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Ⅰ はじめに 

  

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

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

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

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

リングにおいて，大学学長から継続することが明言されていた． 

 

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

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

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

を実施した． 

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

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

組み、総額 300万円で継続事業を実施した。 

 

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

追加され国際交流面の充実を図る事が出来た。本報告書は，その学生活動の報告をまとめ

た も の で あ る ． こ れ ら の 内 容 は ， す で に 生 命 科 学 専 攻 の ホ ー ム ペ ー ジ

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

 

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

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

改革事業を推進した． 

 

 予算執行結果は，最終ページに添付資料として掲載した． 

 

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

ような評価をいただいており，継続事業への期待もいただいている． 
○「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」 (首都大学東京理工学研究科生命科学専攻) 

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

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

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

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

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

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

善への方策がきめ細かく検討されている。 

 

 

 

 

2013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 

 

昨年度までは，英語基礎力アップを念頭に置いたプログラムを組んだが，やはり，外国人との交流が

国際体験にとっては，最も重要だと考えられる．ただし，従来の予算だけではいろいろな取組は難しい．

そこで，国際センターからの首都大学東京国際交流プログラムの予算を追加して，国際交流プログラム

を履行した． 

 

１. 個人の海外短期研究 

大学院生は自らの研究と言う情報発信の源を持っている．これを使えば，短期海外滞在も研究を目

的とし，研究面でも，国際交流面でも充実させることができる．よって，本プログラムでは海外のラ

ボに滞在しておこなう研究活動を支援した．今年度は多くの院生が希望したが，より計画が具体的に
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なっていた２名を選んだ．一人は米国コーネル大学の研究室に 2012 年 8 月 12 日～2012 年 9 月 15

日の間，滞在し，ショウジョウバエの卵母細胞賦活化に関する研究を行った．もう一人はドイツの

Karlsruhe Institute of Technology に滞在し，イネの環境耐性に対する研究を行った．２人とも研

究面，英語コミュニケーション面のシンポを報告している．さらに１名は，博士後期課程を滞在した

研究室で研究したいという希望をもち，既に教授からは許可を得ている．さらに昨年度米国インディ

アナ大学に３ヶ月滞在した学生が，今度はあちらのグラントでさらに２ヶ月滞在し研究を行った．多

くの人数を送ることはできないものの，行った学生は着実に国際的な視野を身につけ，自ら開拓でき

るようになっていると思われる．ただし，滞在の日程などを完全に学生に任せてしまったので，航空

券が非常に高価な時期に渡航を決めてしまうなど，よりコスト意識を学生にも植え付ける必要がある

と考える． 

 

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

5 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において UOS-TMU 

joint meeting が 11 月 16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 meeting を

含む 9日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．今回は，日本人学生

だけでなく，中国からの留学生もこのプログラムに参加したのが特徴である．彼らは，自分のラボの

研究とは全く違う内容の研究を英語で理解してやる必要があったが，既に滞在前から SNSで知り合い

になっていることもあり，ソウル市立大学の学生達に非常に助けられたという感想を持つものが多か

った． 

 

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

昨年度ソウル市立大学に招待された学生を中心とした 11名が「ソウル市立大学交流委員会」をつ

くり，ソウル市立大学の大学院生 5 人，教員１名を 2012 年 11 月 23 日から 12 月 1 日の間，首都大

学東京に 招待した．以下の全ての行事を企画し，遂行した． 

11月 23日：歓迎会(19:00-21:00) 理工イニシアティブスペース 

11月 24日 東京見物１（公式）国立科学博物館および日本未来科学技術館見学 

11月 25日：東京見物２（自由時間） 

11月 26ー28日：生命科学の研究室で研究および交流 

11月 28日：首都大学東京ーソウル市立大学 生命科学研究交流会 

15:00-ソウル市立大学の教員（Dr. Kwon-Yui Ryu)の講演， 

17:00-ソウルの学生と首都大学の学生でポスターセッション 

19:00-21:00 交流会 

11月 29日ー30日：生命科学の別の研究室で研究および交流 

11月 31日：帰国（Dr. Kwon-Yui Ryuは 29日に帰国） 

 

今回も昨年度と同様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

つに滞在してもらおうと考えたが，ソウル市立大学の学生が希望する２つの研究室に滞在してもらっ

た．ことで，より多くの学生との交流をおこなった．本年度も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，それほど積極的でない学生も，研究室にソウル市立大学の学生が来るために

プログラムに参加し，英語の必要性を感じたり，交流の楽しさを感じたりしたことは収穫が大きかっ

た．本年度もソウル市立大学の教員と，首都大学東京の教員との懇談を行い，このプログラムを長く
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続けていくことが確認された．学生達の SNSでの交流により，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．また，今回，交流会に人文および物理学専攻の学生の参

加があった．特に文系の先生からは文系での交流（日本語，韓国語で交流）とちがい，双方とも最初

から英語で交流していることに驚かれた，さらに来年は文系の学生も交流に参加したいとの申し出が

あった． 

 

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．今後も国際交流を中心に据え

るのが効果的であると考える．しかし，今年は外からの予算があったために３つのプログラムを組めた

ので，今後も外部資金等の情報に目を光らせておく必要がある． 

 

 

 

（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。 

 

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

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

をまとめた。 

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

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

判をもとに行う申請書の改訂を次回までの課題とした。 

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

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

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

 演習参加者のうち希望者には、４万５千円程度を上限の目処とした研究発表旅費を交付し、学会

等での成果発表を援助した。 

 

