では、現役大学生である大学院生が自身の体験をもとに、大学生活や研究内容について発

表する。このことで、高校生により鮮明に、勉学だけではない大学生活をイメージしてもらうこと

を目的とする。また、本企画により、対象高校生は他の生徒よりも早く詳細に大学生活を知ること

ができる。この経験を活かし、入学後大学生活で悩む友人を助け、率先して仲間の輪を広げてもら

うことを期待している。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 プレゼンテーションにより大学生活を説明し、その後の質疑応答によって高校生の理解を深める

ことを企画している。本校生命科学コース独自の制度である生物学自主研究の紹介や自主研究で学

んだこと、勉学だけでない私生活も紹介する点が本企画の特徴である。 
 
＜活動内容＞ 
 スライドを用いたプレゼンテーションと質疑応答を行う。 
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第Ⅰ部：大学生の生活 
・大学 1 年生の授業（都市プログラム、基礎ゼミ等、本校独自の授 
業について重点的に紹介する） 
・教職、学芸員資格取得科目について 
・部活動、サークルの紹介（部活動やサークルで学んだこと、勉強との両立について） 
・生命科学自主研究について（自主研究制度、自身の自主研究内容の紹介） 
・大学生の私生活について（アルバイトの頻度や学部の友人との旅行等） 
・質疑応答 
第Ⅱ部：研究紹介 
・生命科学コースの研究室と研究内容の紹介 
・質疑応答 
 
＜期待される成果＞ 
 受講者は、勉学だけではない大学生活を知ることで、今後の大学生活をどのように過ごすかを早

い段階で考えることができる。また、現役大学生である大学院生との質疑応答を通して、大学生活

の不安を解消することができる。 
 一方、企画者にとっては、高校生の目線（高校生がどのようなことを知りたがっているのか、ど

のようなことに不安を感じているか等）にたって発表することで、相手の立場や気持ちを考えて話

す力が向上する。この力は日常生活のみならず、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能

力の基礎力向上につながる。 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
【準備】事前学習の準備では、自主研究制度・環境微生物学研究室の紹介のスライド作成を担当し

た。高校生にもわかるように簡単な用語や説明を心がけ、高校生が親しみをもつことができるよう

に真面目すぎないスライドを作成した。本スライドを見て、高校生が自主研究や微生物研究に興味

をもってくれることを期待している。（岩田） 
【感想】高校生にわかりやすいスライド作りを心がけることができた。発表内容も大学生活・研究

内容などわかりやすく伝えることができたと思う。改善点としては、20 人ほどの高校生に対して

大学院生 1 人が前に出て発表したため、20 対 1 になり、活発な質疑応答を行うことができなかっ

た。今後は、座談会形式にして高校生 5 人に対し院生 2 人とする等、より活発にコミュニケーショ

ンをとることができるよう改善する必要がある。（岩田） 
 
 
【準備】高校生向けの企画である為、高校生でも理解し易いスライド作りを心掛けた。生命科学に

入学するに当たり有意義な大学生活を補助する講義にしたい。準備段階では自分たちの研究を再度

見直すきっかけになり、より深く研究を理解出来た。高校生が生命科学の活動に興味を抱ける様、

努力する。(金木） 
【感想】研究室内容をより深く知るきっかけになったと思う。各研究室も深く問う質問があったの

で、私たちも勉強になった。プレゼンテーションを通じ、伝えるように話す大切さを改めて感じ、
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より能力向上につながったと思う。（金木） 
 
 
【準備】対象に、教職課程を中心とした説明を行う。教職課程についての具体的なイメージを持っ

てもらう事と同時に、その心構えについても伝えたい。(鳥居) 
【感想】伝える努力が足りなかったように思う。私は主に教職課程に関しての説明を担当したが、

自身の立場に寄った説明になってしまった。独りよがりにならず、より多角的な視野をもって、物

事を捉えるようにしたい。（鳥居） 
 
 
【準備】受講者が大学生活を具体的にイメージし、現段階から大学生活の夢や目標持つことができ

るようなプレゼンテーションを目指す。質問しやすい雰囲気作りに務め、受講者の気持ちを汲み取

りながら会を進めていきたい。（細木） 
【感想】本企画の後に受講者へ感想を聞いたところ、大学生活について具体的な説明を受け、そこ

まで難しく考えなくてもいいことが分かったという意見をいただいたので、分かりやすい説明がで

きたのではないかと思う。（細木） 
 
 
【準備】受講者に進化遺伝学研究室での研究内容を紹介する。対象となる高校生の能力に合わせる

ため、細かな研究内容は最小限に絞り、当研究室の興味・意義を中心に紹介していく予定である。

生命科学専攻の一研究室がどういった事を目指しているのかを知ってもらいたい。(西山) 
【感想】予定していた事は伝えられたが、私個人の脳内にある情報を述べただけであり、受講者側

からはかなり冗長に感じられたのではないかと反省している。今後こういった機会があれば、聴講

者とアイコンタクトを取りつつ、互いに作用し合えるようなプレゼンテーションを目指したい。(西
山) 
 
 
【準備】大学生活の一環としてサークル活動紹介のスライド作製をする。高校生に大学生の自由さ

と、色々なことにチャレンジすることの楽しさを伝えたいと思う。（松本） 
【感想】フランクな雰囲気で説明することができたと思う。質疑応答の際に学業と教職、サークル、

バイトの両立に不安を覚えている高校生が多いことが分かった。私の実体験を話したことで具体的

に大学生活をイメージし、やりたいことには挑戦する勇気を持ってもらえたかと思う。（松本） 
 
【準備】「大学生の私生活」というテーマで、私のアルバイトや長期休暇の経験を元にして学外時

間の有意義な使い方についてスライドを作成した。所属研究室についても研究概要を説明するスラ

イドを作成した。高校生が対象なので、あまり難しい話しはせずに分かりやすく伝えることを心が

けたい。（末吉） 
【感想】「わかりやすく伝える」ことを目的に、高校生でもイメージしやすい説明を心がけた。そ

の後の質問から、自分がやりたいことを首都大ではやっていないということを合格後に知った、と
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いう学生が何人かいることが分かった。大学で学んでいくうちに興味の幅は広がると考えられる

が、今後高校生側には受験する前に大学のことをもっと知ってもらう必要があると共に、大学側も

より分かりやすく情報を発信していく必要があると感じた。（末吉） 
 
 
【準備】「都市教養プログラム、基礎ゼミナール」に関するスライド作成を行った。本校独自の授

業をいかに魅力的に伝えるかを重視し、親しみやすいスライド作成を心掛けた。今回の授業により、

大学進学への不安を解消することで、本学での授業に積極的に参加し、多角的視野を身につけてほ

しいと考えている。（勝浦） 
【感想】挙手制のアンケートをとりながら一方通行のプレゼンテーションにならないよう心掛け

た。しかし親しみやすさを出した結果、大学院生にうける内容になってしまった。高校生がより発

言しやすい雰囲気づくりが必要であると感じた。そのため、次の機会では、高校生がより参加でき

る形式の授業を行いたい。（勝浦）  
 
 
（２） 
タイトル：  学部生対象テスト対策 
実 施 者：  後藤悠太 松川健宏 田邉和也 
実施場所：  首都大学東京南大沢キャンパス 12 号館 101 教室 
対象・人数：  首都大学東京 生命科学コース 学部１～3 年生 
実施期間：  未入力 