 (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、日本語の作文技術やクリティカルシンキングに

関する講義も実施した。 

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

成果発表を援助した。 

 

(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。 

 

(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5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 

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

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

行なった。その評価書をレポートとして提出した。 

 

全体の講評 

評価者の視点の獲得 

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

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

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

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

習は、一定の教育効果を有していると考えている。 
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評価結果の伝達と受容 

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

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

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

その周辺の人々の研究レベルの一層の向上が多いに期待できる。 

 

課題 

実施時期 

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

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

変更は困難なため、解決が難しい悩みとなっている。 

 

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。また、ごく一

部ではあるが、旅費の獲得のみを目標としている参加者がおり、全体のモチベーションを下げてお

り、問題である。 
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Ⅲ アウトリーチ 

（１） 

タイトル：  地域のみなさんを対象としたアウトリーチ活動①：ひなた緑地の竹林管理講習会 

実 施 者：  角田智詞・坂部尚隆・高岡愛・深町美智・中路真嘉・谷島麻美・松尾知実 

実施場所：  南大沢キャンパス・ひなた緑地 

対象・人数：  地域の皆さん 20名 

実施期間：  2012年 4月 29日 ～ 2012年 4月 29日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画では、身近に存在するモウソウチク群落の管理を通して、生物間相互作用・里山の生態系に

ついて、地域のみなさんに考えてもらう場を提供することを目的とした。 

人間の活動により改変された生物集団は、さまざまな問題を含有している。中国から日本に持ち込

まれたモウソウチクを含む集団もその一つで、モウソウチクが純群落を形成しつつ拡大の傾向にあ

る。結果として、その地域の生物多様性の減少のみならず、人間の活動に弊害をおよぼす場合もあ

る。モウソウチク群落の管理には、若芽の駆除が有効とされる。この駆除体験を通じて、生物間相

互作用のバランスを崩さないことの重要性や、人間と里山の関わり方について、考えてもらった。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

まず、竹林の問題点をクイズ形式で学んでもらった。また、管理している竹林とそうでないものを

比較観察してもらい、管理の必要性を理解してもらった。その後、実際に駆除を体験してもらった。 
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地域の皆さんには、改変された生態系の管理の難しさを実感してもらった。また、多様な生物が存

在することの重要性を感じてもらえたと思う。企画実施者は、生態学の知識を社会に還元するとと

もに、里山のあり方について考える機会となった。また、アウトリーチ活動における、安全管理の

あり方を考え、実行できた。 

 

＜企画を受けたみなさんの声＞ 

＊ 印象深かった点 

・ 身近にある竹林の管理が必要であることが理解できたこと。 

・ 学生が親切で好印象だった。 

・ 竹林についての見方が変わった。 

・ 竹林についてのクイズ 

＊ 改善するべき点 

・ 特にない。（多数） 

・ 近隣の人に活動をアピールしていくこと。 

・ 活動を広げてほしい。（多数） 

＊ 感想など 

・ 住民として、保全活動に貢献していきたい。 

・ 学生たちも付き添ってくれ、楽しく活動できた。 

・ 来年もお願いします。 

・ 普段できない体験ができ、楽しかった。 

・ 親子で楽しめるのがうれしかった。 

 

＜感想／課題など＞ 

予想以上に受けは良かった。安全管理のあり方については、今後も要検討だと思う。 

今後は、若い学生が主体となって、企画をつなげていっていければ良いと思う。（角田） 
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地域の皆さんが、楽しそうに活動していたのが印象的だった。今後も、竹林の管理に限らず 

地域の方々に自然の中で学ぶ事が出来る機会を提供したいと思った。（深町） 

 

活動を通して地域の皆さんに身近に起きている生物多様性の減少という問題を実感してもらうよ

い機会になったと思う。 

活動中の安全管理についてよりいっそうの配慮を心がける事が今後の自身の課題となった。（坂部） 

 

地域の皆さんとの関わりの中で、生態系保全の大切さを話し合うことができた。 

自分にとっても、考えることの多く、勉強させてもらえたと思う。（高岡） 

 

竹林管理の問題点や難しさを楽しみながら実感していただけたと思う。自分自身も改めて勉強する

ことが出来た。 

このような、問題に目を向けてもらえる場を継続的に提供していけたら良いと思う。（谷島） 

 

最終記入日時：  2012/05/07 15:40:08 

 

（２） 

タイトル：  2012都立桜修館中等教育学校臨海実習の事前授業 

実 施 者：  山田沙佳（D1）、秋元優希（M2）＜神経生物学研究室＞ 

実施場所：  都立桜修館中等教育学校 

対象・人数：  同 5年生 150名 

実施期間：  2012年 6月 1日 

 

＜協力者＞ 

奥溪真人、久保茂男＜神経生物学研究室：B4＞ 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校 5年生の臨海実習に先立ち、磯採集の手法や系統分類学の基礎知識、鐙摺

海岸で見られる生物に関するプレゼンテーションを行った。臨海実習の目的は、磯に生息する多く

の生物を観察し、主に動物界における構成の理解を深める事である。従って、事前授業では磯採集

における注意点の説明、生物の系統についての講義、臨海実習で見られる生物の紹介クイズなどを

行った。これにより、事前に学んだ知識を生かして、実習当日に自ら臨海実習の意義等を考えなが

ら採集ができるようになる事が期待できる。 

＜方法／企画としての特徴＞ 

事前指導は、パワーポイントによるスライドを用いて、中等教育学校の多目的ホールで行った。実

際の臨海実習を意識し、スライドは実物の写真を多く取り入れて作成した。特に採集時の服装や危

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

くしたりといった工夫をし、当日安全に実習が行えるように努力した。また、より興味を持っても

らうために、生物はクイズ形式で紹介した。その中で、特に重要な内容は、カラー印刷のしおりを

用意する事で、より一層内容を強調した。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

150人の生徒に対して、企画者 2名と企画協力者 2名でプレゼンテーションを行った（60分の授業）。 

内容は以下の通りである。 

 

１、磯採集の説明と諸注意 (担当：山田) 

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

の満ち引きの仕組み、当日の潮の状況について。磯採集のコツと、実習当日の干潮時が、いかに多

くの生物の観察に適しているかを説明した。 

 

２、生物の系統分類 (担当：秋元) 

系統分類学とはどういう学問かについて。 

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

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

ど、わかりやすさ、理解しやすさを重視した。 

 

３、臨海実習に関するクイズ (担当：奥溪、久保) 

本実習で例年見られる生物の写真を用い、磯に生息する様々な生物の分類や特徴を、クイズ形式で

紹介した。クイズはすべて選択問題にし、解答を別途用意した解答用紙に書き込ませることで、生

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

付ける工夫をした。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 今年も大人数に指導を行わなければならず、また高校生たちはテスト後にこの事前授業に参加す

ることを聞いたため、集中力を散漫にさせないような授業を行うことを心掛けた。特に、スライド

の数をできるだけ少な目にしてだらだらと話し続けないようにしたり、重要な部分を強調するよう

なスライドを作ったりすることで、できるだけ短時間の間に重要なことだけをとにかく覚えてもら

えるような授業を行った。 

 実際に短時間の間でまとめられたものの、当日の反応をみてみると、思っていた以上に話を聞い

ていない生徒が多く、ショックだった。幸いなことにそれほど大きな問題は起きなかったものの、

危険なことには変わりないので、来年からはもっと話を聞いてもらえるような内容、話し方を身に

付けたいと思った。（山田沙佳） 

 高校生全員が生物に興味があるわけではないので、少しでも興味を持って聞いてもらえるような

工夫が必要だと考え、説明の準備を行った。系統分類という高校生にとってはなじみのない分野の

説明だったので、身近な生き物を例に挙げて説明を行った。また、この説明でこの後に行うクイズ

でも活かせるような知識を得ることができるように工夫した。臨海実習で見られる生き物を、一番

わかりやすく分類できる「動物門」での分類を中心に説明を行った。（秋元優希） 

 

最終記入日時：  2012/06/11 19:18:06 
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（３） 

タイトル：  オープンラボ 分子遺伝学研究室 

実 施 者：  石川 美咲、岩舘 佑未、久保田 希、高木 光、北村麻衣子、萩原 進、藤原 弘平 

実施場所：  8号館 324 

対象・人数：  オープンラボ参加者 

実施期間：  2012年 7月 16日 ～ 2012年 7月 16日 

 

＜概要／目的＞ 

参加者の多くは実際に大学がどのような研究を行なっているかなどを理解する機会が少ないと考

えられる。今回のオープンラボでは生物学を深く学んだことのない人にも理解しやすいように、当

研究室での実験目的や実験内容を紹介し、大学とはどのような場であるのか理解してもらう。そし

て、当研究室の活動や、生命現象のおもしろさを伝えることによって、生物学に興味を持ってもら

いたい。また、参加者の中では進学希望の高校生が多いと予想されるので、大学に対しての具体的

なイメージを持つ事や進路選択のきっかけになってもらいたい。さらに学生の立場では専門知識の

ない相手へ説明する事を通して、プレゼンテーション能力を向上させることを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

①大腸菌の説明 

当研究室で主に扱っている大腸菌がどのような生物なのかをクイズ形式で説明した。 

②大腸菌の形体観察 

実際に菌が生育したプレートを用意した。また、形体が変化した大腸菌を顕微鏡を使用し観察して

もらい、PCで再生した通常の大腸菌の形体との違いを比べてもらった。そして、形体が変化した原

因などを説明した。 

③当研究室の研究内容の紹介 

当研究室でおこなっている大腸菌大規模欠失株を用いた生育に関わる遺伝子の探索・同定の研究と

光合成大腸菌の作製の研究をポスターで説明した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

今回の企画を通して、来場者に生物学に対して興味を持ってもらったと思われる。また、来場者か

ら、研究以外に受験や大学生活について質問を頂いたので、進路選択の参考になったと思われる。

実施者は、専門知識のない来場者に研究内容などをわかりやすく説明することで、プレゼンテーシ

ョン能力の向上したと思われる。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

高校生や保護者に研究内容をわかりやすく説明する事の難しさを感じたが、たくさんの方に説明し

ている内に説明能力が鍛えられたと思った。次回は、話の導入部分を工夫したり、相手の知識や興

味に合わせた説明ができるようになりたいと思った。（北村）  

 

最終記入日時：  2012/08/14 18:36:56 
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（４） 