 

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

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

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

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

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

知識のレベルアップを図りたい。 
 
＜方法／企画としての特徴＞ 
 12 号館の教室を一つ貸し切り、自習スペースとして開放する。質問のある学部生に手を上げて

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

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

行うなどして対応する。 
 
 
＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む） 
先生には聞きにくいが、先輩になら聞きやすい、という学部生の声が多く聞かれた。教える側も知
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らない事は教えられないのでテスト範囲を勉強し、良い知識の定着が行えた。しかし、大きな教室

を取った割には参加者が少なかった。一か月以上前から告知はしていたのだが、方法を再検討し、

次回につなげたいと考えている。（後藤） 
 
この会は今回で４～５回目になるが、毎年同じようなことを質問される。よって、この会で多かっ

た質問を教授にフィードバックすることで、学生の視点から授業の改善に一役買えるのではないか

と考えている。（松川） 
 
この会を通して学部生に教えることで基礎的な知識の再確認、定着が行なえた。また、複数の研究

室の院生が参加して教えることで、より広い分野に対応して教えることが出来た。学部生、院生と

もに参加者を増やすことができればより良い会になっていくのではないかと考えている。（田邉） 
 
 

Ⅴ 外国研究/招聘研究 

 

（１） 
タイトル：  海外研究室への研究留学 
実 施 者：  清水隆之（微生物分子機能研究室） 
実施場所：  インディアナ大学、アメリカ 
対象・人数：   
実施期間：  2012 年 1 月 10 日 ～ 2012 年 3 月 11 日 

 

＜受け入れ先＞ 
Carl Bauer lab、インディアナ大学、アメリカ 
自分の所属する研究室の OB がポスドクとして 2 年間働いていた研究室。今回は、その OB に仲介

してもらい、受け入れを承諾してもらった。 
 
＜背景・目的＞ 
このままマスターを卒業して教師になるか、ドクターに進学してまだ研究を続けるか、どちらか決

めかねていた。それはドクターに進学しても自分にとって意味があるか分からなかったからである

が、この意味を考えるには現在の環境にいたままでは充分でないと思っていた。そこで、海外での

研究を通じて考えようとし、今回の研究留学に至った。 
 
＜内容＞ 
Carl Bauer lab でも、私の所属する研究室同様、光合成細菌を用いた研究を行っている。特に、光

合成遺伝子の転写制御について研究しており、Carl はこの分野の第一人者である。そこで、私が普

段使っている紅色光合成細菌 Rubrivivax.gelatinosus を用いた転写制御の研究をすることにした。 
光合成細菌で広く使われている転写調節因子 PpsRは専ら α プロテオバクテリアに属する細菌で研
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究されており、その結果、PpsR による光合成遺伝子の制御はほぼ判ってきている。β プロテオバ

クテリアに属する R.gelatinosus の PpsR について研究することで、より広い視野で光合成遺伝子

の制御を理解することができる。 
R.gelatinosus の PpsR についての論文が１報出ているが、幾つか不審な点があり、正しい結果で

はないと考えている。そこで、これに対する追試も行った。具体的には、光合成遺伝子である pucB
とcrtIのプロモータ領域のどの範囲にPpsRが結合するかをFootprint分析により同定すること（論

文への追試）、また、PpsR の結合強度を調べることを滞在中の目的とした。さらに、ppsR 遺伝子

の欠損株作成も合わせて行うことにした。 
 
＜研究成果＞ 
Footprint 分析により、pucB と crtI のプロモータ領域に対する PpsR の結合領域が同定できた（デ

ータとしてはそのまま論文に載せることができるクオリティと Carl のお墨付きである）。その結

果、R.gelatinosus の PpsR についての論文で立てている仮説が間違いであることを示すことがで

きた。 
一方、結合強度の実験では、pucB プロモータについては酸化型 PpsR の方が還元型 PpsR よりも

強く結合することが判った。また、酸化型 PpsR は crtI プロモータへの結合よりも pucB プロモー

タへの結合の方が強いことが判った。crtI プロモータと pucB プロモータでは、２つある PpsR 結

合モチーフの間隔が１bp 異なる。この違いが PpsR の結合に影響を与えている可能性が考えられ

る。これが本当ならまだ知られていないことなので、非常に興味深い。 
欠損株については、おそらく完成したが、まだ正確にチェックはしていない。 
 
＜感想＞ 
今回、海外で研究することができて非常によかった。その理由はいくつかあるが、研究スタイルが

変わったことと自身が少しついたことが大きいと思う。 
今までは細かくぎっしりと実験スケジュールを立て、常に何かに追われるようにせかせかと実験を

行っていたが、アメリカに行ってからは逆になった。アメリカではみんな余裕を持って実験してお

り、私もそれに従って同じようなペースで行った。すると、心に余裕があるためか変な失敗もしな

いし、失敗しても今までほど気にしなくなった。また、（当たり前だが）予備的な実験をもっとし

っかりと行い、一歩ずつ着実に進めていこうと考えるようになった（今まではすぐに使えるデータ

を取ろうとしていた）。アメリカという普段とはまったく別の環境で研究を行ったことによって、

今までの自分の研究の進め方をある意味で客観的に見る事ができ、その結果、良くない部分を改善

することができたと考えている。日本の別の研究室で研究をしたとしても、ここまで劇的に考えが

変わることはなかったと思う。 
研究スタイルの変化ほどではないが、自信がついたことも大きな収穫だと思う。アメリカの研究室

では本当にいろいろな国の人（半分くらいは中国人だが）が研究をしていた。会話やディスカッシ

ョンをするときはもちろん英語で、英語が人一倍できないと感じている私は特に苦労した。しかし、

英語ができないことを除けば、他の能力は日本人と同等か、むしろ日本人の方が優れているような

印象を受けた（具体的には表現が難しいが、直感的に）。また、セミナーでも、いろんな質問がバ

ンバン飛び交うのかと思いきや、案外首都大でやっている教室セミナーと似たような感じで、こう
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いう点では日本もアメリカも変わらないということに気づいた。これらに気づけたことで、（日本

人としても）自分に自信が持てた。 
当初の目的であったドクター進学の意味については、正直なところまだ答えは出ていない。しかし、

今回の経験で変わった・得られた事を基に、日本での研究を続けながら考えていけば、もう少しで

答えが出ると思う。これは、海外で研究できたからこそ、答えが出せそうになったと確信している。 
 
ただ、英語はもっと鍛えないというのは強く感じている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
研究室がある建物（Simon hall） 
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実験風景 
 

 

研究室のみんなでランチ  
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（２） 
タイトル：  Gordon Research Conference(Aging,Biology of) 
実 施 者：  権 秀明（細胞遺伝学研究室） 
実施場所：  Ventura,California,USA 
対象・人数：  200 
実施期間：  2012 年 2 月 10 日 ～ 2012 年 2 月 18 日 

 