タイトル：  地域のみなさんを対象としたアウトリーチ活動②：日向緑地に棲む生物の観察会 

実 施 者：  坂部尚隆・高岡愛・深町美智・鈴木航・志賀優・久留島宏明・矢島拓也・鈴木理滋・

高橋俊樹 

実施場所：  松木日向緑地・8号館イニシアチブスペース 

対象・人数：  地域の皆さん 21名（親子連れ、お子さんは小学１～６年生） 

実施期間：  2012年 8月 5日 ～ 2012年 8月 5日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画では、竹林や雑木林、池、草地などの環境が混在し、多くの生物の観察が可能である日向緑

地の散策や簡単な講義により、身近に棲む生き物の紹介を行い、地域の皆さんに生物への関心を持

ってもらう機会を提供する事を目的とした。 

＜方法／企画としての特徴＞ 

日向緑地の散策を、企画者による解説を交えながら行い、その後イニシアチブスペースにて、まと

め講義をクイズ形式で行った。また、緑地散策と講義で使用する、緑地の紹介とクイズを掲載した

冊子を作成し、対象者へ配布した。 
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＜具体的成果＞ 

散策や講義を通して、対象者の、特に小学生に生物の多様性をより身近に感じ、生物への興味を抱

くきっかけとしてもらえたと思う。また、企画者は、研究によって得た知識や技術を地域の方々へ

還元し、新たな課題や疑問を発見する機会になった。 

＜みなさんの声＞ 

＊ 良かった点 

・ いろいろな生き物の説明など、詳しく教えていただいてありがとうございま    

した。 

・ 話がとても面白かった、虫を捕るのが特に楽しかった。 

・ クイズが楽しかった様です。 

・ 学生たちの対応がよかった（多数） 

＊ 改善すべき点 

・ 特になし（多数） 

・ 今後も継続的に企画を実施してもらいたい 

＊ 企画の感想など 

・ 今回の企画に満足（多数） 

・ 今後このような企画があれば参加したい（多数） 

・ 身近な所を巡って、普段は気づかないような昆虫などが見られて面白かったです。 

・ 普段、このように自然観察をする機会がないのでとても楽しめました。ありがとうございまし

た。 

・ いっぱいおしえてくれてありがとう。 

・ 楽しかったです。またぜひ参加したいと思います。 

・ ？がいっぱいあったので教えてくれてありがとうございました。 

・がんばってべんきょうしてしゅと大にはいる 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
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今回は、小学生を中心とした一般の方を対象としたため、説明の内容や紹介する生物の吟味などが

難しかったが、対象者の食いつきはよかった。対象者の側からも多くの質問が得られ、今回掲げた

目的に沿うような企画になったと思う。 

企画実施までの過程については、今回は実施直前にあわてて準備をするという面が多くなってしま

ったため、次回からはある程度余裕をもたせたスケジューリングを心がけたい（坂部） 

 

とても有意義な企画であり、冊子の作成などもやりがいがあった。緑地散策はその時その時で見ら

れる生物や各々の発見が異なるので、無限の楽しみ方があると感じた。子供達にとっては、夏休み

のいい思い出の一つになったのではないかと思う。（深町） 

 

一般の方々へ説明することで、今まで得た知識をもう一度確認することができてよかった。また与

えられた課題をこなすのではなく、一から企画を練らなければならないため大変だったがとてもい

い経験になった。（矢島） 

 

参加された方々が大人も子供も含めて、こちらの予想以上に興味を持ってくれて、こちらも楽しく

説明できた。また、みんなで企画を考える中で、新しい知識を得られたり、イベントを行うのに必

要な様々なことを経験でき、こちらにとっても有意義だった。（久留島） 

 

企画当日の段取りや冊子作成等の事前準備は今回リーダーを務めてくれた坂部さんを始め、皆で良

く考え、小学生のお子さんという対象にあった適切な企画にすることがでた。また様々な研究対象

を扱っているスタッフが集まっていたので、子どもたちの興味関心に合わせた説明を一人一人にで

きていたのが素晴らしかった。体長不良を訴え早退してしまったお子さんがいた。保護者の方やお

子さん自身に対して十分な注意喚起はしており、その後散策から離れスタッフ同伴で休憩をさせた

対応は非常に良かったと思う。しかし私たち企画者側でもう少し子どもたちの体調に気を遣い、体

調を崩す前に適切な処置をできればなおよかったと思う。こうした経験を今後のアウトリーチ活動

に活かし、次回はさらに良い企画にしていきたい。（鈴木航） 

 

子供だけに限らず、大人の方々も興味を持って様々な質問をして下さったので、本企画の目的は達

せられたと思う。また、企画立案から実行までの過程を学べたのは、私にとって非常に良い経験に

なり、面白かった。緑地散策中、参加者が多かったため、一人で大人数を説明するのが大変だった。

ここを踏まえ、今後このような企画をするときは、班分けをして少人数で回るほうが良いのではな

いかと思う。更に、今回子供の方も参加していたため、難しい表現を使用しないで説明するのが非

常に大変だった。日ごろから、分かりやすい説明を心がけようと思った。（鈴木理滋） 

 

企画参加者全員で綿密に企画を吟味したため、子どもだけでなく父兄の方々にも楽しめる内容にで

きた。普段自分たちが研究している動植物を中心に、緑地にいる生物について詳しく調べて一般の

方々に紹介することで、自分たちが持つ知識の再確認になったと同時にわかりやすく伝える能力を

養うことができたと思う。企画を実施した際、途中で体調不良のため早退してしまった子どもがい

たが、スタッフの一部が同伴して迅速且つ適切な対応ができたためか、その子どもは帰宅後大事に

至らずすぐに回復したとのことで安堵した。スタッフの人数や、対象者へいかに気を配るかが次回

 - 17 - 



の課題になると思われる。（志賀） 

 

実施当日は自身の実験のため参加できなかったが、前段階の準備では、ルートの考察や企画内容を

他の学生と吟味することができたと思う。小学生以下の児童が多かったため、危険予測が難しく、

行動範囲を考える段階では苦労したが、企画時の感想等を聞き、成功したことに安心している。（高

岡）  

 

最終記入日時：  2012/08/22 13:41:39 

 

（５） 

タイトル：  いきもの再発見～形態と多様性の科学～（中止） 

実 施 者：  岡島美怜 川口達也 塩入直也 志賀優 鈴木航 高岡愛 高橋俊樹 萩原進  

実施場所：  ― 

対象・人数：  生物学に興味を持つ高校生名 30名（予定） 

実施期間：  2012年 8月 16日 ～ 2012年 8月 16日 

 

＜概要・目的＞ 

本企画は、生物学に興味を持つ高校生を対象として、身の回りに有る様々な生物に対しての関心を

深めてもらうことを目的とした。8月 16日に企画実施を予定していたが、募集による参加希望者が

得られなかった為、企画は中止になった。 

以下より実施を予定していた企画について報告する。 

 

＜想定していた活動内容＞ 

本企画は午前と午後の二部に分けてそれぞれ異なった内容の企画を実施する。 

・午前＜フライドチキンから学ぶ ニワトリの骨格の発生と形態＞ 

市販のフライドチキンからニワトリの骨格標本を作製する。使用するフライドチキンチキンは頭

部、脚部の一部などを除きほぼ全身の骨格を確保出来るもので、これを炭酸ナトリウム水溶液で煮

込み標本にするというものであった。標本作製後は、ニワトリ発生胚の透明標本や企画実施者が作

成したヒヨコの骨格標本の観察を行い、それぞれに興味が有る視点からニワトリの骨格について発

表させる。 

ヒヨコの骨格標本 

・午後＜日向緑地のいきもの探しウォークラリー＞ 

南大沢キャンバス内日向緑地の生物相を観察する。参加者を数人の班に分け、クイズを交えつつ調

査を行う。調査終了後観察した生物の同定を行い、また見られた地点を地図にプロットし緑地の簡

単な生物マップを作製する。 

 

＜募集方法＞ 

ポスター（下図）を作製し、各高校へメールや持ち込みなどにより高校生に対して参加を呼び掛け

た。 
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＜予想されていた成果＞ 

これらの企画はそれぞれ”身近な生物”ということをテーマにしているため、当日学習した内容に

より知識が深まることに加えて、企画終了後にも参加者に生物学への関心を強くしてもらえること

が期待される。 

 

＜具体的成果＞ 

企画自体は実施することができなかったが、企画実施者は本企画の計画・準備を通じてアウトリー

チ活動のノウハウを得ることができた。また本企画は過去に例がない新しい企画だった為、企画内

容について実施者間で話し合いの場を多く設けたので、ディスカッション力を養うことができた。 

 

企画内容については様々工夫を凝らし、面白い企画に出来ていたと思うので、今回の経験をいずれ
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他の企画に活かしていきたいです。（鈴木航） 

 

予定していた企画内容以外にも、実現可能と思われる企画アイディアが多く考案され、ディスカッ

ションは大変有意義であったと思う。予定していた企画実施日に集中講義が重なってしまい実施日

をずらしたことや、企画が中止になった際に使用する教室など一部に連絡が行き届いていなかった

ことなどがあったので、報告・連絡・相談の重要性を再認識しました。(志賀優) 

 

企画を行う際に重要なことは、まず対象をどのような人に対して行うこととするのかそしてその対

象者に有効な企画内容、広告の仕方ということを考えなくてはならないということが分かりまし

た。この企画を通じて、一人で行うのではなくグループで行う大変さと企画として成り立たせるた

めに行わなくてはならない申請書作成など学生生活だけではできなかった体験ができたと思いま

す。（川口達也） 

 

企画を一から組み立てていく中で、開催概要や目的、企画内容を考えながら議論していくという経

験は普段の研究生活の中ではなかなか得られないものだと思う。企画をつくる上で、参加者の目線

で「参加してみたい」と思ってもらうにはどうしたら良かったのか、情報宣伝の方法をもっと工夫

できなかったかという部分を、今後このような企画をする際に反省として活かしていければと思っ

た。（塩入直也） 

 

今回、企画の立案を通して 30人という大きくない規模の企画でも準備に多くの時間がかかること

や、企画をする側のグループないでの目的の統一等が難しいことがよくわかった。今回参加者が集

められなかったのは募集の仕方や、企画の面白さを伝える事が出来ていなかったためだと思うの

で、今回の経験を生かし次に企画立案を行う際に活かしたいと思いました。 （萩原 進） 

 

今回、企画の内容という点では企画の立案やディスカッションが比較的スムーズにできたこともあ

り、良かったと思う。それにもかかわらず最終的に企画が実施できない結果になったのはひとえに

参加者の募集という作業を軽く見ていたからである。今後の企画では企画の内容だけでなく企画の

準備から実施に至るまでの行程をもっと重視するようにしたい。 （高橋 俊樹） 

 

自分たちのできること、できないことを区別しながら企画立案をすることは難しかった。しかし、

その分を企画者同士が協力し、工夫することで補うことができたと思う。企画が実施できなかった

ことは残念だが、この経験を今後の自身の活動に生かしていきたい。（高岡 愛）  

 