＜目的＞ 
Gordon Research Conference(GRC)老化学会の参加により、関連研究分野における最先端の情報を

得ることを目的の一つとする。また、学会で自分の研究を英語で発表して、英語でコミュニケーシ

ョンをとることにより、英語のプレゼン能力の向上が期待される。 
 
＜内容＞ 
2012 年 2 月 11 日から 17 日、私は Ventura Beach Marriott ホテルで行った老化に関する GRC 会

議に参加して、ポスター発表を通じて海外の研究者と研究内容について意見交換をした。 
 
GRC は古い歴史を持つ権威のある国際会議であって、1931 年に Dr.Gordon が自由な議論を通じ

て最先端の科学者交流や研究議論を促進させる目的として開催し始めたのである。GRC はこの 80
年間で発展し続けて、今は毎年 200 以上のテーマで会議を開いて、その範囲は生物学、化学、物理

などの様々の自然科学研究分野に及ぶ。会議に出席できる人数には限りがあり、私が参加した会議

にはおよそ 200 人が選ばれた。初めての国際学会でこのようなレベルの高い会議に出席することが

できて光栄を感じたが、同時に、緊張感も少なくなかった。 
 
GRC の本番の会議の前はポスドクや大学院生を主な成員とする二日間にわたる Gordon Research 
Seminar(GRS)があって、GRS と GRC の申請は別々に行うが、私は運がよく両方とも参加できる

ことになった。GRS に参加する人は約 50 人強で、線虫で初めて寿命に関わる遺伝子 daf-2 を発見

した Dr. Cynthia Kenyon の講演から始まり、老化・寿命研究分野における優秀な研究者が口頭発

表を行った。午後は１時間半のポスターセッションがあって、私は自分の研究について海外の研究

者や学生さんと意見交換をしたり、自分が興味をもっているポスターの発表者と研究内容の交流を

行ったりした。 
 
その後の GRC も GRS と似ていて口頭発表とポスターセッション二つ部分に分かれた。毎日のス

ケジュールは以下のようだった。 
9:00-12:20  口頭発表 
12:30-16:00 自由時間 
16:00-18:00 ポスターセッション 
19:00-21:30 口頭発表 
口頭発表者に選ばれたのはこの分野において優れた研究を行っている方であって、一つのトークが

終わったらみんなが積極的に質問をして議論を行った。時には、質問が多すぎで、司会者が時間の
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理由で質問を中止しなければならなかった。また、ポスターセッションでは、GRS と比べ、GRC
に参加する人がより多かったため、2 時間の発表では、もっと多くの人に自分の研究をわかりやす

く、効率よく説明することに工夫した。GRC で発表するデータは主にまだ公的に発表されてない

ものなので、写真や録画は絶対禁止で、発表内容も絶対に会議参加者以外には言ってはいけない。

このような自由な雰囲気で、みんなが自由に議論できるのだ。 
 
研究議論も重要だが、科学者間の交流を深めるのもこの会議の主旨であるため、主催者は昼の自由

時間に市内観光やワイン品評会などの項目も用意してくれた。また、この会議は合宿のような形式

をとっていて、一緒にご飯を食べたりすることで親交を深めた。 
 
今回の GRC に参加することで、私の英語でのプレゼンと会話能力の向上ができたと思う。また、

老化研究における中堅の先生や海外研究室で研究を行うポスドクや大学院生が参加して、この分野

の最先端の情報だけでなく、研究トレンドも感じることができた。さらに、類似な研究を行ってい

る仲間達と知り合うことができて、今後の研究交流に基礎を作った。今回の国際会議の参加は、今

後自分の研究に大きく役に立つと思う。 
 
＜感想と課題＞ 
ポスター発表で、欧米とアジアの研究者のプレゼンの差異を感じた。欧米の方はもっと情熱に研究

を語ったが、アジア人のほうは控えめだったと思う。口頭発表の発表者の話すスピードが速くなっ

たら、内容がわからなくなってしまうので、英語のリスニングの勉強にもっと集中したいと思う。 
 
写真 
（１）会場となった Ventura Beach Marriott ホテル 
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（２）一日の口頭発表が終わってからの交流会にて 
（一番右の方は会議の主席 Dr.James L Kirkland） 

 
（３）GRC 参加者の集合写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 
タイトル：  ソウル市立大学-首都大学東京生命科学専攻交換留学 
実 施 者：  富永真規子(植物ホルモン),松川健宏（環境微生物学研究室）, 岩田聡実（環境微生物

学研究室）, 松田さとみ（植物ホルモン機構研究室）, 勝浦絵里子（細胞遺伝学研究

室） 
実施場所：  首都大学東京 
対象・人数：  生命科学専攻、ソウル市立大学教員 1 名・学生 5 名 
実施期間：  2011 年 11 月 25 日 ～ 2011 年 12 月 2 日 
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＜概要／目的＞ 
毎年、首都大学東京(TMU)とソウル市立大学（UOS）の生命科学コース間で約 7～10 日間の学校

訪問を行っている。 
この訪問は国際演習の一環であり、国際的に活躍できる人材を育てるとともに、両大学の研究力向

上を行っていくことを目的としている。昨年度 2 月、そして今年度 10 月に首都大学東京から計 10
名の学生が UOS に出向き、様々なことを学び、交流して来た。 
そのメンバー中心となって、11 月末に UOS の学生を迎え入れた際の報告をする。 
 
 
＜以下は受け入れた際の日程＞ 
 
 11 月 25 日 出迎え UOS の学生と交流会 
   26 日 院生会主催のスポーツ大会に参加・歓迎会 
   27 日 都内観光 
   28 日～29 日 それぞれ希望の研究室にて、実験 
   28 日 教室セミナー 
      「The roles of Wnt signaling in neurodegeneration and    
        anteroposterior neural patterning」 
      （神経変性と神経の前後パターン形成に関わる wnt シグナルの役割）  
      演 者：Eek-hoon Jho 
      （Department of Life science, University of Seoul, Seoul, Korea）  
   30 日～12 月 1 日 2 つ目の研究室にて実験 
   30 日 UOS×TMU Joint Poster Session 
      2 日 帰国 
 
 
 UOS×TMU Joint Poster Session 
  来日した UOS の学生 5 名と TMU の学生 10 名がポスター発表を行う、 
  ポスターセッションを開催した。 
  その目的は以下の 4 つである。 
   ①海外の同年代の学生の研究を知ることで、自身のモチベーションを向上させ、 
    研究意欲を高める。 
   ②英語で学術的な質疑応答を行うことで、英語力を向上させる。 
   ③ポスターセッションを通して自身の研究分野以外の研究に触れることで、 
    多面的な視野を得る。 
   ④英語で交流することにより、英語でのコミュニケーション能力を向上させる。 
 
 
＜活動内容／具体的成果＞ 
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 UOS の学生の受け入れスタッフとしての活動に加え、ポスターセッションの準備・運営を行っ

た。普段の生活では機会の少ない、海外の同世代の学生との研究を軸にした交流をすることで、研

究に対するモチベーションが上がり、向上心が芽生えた。さらに、研究だけではなく、お互いの国

の文化にも興味が持てた。また、帰国も、インターネットのソーシャルワークサイトを通じて交流

が続けられている。 
 
 
＜感想＞ 
 
 昨年、UOS に訪問した際に、温かい受け入れをして下さったことに感謝し、今回スタッフとし

て少しでもその恩返しができれば、との思いで活動した。 
私はポスターセッションのリーダーとして、積極的なディスカッションが出来るような工夫を試み

た。そこで考えたのが「ポスター賞」である。TMU の学生は UOS の学生のポスターの中から、

UOS の学生は TMU の学生のポスターの中から、そして先生方には双方に投票をしてもらった中

から 1 名ずつに表彰した。投票するためには英語でディスカッションしなければならないことが、

少しでも交流のきっかけになってもらえたら、私の今回の成果だ。UOS の学生と再会できたこと、

新しい友達ができたこと、は私にとってとても貴重だ。(富永) 
 