最終記入日時：  2012/08/22 13:48:32 

 

（６） 

タイトル：  オープンラボ 環境微生物学・微生物分子機能研究室 

実 施 者：  神藏文佳，呉黎明，楠木綿太 

実施場所：  8号館 443室前廊下 

対象・人数：  オープンラボ来場者 
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実施期間：  2012年 7月 16日 

 

＜概要／目的＞ 

当研究室で行なっている研究内容を，研究内容をまとめたポスターや実験器具などの実物を見せな

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

者は，実験の意義や目的，手法などを再確認し，様々なバックグラウンドを持った来場者に対する

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上を目指す。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

１．実験生物の展示，顕微鏡による観察 

当研究室で使用しているシアノバクテリア，紅色光合成細菌，緑色硫黄細菌の培養試験管やプレー

トを展示した。また，それぞれのプレパラートを作成し顕微鏡で実際に観察できるようにした。 

 

２．研究室内見学 

希望者には研究室内にある設備や培養器などを見学して頂いた。 

 

３．研究紹介（学会ポスター利用） 

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

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者には当研究室での研究内容を知ってもらうことができた。 

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

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

向上した。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回オープンラボで生物学に興味を持つ各年齢層の来場者に声をかけました。当研究室で行なって

いる研究内容を彼らに紹介しました。来場者に声をかけたことで自分のコミュニケーション力が向

上しました。自分も来場者に紹介していくうちに研究室のことに詳しくなり、研究分野の研究意義

をもっと深く理解できました。来場者からの意見を受けてこれから改善して次回も頑張ります。先

輩たちがいろいろ教えてくれてありがたかったです。（呉 黎明） 

 

今回のオープンラボでは，来場者の年齢が様々だった。中学生，高校生，大学生，大学院生，保護

者，引率者など来場者に合わせた説明をするのが大変だった。バックグラウンドがそれぞれ違って

いて，持っている前提知識も違うということが，自分たちの研究を広く一般の人に紹介するときの

難しさを実感した。自分自身に対しては，研究紹介を通じて自分が理解していない事や研究の意義

などの再確認ができた。課題点としては，研究室の概要が載っている年報や資料などを用意する。

（楠木綿太） 
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大学受験を控えている中学生や高校生だけでなく、彼らの保護者も多く来場して下さった今回のオ

ープンラボでは、普段の研究発表とは異なる、より噛み砕いた説明の仕方をしなければならない事

に苦戦しました。手伝ってくれた当研究室の先輩方が来場者に説明している様子をみて、どのよう

な表現をすれば分かりやすく伝えることができるのかということを学ばせて頂きました。また、来

場者はオープンラボ用に用意した展示物や資料だけでなく、ポスター発表のためのポスターなどに

も関心を示していたため、それらを簡単に説明できるよう準備しておくことが必要だったと感じま

した。 (神藏文佳)  

 

最終記入日時：  2012/08/23 10:11:44 

 

（７） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 -東京都立両国高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  岡山唯、栗下大三 

実施場所：  東京都立両国高等学校、付属中学校 

対象・人数：  高校生、中学生あわせて約 30名 

実施期間：  2012年 5月 26日 ～ 2012年 5月 27日 

 

＜概要／目的＞ 

 東京都立両国高等学校、付属中学校の学生を対象に、ニワトリ胚の観察実験を行なった。本企画

は発生プログラム研究室の福田公子准教授が東京都立両国高等学校で行なう SPP（サイエンス・パ

ートナーシップ・プロジェクト）をサポートするための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 21日間あたためると孵化する。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た。また、ニワトリ胚を

用いた基本的な実験手法の一つである Newの培養を実施し、1日胚を 2日胚に培養し観察した。さ

らに今後、研究を生徒自身で行えるように、必要な試薬の調整方法を教えた。その後、この実験方

法を用いることでどのような研究が可能となるのかをディスカッションし、今後の実験計画を考え

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、今後の SPPで行う研究の参考となることを狙った。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った。 

 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

「教科書で見るだけでは理解できなかった構造もよく観察することができた」「今後の研究活動の

参考となった」などの感想を多くの学生から聞く事ができた。しかし、何人かの学生はなかなかう

まく胚をとりだせず苦労していた。班ごとに胚を取り出す時間をつくり、少ない学生を多くの TA

がみるなど工夫をするとよりよくなるかもしれない。 

 

＜感想＞ 

今まで行ってきたアウトリーチとは違い、今回のアウトリーチは学生の研究活動のサポートという
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内容でした。様々な研究手法を教えながら、どのようにしたら“研究”ができるのか、明確な答え

を示すのではなく、学生たちが考え付くように誘導するのは非常に難しかったです。どの学生のチ

ームも、非常に興味深い研究テーマを考え付き始めていたので、今後はテーマに対して具体的な研

究方法を提示するアウトリーチを行っていきたいと思っています。(岡山 唯) 

今回のアウトリーチは、知識を教えるのではなく学生が考えることを促すものであった。ニワトリ

胚で可能な実験手法を一通り紹介し、それらの手法を用いてどのような研究ができるのかを考えさ

せた。最も印象的であったのが、参加した生徒の考え方の豊かさであった。限られた手法という縛

りのなかで自由かつ論理的なテーマを次々と挙げていく生徒の発想力は、私も身につけて行かなけ

ればならないと感じた。（栗下大三） 

 

 