 国際交流への興味から、この活動に参加しました。ポスターセッションや研究室でのティーチン

グを通してだけでなく、一緒にご飯を食べるだけでも、海外や英語への苦手意識は無くなっていき

ました。この経験を糧に、社会に出ても、国際的な意識を高く持ってやっていけそうです。（松川） 
 
 昨年ソウル市立大学に訪問し、そのとき感じた国際交流の楽しさを味わってほしいと考え、本活

動に参加しました。雑談に始まり、研究の説明やポスターセッションなど全て英語でしたが、相手

に気持ちを伝える際には英単語や文法を気にしすぎるのではなく、まず話してみることが重要だと

いうことを改めて実感しました。日本から２時間以内で行くことのできるとても近い国ですが、社

会や文化は大きく異なっており、他国の文化を知ることのできる貴重な機会でした。昨年知り合っ

たソウル市立大学の学生と再会し、新たな友人もできました。社会に出てもこの交流をずっと大切

にしたいと思っています。日本と韓国がより理解し合える社会にしたいと強く感じました。（岩田） 
 
 私はソウル市立大学に昨年度訪問したことをきっかけに、国際交流に興味を持ち、本企画に参加

しました。私は英語に対する苦手意識が強いのですが、今回は、「自分から積極的に交流をもつ」

ということを目標して、まず話しかけることを心がけました。その結果、UOS の学生と楽しい時

間を過ごすことができました。何事もやってみることが大切だと、実感しました。また、話をして

いるなかで韓国と日本の文化や社会制度の違いなども知ることができました。このような違いを知

ることができたことも、貴重な経験です。今後も、UOS の学生との交流を続けていきたいと思い

ます。（松田） 
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 私は今年度ソウル市立大学に訪問したことで、国際交流への興味が一層深まりました。また、ソ

ウルで私達を受け入れてくれた彼らに恩返しをしたいと思い、本企画に参加しました。ポスターセ

ッションでは運営側だったので多くの発表をきくことは出来ませんでしたが、運営といった面でと

ても勉強になりました。さらに積極的に話しかけたことで、ソウルにいた時よりも更に心が通じ合

ったように感じました。今後は、さらに国際的な視野を持つために、英語を使う機会を積極的に増

やしていきたいと考えています。また、このような海外学生との繋がりを大切にしたいです。（勝

浦）  
 
 
（４） 
タイトル：  2011 年度 首都大学東京×ソウル市立大学 日韓交流 
実 施 者：  森島太智、溝口啓太、金木茉樹、細木麻衣、勝浦絵里子 
実施場所：  ソウル市立大学 
対象・人数：  ソウル市立大学及び首都大学東京の学生（５名） 
実施期間：  2011 年 10 月 19 日 ～ 2011 年 10 月 27 日 

 

ソウル市立大学（UOS）の生命科学コースに 7 日間留学し、研究発表と実験を行いました。この訪

問は国際演習の一環であり、国際的に活躍できる人材を育てるとともに、両大学の研究力向上を目

的としています。 
 
 
 
【日程】 
10 月 19 日 出国 
  20 日  研究室配属・実験を教わる、UOS の学生・教授と交流会 
  21 日 UOS-TMU Joint Workshop 
  22 日 観光 
  23 日 観光 
  24 日 実験を教わる 
  25 日 実験を教わる 
  26 日 実験を教わる、交流会 
  27 日 帰国 
 
 
【研究室配属】 
Molecular physiology や Cell biology など生命デザイン系の研究室から、学生それぞれが希望する

研究室へ行きました。自分の分野が多少異なる研究室でも、実験手法や考え方など普段と違った視

点から研究を学ぶことが出来ました。 
研究室には基本的に１０時から１７時ぐらいまで滞在し、実験を行いました。 
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【研究報告会】 
教授やドクターの方々の口頭発表後、学生によるポスター発表を行いました。 
今回は教授やドクターの方々に交じり、１人の日本人学生も口頭発表を行いました。 
韓国の学生の研究に対する関心は非常に強く、ポスター発表では繰り返し自分の研究を説明し、多

くの方と交流することが出来ました。英語力の向上はもちろんですが、説明時の論理的な思考や表

現方法など多くのことを学びました。 
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【交流会・観光】 
ＵＯＳの学生が積極的にコミュニケーションをとってくれたり、市内観光に連れて行ってくれたり

と、彼らのホスピタリティーにとても感動しました。 
Workshop での学術的交流とは違い、お互いリラックスして会話ができました。 

 
 
 
*2011 年度 UOS×TMU 交換留学の感想* 
 
UOS では実験やポスターセッション、観光、交流会など盛りだくさんの１週間を過ごしました。

コミュニケーションツールが英語しかないという点で、心配はありましたが、実験もポスターも身

振り手振りを加えたり、相手の英語を繰り返し確認するなどして理解するように努力し、お互いの

意思疎通は問題なく行うことが出来ました。韓国では文化も多少異なるので、初めはすごく緊張し

ましたが、UOS のメンバーがとても温かく迎えて下さったので、すぐに打ち解けることが出来、

忙しいながらも楽しく充実した日々を過ごすことが出来ました。（細胞遺伝 M1：金木茉樹） 
 
私が配属されたのは、老化に関する研究を行っている研究室でした。ガン細胞を用いた多くの実験

手法を学び、一緒に山に登ったりと様々な経験ができました。一週間では足りない、というのが正

直な感想です。ＵＯＳの学生が積極的にコミュニケーションをとってくれたので、人見知りな私で

も仲良くなることができました。Workshop での発表はとても緊張しましたが、徹夜で作った英語

の原稿など必要なく、英語が自然と出てきました。質疑応答で専門的な質問をされて焦った時、Ｕ

ＯＳの学生が質問に答えやすい雰囲気づくりをしてくれ、無事に発表を終える事が出来ました。と

ても充実した一週間でした。 
（細胞遺伝Ｍ１：勝浦絵里子） 
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私は UOS に行ってから英語に対する考え方が大きく変わりました。今までは、英語は言いたいこ

とを上手く表現できないから苦手だと考えていました。しかし韓国では何をするにもコミュニケー

ションをとるためには英語に頼るしかありませんでした。この状況で初めて「英語があってよかっ

た」と思ったのです。UOS の方々はとても良い人ばかりで、英語を「上手に」しゃべる必要もあ

りませんでした。韓国で出来た友達ともっとコミュニケーションをとりたいという気持ちから、こ

れからの英語への学習意欲も高まりました。（細胞遺伝 M1：細木麻衣） 
 
私は、新しい環境でのコミュニケーションに学ぶことが多くありました。印象的だったのが、滞在

先にいた研究室のドクターの方とお互いの研究内容を話し合ったことです。話す機会の少なかった

人でしたが、相手の研究内容について質問したのをきっかけに、お互いの研究について１時間程度

のディスカッションを行いました。より抽象的な概念に話が広がると自分の英語力が追いつかなく

なりました。この経験では、自分から声を掛けることで話すきっかけをつくり、専門分野の英語を

つかうトレーニングをすることができました。今後、自ら他人と関わる意欲を持って学びの機会を

つくり、そこで必要なコミュニケーション力を培っていきたいと思います。 
（環境微生物学 M2：溝口啓太）  
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Ⅵ 英語力向上企画 

 

（１）平成 22 年度 国際実践演習 / 前期英語講座  受講者一覧表 

 

生物英語特訓１（月曜５限） 生物英語特訓２（木曜４限） 

学籍番号 氏名 学籍番号 氏名 

10881303 岩舘佑未 10881306 岡山 唯 

10881325  松本 裕文 10881313 後藤 悠太 

10881341 森島大智 10881329  富永真規子 

10881310 熊谷雄人 10881338  松田さとみ 

10881333 濱田 理絵 10881339  松本さちこ 

10881340 溝口啓太 10881342 柳 友子 

10881319 白土裕夢 10881345 吉松 慶 

10881302 石田 愛美     

 

 

（２）平成 22 年度 国際実践演習 / 後期英語講座  受講者一覧表 

    

生物英語特訓３（火曜 4 限） 生物科学英語論文校閲（火曜３限） 

学籍番号 氏名 学籍番号 氏名 

10881329  富永真規子 09881333 原なつみ 

10881338  松田さとみ 10881302 石田愛美 

10881339  松本さちこ 10881303 岩舘佑未 

10881340 溝口啓太 10881308 笠谷麻美 

    10881310 熊谷雄人 

    10881327 照井駿太 

    10881329 富永真規子 

    10881333 濵田理絵 

    10881336 俣野由行 

    10881338 松田さとみ 

    10881339 松本さちこ 

    10881340 溝口啓太 
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生物英語特訓レポート 
（１） 

タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
実 施 者：  平田ゆい 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

My average English study time is about 2 hours a day. I have listen Ted talks or BBC every 
day. And on the weekend, I wrote reports of Ted talks of 3 hours. Ted talks are very interesting. 
It was very interesting for me. I learned many things by listening Ted talks. For example, 
hallucination, suicide survivors, paradox of choice, our mind, James Bond, transplant cells, 
cyborg, and looking past limits. I knew there were many people in the world, and they thought 
many kinds of things. In particular, their lifestyles became helpful in my life. Their new ideas 
were very interesting. After this class finished, I listen Ted talks sometimes. It was worthwhile 
things for me that I knew Ted talks.  
After I attended this class, I have improved the power of writing, speaking, and listening 
English which were my weak point of English. I couldn’t listen to English for a long time and 
write long English sentences. And I wasn’t the first to speak English. I can write and listen to a 
long sentence. There is no chance that I speak English every day. I had the chance to speak 
English every week. I can speak English more aggressive. In particular, I was happy to speak 
English more aggressive. I knew that I can communicate my ideas with English. I am the first 
to show ideas and ask questions in English. 
For the future, I continue to listen to Ted talks and write summary of Ted talks. And I keep 
studying TOEFL. In the future, I want to reveal the autism’s riddles. There are few biology 
scientists of autism in Japan. On the other hand, “The Biology of the Autistic Syndromes” has 
already published by Dr. Mary Coleman in the United States in 2000. So I want to study 
autism in United States. And I want to study English for communicating many researchers. I 
need to keep studying English for my goal. I will increase the time of speaking English. 
Therefore, I research the chance to speak English, for example, studying TOEFL speaking test, 
volunteer, and studying abroad. 
 
 
（２） 
タイトル：  エリザベス先生による 生命科学単講（生物英語特訓１）報告レポート 
実 施 者：  秋元優希（神経生物 M1 11881301） 
実施場所：   
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対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 31 日 

 

テーマ：生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
 
 
Hearing  
At began this English classes, I hardly understood what the teacher speaks. Therefore, I was 
not able to be understood what teacher want to do, and it was uneasy whether I can attend this 
class. I came to think that somehow I can understand what teacher said, while actually 
attending the class. But it was not felt that remarkably progress. 
Seeing English Web animation “TED Talks” became a problem. It became a chance to hear 
English spoken, but I was scarcely able to understand. Because it was comparatively easy to 
understand that other students have seen and have explanation of the animation, I try to 
watch it at my own initiative. I came to interesting in many things without consider the wall of 
the language. I want to be going to use such animation etc. in the future to touch English.  
 
Speaking  
I had a hard time very much because there were very few experiences that practiced trying to 
speak English up to now. In this class, I answered teacher's questions, and I practiced speaking 
English pair with other students. Effect of my positively talking bearing it in mind, I came to 
be able to question when the content was not able to be understand what I heard.  
 
English language skill 
I think that I have come to be able to understand English thanks to have learn not only this 
English class but also another class of biological English communication and seminars of the 
my laboratory.  
However, I was not good at reading and writing of basic English. Therefore, I was not able to 
think matter who says and matter I want to speak, when talking in English. I was felt that 
first of all I had to come to be able to read and write English to improve  myself English 
language skill in the future. I want to continue to read some article, for examples science news 
and the thesis etc. daily. I want to continue to talk too, because I thought that the conversation 
is not to be progress if it doesn't speak regularly. However, it is difficult to have a chance to talk 
English like this class in usual days. 
(Time of study each day: For about 30 minutes) 
 
 
（３） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
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実 施 者：  大沼耕平（発生プログラム研究室） 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

< Learning time of English / day > 
30-60 min. 
 
< How did I improve my English weak points? > 
My English weak points are especially listening and conversation. To improve these weak 
points, I carried out the lesson of accent, vocabulary and speaking for the fluent conversation. 
I thought and heard that I must increase my English vocabulary and acquire the accent ability 
to listen to the English sentence anyone talked precisely. So, I have trained the English vowel 
sound and consonant sound with a text book for 15 - 20 min / day. Moreover, I wrote the 
English words again and again which I didn't know to get the vocabulary. I have carried out it 
for 10-20 min / day. Therefore, I got many words, and I was able to acquire a little listening 
ability. For example, I was able to become to distinguish "L" sound from "R" sound and speak 
them. On the other hand, I felt that I didn't have the ability of accent fully. For example, I still 
cannot speak four "a" sounds. So, I thought that it is necessary to learn and expand the ability 
more and more.  
I carried out the training of talk alone to get the ability that I can speak fluently, for example, 
the easy explanation of my neighbor things. I have performed the training for 15-20 min / day. 
Therefore, I was able to make my English talk skill better than before. Especially, I was able to 
become to express many things which I thought with using the easy words. However, I cannot 
speak completely at the same time that I think. So, I felt to continue to do the training. 
 
< How should I expand my English skills more?  >  
Although I carried out those things, I feel that my English weak points, such as especially 
listening and conversation, are not overcome fully. Therefore, I think how to increase my 
English skills. The way is to continue the lesson of accent, vocabulary and conversation and 
learn additionally the grammar. Though this class, I thought that vocabulary and grammar are 
essential for English learning, because I often mistook the order of grammar. So, I'm going to 
train the English grammar with text books. Then, I will carry out those things again and again 
until I acquire and overcome the ability of listening and conversation. 
 