 

最終記入日時：  2012/09/03 11:09:48 

 

（８） 

タイトル：  ニワトリ胚 WISH実験 -東京都立両国高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  岡山唯、栗下大三 

実施場所：  東京都立両国高等学校、付属中学校 

対象・人数：  東京都立両国高等学校生徒および付属中学校生徒 約 30名 

実施期間：  2012年 7月 14日 ～ 2012年 7月 14日 

 

報告書 

＜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東京都立両国高等学校で行なう SPP（サイエン

ス・パートナーシップ・プロジェクト）をサポートするための特別授業に合わせて実施するもので

ある。前回の企画に引き続き、今回の企画ではより実践的な研究方法のひとつである Whole-mount 

in situ hybridization（WISH)を教えた。 
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 成体だけでなく発生中も、様々な遺伝子が定められた位置に局所的に発現している。高校では遺

伝子について転写、翻訳の過程などを学ぶが、実際に遺伝子の発現が場所、時期にいたるまで厳密

に定められていることを理解できている学生は少ない。そこで、WISHの原理を教え最後の染色を学

生に行ってもらうことで、mRNAが決まった場所にだけ発現するようにプログラムされているという

ことを目で見て理解してもらうことを目的とした。その後、この実験方法を用いることでどのよう

な研究が可能となるのかをディスカッションし、今後の実験計画を考えてもらった。 

 現在までに学生自身が考え、行ってきた研究内容と今後の計画をプレゼンテーションで発表して

もらい、それについて議論しあった。計画が滞りなく進むようにアドバイスを行った。 

 この企画を通じて学生には、プレゼンテーションを行い、さらに質問をするということの大切さ、

難しさを学んでもらうことを目指した。 

 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

 WISHを行うことで、実際に遺伝子が局所的に、また時期特異的に発現するという具体的なイメー

ジを持ってもらうことができた。また、プレゼンテーションでは TAや先生からの質問を受け、答

えるというだけでなく、そこからどのような質問をすればよいのかを参考にして質問をできるよう

になっていった。しかし、まだ質問ができるのは一部の学生という印象なので、もっと全体的に盛

り上げていく必要があると感じた。 

 

＜感想＞ 

プレゼンテーションは、自らの研究を他人に分かりやすく説明するという難しさだけでなく、質問

に答えるためにもいかに自分の中に必要な知識を集めておけるかという難しさもある。まだ、学生

はどちらも難しいと感じているようだったが、今後、見本となれるような TAの発表などを組み込

んでプレゼンテーションについて学んでもらえるような企画を考えたい。(岡山 唯) 

 

中・高校生がそれぞれプレゼンテーションをするのを見て興味深かったのは、どの班も学年や知識

背景を考慮した発表ができていて聞き手目線であるということ。発表者として聞いてもらう為の技

術を身につけていたのが印象的だった。しかし、質問が全体的に少なく感じられた。今後は多くの

発表を聴くことで質問できるようになると良いと思う。（栗下大三）  

 

最終記入日時：  2012/09/03 13:17:45 

 

（９） 

タイトル：  東京都立芦花高等学校臨海実習 2012 

実 施 者：  秋元優希（神経生物 M2）、山田沙佳（神経生物 D1）、松山龍太（動物生態 M2）、鈴

木航（動物生態 M1）、塩入直也（発生プログラム M1） 

実施場所：  神奈川県葉山町鐙摺（あぶずり）海岸 

対象・人数：  「生物Ⅰ」履修生徒 38名 

実施期間：  2012年 8月 3日 ～ 2012年 8月 3日 

 

＜企画協力者＞ 
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奧溪真人（神経生物 B4）、久保茂男（神経生物 B4） 

 

＜概要／目的＞ 

海岸動物の採集方法および分類についての指導。 

①野外に生息する生物に触れ、生物に関する興味を高める。②潮干帯に生息する多様な生物を観察

し、生物多様性について理解を深める。の２つを目的とし、指導を行った。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

班ごとに分かれて磯採集を行い、大学生・大学院生は各班に一人ずつ就いて採集方法や生物の説明

などを行った。 

また、採集後に生徒との会話の時間を設け、採集についての追加説明だけでなく大学生活について

話すなどした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

実習当日は非常に暑く、日射病に十分注意して実習を行った。 

 

1．TA集合 

TAは生徒が磯に来る前に集合し、磯の状況確認や注意事項を共有するなどした。 

 

2．採集説明 

生徒が磯に到着した後、挨拶および自己紹介と磯採集における注意事項などの説明を行った。 

 

3．磯採集 

生徒 1班 5人～6人の計 7班に分かれ、各班にＴＡが 1人ずつ同行した。 

適宜説明や指導を行い、安全な実習が行えるように努めた。 

 

4．採集した動物の観察 

班ごとに採集した動物をまとめ、分類・同定・観察を行った。 

ＴＡは捕まえてきた動物の生態を説明をしたり、分類方法などを指導した。 

観察後、動物は海へ戻した。 

 

5．生徒との交流 

採集を終えた後、生物に関することや、大学生活に関することについて生徒と話しをした。 

採集を通じて得た知識・経験の再確認や、大学に関する質問・疑問に答えた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

今回の臨海実習では、去年の 

徒からこの実習の話を聞いていた生徒もいたためか、初めから磯採集に興味を持っている生徒が多か

った。特に、女子生徒が元気で、沖の方へどんどん行ってしまうので驚いた。また、魚やカニなど

動きの速い生き物にばかり興味を惹かれるようだったので、あまり派手ではないけど面白い生き物
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がたくさんいることを伝えることができていたらうれしい。（秋元優希） 