 
（４） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
実 施 者：  大沼耕平（発生プログラム研究室） 
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実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

< Learning time of English / day > 
30-60 min. 
 
< How did I improve my English weak points? > 
My English weak points are especially listening and conversation. To improve these weak 
points, I carried out the lesson of accent, vocabulary and speaking for the fluent conversation. 
I thought and heard that I must increase my English vocabulary and acquire the accent ability 
to listen to the English sentence anyone talked precisely. So, I have trained the English vowel 
sound and consonant sound with a text book for 15 - 20 min / day. Moreover, I wrote the 
English words again and again which I didn't know to get the vocabulary. I have carried out it 
for 10-20 min / day. Therefore, I got many words, and I was able to acquire a little listening 
ability. For example, I was able to become to distinguish "L" sound from "R" sound and speak 
them. On the other hand, I felt that I didn't have the ability of accent fully. For example, I still 
cannot speak four "a" sounds. So, I thought that it is necessary to learn and expand the ability 
more and more.  
I carried out the training of talk alone to get the ability that I can speak fluently, for example, 
the easy explanation of my neighbor things. I have performed the training for 15-20 min / day. 
Therefore, I was able to make my English talk skill better than before. Especially, I was able to 
become to express many things which I thought with using the easy words. However, I cannot 
speak completely at the same time that I think. So, I felt to continue to do the training. 
 
< How should I expand my English skills more?  >  
Although I carried out those things, I feel that my English weak points, such as especially 
listening and conversation, are not overcome fully. Therefore, I think how to increase my 
English skills. The way is to continue the lesson of accent, vocabulary and conversation and 
learn additionally the grammar. Though this class, I thought that vocabulary and grammar are 
essential for English learning, because I often mistook the order of grammar. So, I'm going to 
train the English grammar with text books. Then, I will carry out those things again and again 
until I acquire and overcome the ability of listening and conversation. 
 
 
（５） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
実 施 者：  関上由佳 
実施場所：   
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対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 31 日 

 

 After this class, I could pronounce English better and read faster English articles than before. 
 In this class, first, we would make a role-play. And next class, we played it. But, next time, 
almost would hear a story from ‘ TED talks ’, and next class, they discussed it.  
 Since I did not want to do it, I made a role-play with another student, and played it. 
 A role-play was training of daily conversation. So, it was not difficult for me. Usually, I learned 
English for 10 minutes in a day. It seemed to be a short time of learning English, but it was fit 
for me, who does not like English.  
 In a class, Elizabeth sensei taught English pronunciations to ‘ role-play team ’. Especially, we 
were trained pronunciations in a sentence, or in three sentences. Then, we could learn that an 
intonation goes up or down at the end of a phrase or a sentence. And Elizabeth sensei taught to 
us why it should pronounce so.  
 When I read scientific articles, I tried to pronounce not a word, but a sentence. Then, I could 
read articles faster than before. And, I could understand the article better. I think that I 
acquire pronouncing a sentence due to be trained in this class. 
 And, I could speak a short conversation better and response faster than before.  
 I aim at reading scientific articles every day. I want to read faster and understand better 
articles than now. And, I will study biology much more. 
 I need to train hearing English. So, I will hear an interesting topic from TED talks. 
 
 
（６） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
実 施 者：  豊田千春 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

From this class started, I studied English about 30min per day. I watched TED talks mainly. 
On Mondays, I spoke and heard English at Nature Talk class and this Intensive class. 
Tuesday, I watched some videos of TED talks and choose one that I wrote a report about. 
Wednesday, I watched a video with Japanese subtitle repeatedly until I understood. Thursday, 
I watched same video with English subtitle. Friday, I watched same movie without subtitle. 
Saturday, I wrote a report about TED talk with review a video. I repeated this cycle every 
week. 
 
I think that I improved my hearing skill by watching TED talks. Since TED talks have many 
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interesting videos, I could watch and enjoy it. So I think I began to hear English progressively. 
Before I took this class, I had not watched English video like TED talk, but through this class, I 
realized that hearing different language and watching English videos are very interesting for 
me. 
And I think that I improve my speaking skill of English by talking about TED talks with 
Elizabeth and other students in this class. In this class, we talk about TED talk that each 
student had watched and written report about. This class helps me practice to talk English. 
And Elizabeth pointed out my false pronunciation or grammar, so I could understand correct 
pronunciation or grammar. 
 
This class was over already, but I want to continue studying English by watching TED talks or 
other contents. Through this class, I realize that hearing English is effective learning method. 
And continuing to study English daily is most important. To continue watching and hearing 
English help me improve my skill of English. And in order to improve my skill of English more, 
I think that I should study English by other methods too. For example, to study English for 
TOEIC or to watch various movie or news of English are effective for me to improve my skill of 
English well, I think. Furthermore, I want to watch various movies with English subtitle or 
without subtitle. Then the most important thing to improve my skill of English is to speak 
English unabashedly. Taking advantage of the experience of this class, I want to able to speak 
English well than now. 
 
 
（７） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか 
実 施 者：  末吉美佐 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

My aims in E-intensive class were to practice English pronunciation and communication. I 
thought these skills of English can not learn short term training. So, this class is suit to achieve 
my aims. 
 
I studied English by two ways.  
First, I watched and summarize English presentation of TED talks for about 1hour everyday. 
To watch TED talks was very interesting for me, because there are many presentations of good 
qualities. I learned not just English, but also biomimetics, international situations,arts, and so 
on, by watching the TED. My best talk is “Robert Full: Learning from the gecko's tail”. This is a 
talk about biomimetics. R. Full is a biologist, studies geckoes to apply their characters into 
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engineering. In this talk, Full shows the wall climbing robot, which mimicked gecko’s sticky 
feet. I enjoyed this talk, especially the video which took the video of geckoes by slow-motion.   
Also, I could find many presenters who are native or not native English speakers. It becomes 
good listening training for me.  
And TED has English subtitles. It also becomes study of correct English pronunciation 
training.  
Second, in the class, we discussed about our homework what we choose, the interesting point 
and our opinion, between the students. At initial classes, English discussion was not smooth. 
After few classes, it was not perfect English, but we could enjoy English discussion each other. 
It means we become familiar to English discussion. 
 
I think my aims were almost achieved by taking this class. But I also think I should continue 
the training for now on. So, this class becomes good opportunity for me.  
 
（８） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか。 
実 施 者：  金木茉樹 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

In early days of starting class, I gave a wide berth to English, particularly to speaking. 
 
I can catch the question. But it was difficult to translate answer of that for me. If I want to say 
things, I couldn’t explain it. 
After this class, when I have no way of saying I come to say anything. In class, we talk about 
our choice video. As a first step, one who chose the video speak the outline and the interesting 
point. And we discuss that.  
To explain it, we prepare the outline paper. So, we need to watch the video time and time 
again. 
 
Accordingly, I became to watch English video and movie.  
In class, we think how to explain and talk it using my words. There are teacher’s help, but 
basically only I think and speak English. And we receive the feedback and notice by teacher. 
Once again I think my sentences/words and pronounce it. Positively speaking English, my fear 
against English went off. 
 
This lesson give me a chance re-think my pronunciations and grammars. Also, not only my 
opinion but also others lead to learn how to make the sentence, and I could develop my 
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vocabulary. 
 
But I think that I can’t say something to think up. The reason is that my vocabulary is poor and 
lack of listening. Until now, there is not enough time to listen and speak. I study 30mins a day. 
But I want to increase the time. Reading science paper of course, I decide to be exposed to 
English more by watching English video/movie.  
Also, I will think more my opinion against it and I want to improve my English. 
 
Fortunately, in my laboratory I have the opportunity for presentation using English. Using the 
chance, I show someone my pronunciations and presentation and improve that. I set out to 
speak English smoothly and long. 
 
 
（９） 
タイトル：  生物英語特訓で自分の英語はどう変わったか。 
実 施 者：  川合瑞希 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

 I study English 30 minutes every morning using the text book for the TOEIC test. I practice 
listening, speaking and writing in English at self lesson. I enjoy studying English every day, 
and I think that the study for speaking English is more interesting than the study for writing 
English. When I study for speaking, first I listen to the English sentence, and then repeat the 
sentence any number of times. So, I can practice listening and speaking at same time. And I 
sometimes listen to the English radio with cooking for dinner. To begin with I listen to the 
radio; I can not understand what an emcee is saying, but recently I can understand part of the 
conversation. An emcee's speaking English is too fast for me. So, I have to adjust to listen to the 
radio more and more. I think that the communication in English is very interesting and benefit 
to study. So, I participate in the English cafe once every two weeks. At the English cafe, I listen 
to the teacher's talk and introduce my research. And I listen to the introduction of another 
student too. They belong physical science and chemistry, so it is very difficult for me to 
understand about their study.  
 
 In order to improve my skill of English, I am going to continue to study English of self lesson at 
every morning. And, recently, I want to talk with foreigners who speak English. For example, I 
can communicate with foreigners using face book, the pen pal site and skype. I am going to use 
positively their internet tool, and talk with English cafe's student using English. If I improve 
my skill of English, I can communicate a lot of foreigner and learn a lot of knowledge.  
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（１０） 
タイトル：  生物英語特訓 
実 施 者：  中村文香 
実施場所：   
対象・人数：   
実施期間：  2011 年 4 月 1 日 ～ 2011 年 8 月 1 日 

 

 Before I took this class, I thought that I have to study English. But, after I took it, my attitude 
to English was changed. I would like to speak English more. 
 To speak English more, I study English 30 minutes at least every day. I put the point on 
listening and speaking. I hear TED talks. And I hear CD of wordbook and pronounce with it.  
 
TED talks 
After I heard them, I submitted the reports.  
→ Then, I come to think many things in English. 
CD of wordbook 
I hear CD of wordbook and do shadowing. 
→ Then, I come to understand how to accent and linking of wards. 
 
 To get more English skill, I need more chances to listen to English and think things in English. 
For example, I read biology articles, needless to say, I watch TED talks and movies and listen 
to music. I read newspaper. I try to speak English with my friends and foreigner people. It is 
important to do these things EVERY DAY.  
 
 
（１１） 
タイトル：  English Intensive Class 
実 施 者：  大沼耕平 
実施場所：   
対象・人数：  1 人 
実施期間：  2011 年 10 月 1 日 ～ 2012 年 2 月 6 日 

 

I have opportunities that I present my research in international societies and conferences. 
Although it is need to have the English communication abilities, I’m weak on listening skill 
especially. So, I studied listening in the intensive class. 
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＜Method＞ 
I used a web site, ''English central'', which has many English movies. I selected two or three 
movies on every week and listened to these movies before the class. After listening for the first 
time, I repeated to listen to those many times until I could understand their means and words. 
Then, I dictated the sentences and confirmed whether I can listen to those perfectly. 
 In the class, I spoke the sentences, and learned accents and pronunciations of the sentences 
from Mrs. Elizabeth. Then, I and Mrs. Elizabeth talked about the movies and the key words. 
 
＜Results＞ 
・I wanted to study those 30 min / day. But, I spent only 20 min / day. 
・Although I felt that it was difficult to hear low level movies on the first time, I can have 
become to understand the low and/or middle level after the class. 
・I can have become to hear the key words and understand the mean roughly, but haven’t 
listened to the high level movies completely. 
・More, I felt that my English accents and pronunciations were upregulated. 
 
＜Issue that I need to solve in English study＞ 
When this class ended, I felt that I have three issues that I need to solve in English study. 
 First is studying time. I spent only 20 min/day for studying English listening by the web site. 
Because of little time, I thought that I increase the time and have to study 30 min/day at least. 
 Second is my listening ability. I can listen to the middle level movies in the web site, but I 
cannot hear the connecting pronunciations between words. I thought to solve this issue by 
continuing to the listening, speaking and dictation with the web site. 
 Third is English conversation. When I talked with Mrs. Elizabeth about the movies and the 
key words, it was sometimes hard to speak about my thinking things. So, I felt that I have to 
study English vocabulary, grammar more. 
 

 

最終記入日時：  2012/02/14 1:17:18 

 
（１２） 
タイトル：  English Intensive class 
実 施 者：  末吉美佐 
実施場所：  8-338 
対象・人数：  3 人 
実施期間：  2011 年 10 月 1 日 ～ 2012 年 2 月 6 日 

 

The reason why I took the English intensive class is I wanted to be able to tell what I think in 
precise English. 
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The class was held in small members. So the students could take enough time to speaking 
English.  
What I tried in this class was “Answer the question in sentence.”Before I take the class, I tend 
to answer the question only in single word, such as “Yes.” or “No.”. In the class, I paid attention 
to use sentence like “Yes I do.” or “No I don’t think so, because~.” Thanks to this training, I 
could assemble English sentence smoothly, and realized the short of my English vocabulary. 
 
I couldn’t attend the all class, but I think I could grow up the skill of my English speaking.I'd 
like to continue this training the next fiscal year. 
 
   
（１３） 
タイトル：  English Intensive Class 
実 施 者：  菅野菜々子 
実施場所：   
対象・人数：  院生 3 名 
実施期間：  2011 年 10 月 6 日 ～ 2012 年 2 月 6 日 

 

I will attend the Japan-Korea international symposium on microbial ecology in this year. To 
communicate to Korean young researchers in English, I practiced English listening and 
speaking in English Intensive class. 
 
In this class, I learned basic communication skills between scientists. 
I practiced to introduce myself. I made a self-introduction containing my position, affiliation 
and research theme, and practiced to speak it after Mrs. Elizabeth checked it. I learned that it 
is important to explain my research to someone simply. 
Small talks are required when we meet fellow foreigner researchers for the first time at various 
situations. For example, it is required when I lead a foreigner researcher to a conference venue 
from an international airport or I meet a famous researcher at conference venue. We learned 
some stock phrases of small talks. 
Besides this, we talked some science topics, jewelry and mimicking ability.  
Moving image at youtube and an website “English Central” were utilized for lesson to hearing 
and speaking. 
 
I was able to learn how to communicate foreign researchers. Because I found that I am weak in 
English listening, I will improve my listening skill by utilizing an website of English Central. 
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（１４） 
タイトル：  English Intensive Class 
実 施 者：  岩田 聡実 
実施場所：   
対象・人数：  3 人 
実施期間：  2011 年 10 月 1 日 ～ 2012 年 2 月 6 日 

 

If I will go abroad, I have to talk about my hobby, life style and study in English. So I studied 
English conversation in English Intensive Class.  
 
In the class, I did some role play and small conversations. 
Role play : Mrs. Elizabeth and I talked at a patty, sightseeing and conference in each situation. 
I learned that I need to know Japanese society and culture to enjoy talking with foreigner each 
other. I studied some Japanese culture before the class to talk about it in the class. I studied 
the way to enjoy talking with foreigner in the class.  
Small conversations : Mrs. Elizabeth and 3 students had small conversations. We talked about 
science such as monkey society or jewelry stone. I learned science not only biology but also 
geology in English. This knowledge is important and useful to research my study and have a 
conversation with foreigner.  
 
I will go abroad to make a poster session about my study in this year. I’d like to talk about 
microbiology and short conversations with foreigner at a poster session hall and party. I’m 
going to have a lot of English conversations. 
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Ⅷ 研究評価演習 

（１）研究計画書作成テーマ（ M2＆PDDC：計２０名 ） 

   

PDDC 石田 愛美 抗躁剤バルプロ酸による Cdk5-p35の活性制御 

PDDC 岩舘 佑未 大腸菌の定常期における生存に関与する遺伝子の探索とその機能解析 

PDDC 岡山 唯 BMPシグナル修飾による前腸内胚葉領域分化機構の解析 

PDDC 後藤 悠太 アポリポタンパク質 A-1の肝臓領域化に関わる機能解析 

PDDC 志野 優佳 特異抗体を用いた内在性 Patched 1 第 7細胞質ドメインの細胞内動態解析 

PDDC 磯部 琴葉 アカショウジョウバエ（Drosophila albomicans)における低温適応の遺伝機構 

PDDC 大沼 耕平 ホヤの中枢神経系の発生における Otx遺伝子の転写制御機構および保存性の解析 

PDDC 里村 和浩 
アカショウジョウバエ（Drosophila albomicans)の Neo-X、Neo-Y染色体における DNAの分子

進化 

PDDC 藤原 弘平 光合成細菌の光合成関連遺伝子群の大腸菌への誘導と機能の再構成 

PDDC 山田 香菜子 シマオオタニワタリ類における生殖的隔離の進化プロセス 

M2 権 秀明  ショウジョウバエを用いた SCSαの遺伝学的解析 

M2 竹下 真未 ホンヤドカリおよびイソヨコバサミ地域集団間における遺伝的分化 

M2 照井 駿太 
首都大学東京南大沢キャンパスの棲息するアズマヒキガエル  

（Bufo japonicus formosus)の個体群構造、季節活動、および繁殖移動 

M2 橋本 知佳 大腸菌機能未知必須遺伝子群 yeaZ,ygjD,yieEの解析 

M2 福島 こよみ 初期ニワトリ胚におけるシグナル入力の可視化 

M2 森島 大智 ケミカルジェネティクスによる新規オーキシン輸送阻害剤の探索と作用解析 

M2 山根 理紗子 土壌中の物理的障害物の密度が植物の成長に与える影響の実験生態学的解析 

M2 笠屋 麻美 ヒメグルミ種子散布者としてのヒメネズミ：採食行動および貯食行動 

M2 梶塚 友美 トウモロコシの NPH3-like、PGP-like、及び phot1タンパク質解析 
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（２） 研究計画書作成テーマ （M1：計３６名) 

 

M1 秋元優希 カイコガ幼虫における消化管神経系の構造と機能の解明 

M1 久保田希 大腸菌染色体大規模欠失株（△34a)の作成とそれを利用した生育に重要な遺伝子の解析 

M1 厚海貴裕 紅色光合成細菌のキノン伝達に関わるタンパクの解析 

M1 豊田千春 Osteopontin の膵臓領域化に関わる機能解析 

M1 末吉美佐 カタユウレイボヤ Rx遺伝子における Nodsl シグナリング応答機構の解析 

M1 佐藤 光 クモバチ科の“Day'ｓ Organ”の比較形態学的研究 

M1 岩本栄介 Heterotachyが系統解析の信頼度推定におよぼす影響 

M1 高木 光 大腸菌の染色体大規模欠失株を用いた遺伝子解析 

M1 岩田聡実 微生物マットにおける炭素と電子の授受を介した種間関係の解析 

M1 池尻昴史 BAG６のマウス胸腺における作用について 

M1 勝浦絵里子 酸化ストレス抵抗性に関わる新規遺伝子の解析 

M1 露木翔太 ホヤの Not遺伝子の転写調節機構の解析 

M1 山川夏菜 カルシニューリン活性および MEF2活性の増加が睡眠に及ぼす影響について探る 

M1 小島 茜 トウモロコシ幼葉鞘での光屈曲に関わるタンパク質の解析 

M1 岩崎 茜 p32/ClｑBPを介した Hedgehog受容体 Patchedの新規調節メカニズムの解析 

M1 鳥居侑史 集団遺伝学的手法を用いたアカショウジョウバエ（Drosophila albomicans)温帯適応の検証 

M1 細木麻衣 ショウジョウバエにおけるエネルギー代謝関連遺伝子 Enolase の機能解析 

M1 山﨑麗奈 脊髄小脳失調症２型タンパク質 Ataxin-2の生理的機能の解析 

M1 関上由佳 マボヤにおける Hox遺伝子の構造と発現の解析 

M1 金木菜樹 ショウジョウバエにおけるタンパク質輸送装置サブユニット tom7遺伝子の解析 

M1 江川 博 Patched細胞質断片の生成を介した新規発癌機構の解析 

M1 田中啓史 BAG６による新合成不良タンパク質（DRiPs)の識別機構 

M1 松本望来 ショウジョウバエ POSH 機能欠損変異体の作製と表現型解析 

M1 高岡千弘 トウモロコシ幼葉鞘先端におけるインドール-3-酢酸（IAA）生合成経路の解明 

M1 佐藤浩一 
紅色光合成細菌 Rubrivivax gelatinosus のゲノム中に見つかった 3つの青色光受容体フラビン 

（BLUF）タンパク質の生理・生化学的機能解明 

M1 西山空人 マタゲノム解析を用いたショウジョウバエ腸内フロラの種間比較 

M1 高尾 翠 イネのストレス応答タンパク質 RSOsPR10の発現制御機構の解析 

M1 脇街道卓 日本産オオムカデ（Scolpendra subspinipes)の生態的、遺伝的解析 

M1 清水隆之 
紅色光合成細菌 Rubrivivsx gelatinosus の光合成電子伝達に関わる新規電子伝達タンパク質の 

生理的役割の解明 

M1 橋本英明 次世代シーケンス技術によるアカショウジョウバエゲノムの遺伝的多様性解析 

M1 中村文香 核内タンパク質代謝における BAG6役割解明 

M1 橋本晃生 カンタリジンに誘引される昆虫群集の構造と動態 

M1 松本龍太 ヒミズ（食虫目：モグラ科）の天敵に対する防御反応 

M1 平田ゆい Cdk5/p35によって細胞内の Ca2+は制御されているのか 
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