 

磯採集の際に、早くから沖の方へ行ってしまう生徒が多く、潮が引いた岩場にもたくさん生物がい

ることを初めに伝えられたら良かった。最終後には採集した生物の分類や説明をしたが、興味深く

聞いていた。生徒に磯採集を通して、より生物や海を身近に感じてもらうことができたのではない

かと思う。（塩入直也） 

 

  

 

 

最終記入日時：  2012/09/04 12:25:46 

 

（１０） 

タイトル：  ニワトリ胚骨染色実験 -東京都立両国高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  岡山唯、栗下大三、染谷春香 

実施場所：  東京都立両国高等学校、付属中学校 

対象・人数：  東京都立両国高等学校生徒および付属中学校生徒 約 30名 
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実施期間：  2012年 6月 17日 ～ 2012年 6月 17日 

 

＜概要／目的＞ 

東京都立両国高等学校、付属中学校の学生を対象に、ニワトリ胚の観察実験を行なった。本企画は

発生プログラム研究室の福田公子准教授が東京都立両国高等学校で行なう SPP（サイエンス・パー

トナーシップ・プロジェクト）をサポートするための特別授業に合わせて実施するものである。 

本企画は発生プログラム研究室の福田公子准教授が東京都立両国高等学校で行なう SPP（サイエン

ス・パートナーシップ・プロジェクト）をサポートするための特別授業に合わせて実施するもので

ある。前回の企画に引き続き、今回の企画ではより実践的な研究方法のひとつである骨染色法を教

える。 

 骨は私たちの体を支えるために重要であるが、その形成過程を観察したことがある学生は非常に

少ない。そこで、様々なステージのニワトリ胚を用いて軟骨、硬骨の骨染色を行い観察を行った。

その後、この実験方法を用いることでどのような研究が可能となるのかをディスカッションし、今

後の実験計画を考えてもらった。 

 また、SPPの研究活動では 4人程度の学生 1つのチームとなって研究活動を行っていくため、具

体的な実験手法の紹介や、スケジュールの組み立て方などを教えた。 

 この企画を通じて学生には、生物学の研究を行うということに対する具体的なイメージを持って

もらい、今後の SPPで行う研究の参考となることを狙った。またこの企画を実施することにで、企

画者の説明能力の向上を図った。 

 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

 今回は難しい胚の処理などは TAが行い、染色を学生に行ってもらった。染色を行うだけでも、

学生にとっては胚に何らかの操作を行うということが今後の研究活動への大きなヒントとなって

もらえたようだった。しかし、TA自体もなれない実験手法、操作だったため、学生への方法の説明

など不十分な点があったと感じたため、今後は実験手法をまとめたプリントをあらかじめ作成する

必要がある。 

 

＜感想＞ 

今回は、研究方法を教えるだけでなく、学生自身が考えた研究の内容について議論も行いました。

内容は非常によく考えられており、すぐにでも研究がはじめられそうなものが多くありました。骨

染色に関しては、TAである私たちも勉強不足である点が多かったため、今後のために必要な情報を

まとめておきたいと考えています。(岡山 唯) 

 

 参加者が骨だと思っていたものが実はそうではない。染色が生物学でどう重要なのかを伝えるこ

とができたと感じている。一方、当手法は我々の研究室でもあまり行われているものではなく、試

薬や手法の突っ込んだ質問に対応することができないことがあった。今後も研究紹介やアウトリー

チの当手法を紹介することがあると予想されるので、フィードバックを入念に行う必要がある。（栗

下大三） 

 

 骨染色の実験に加え、生徒たちの考えた研究テーマや実験方法について話し合う時間があった。
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生徒たちのアイディアが実現可能であるかを考え、またより良い研究内容にするためのアドバイス

をして、アイディアを膨らめ、方向づけることを行った。生徒たちの興味の幅は広く、質問に的確

に答えられなかったこともあったため、自分の専門分野以外の知識も身につけていきたいと思っ

た。（染谷春香）  

 

最終記入日時：  2012/09/05 11:48:45 

 

（１１） 

タイトル：  オープンラボ 進化遺伝学研究室 

実 施 者：  磯部琴葉、里村和浩、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：  2012年 7月 16日 ～ 2012年 7月 16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＞ 

 来場者は、ショウジョウバエを用いた研究例を見ることによって、生物学に興味を持つことがで

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。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 今年度の企画は、前年度までの同企画とは日程が異なったため、これまでと比較して 来場者数

が少なかった分、一人ひとりに丁寧に対応することができたと思う。しかし、一方で、来場者の客

層も異なり、それぞれの興味に合わせて臨機応変に対応を変える必要があると感じ、来年度以降か

らは説明内容に幅をもたせるなど、改善の余地があると考えた。（里村） 

 

 今年は例年と異なり細胞遺伝学研究室と合同でオープンラボを行うことができ、来場者にショウ

ジョウバエをいろいろな角度から見てもらうことができたと思う。また質問コーナーの利用者が少

なかったため来年からはこのコーナーの存在をよりアピールしていく必要があると感じた。（橋本） 

 

 来場者別の研究室説明の最後には進路相談や受験相談などの質問があったがエレベーターホー

ルに設けた進路相談コーナーはほとんど活用されなかった。来年以降は気軽に利用してもらえるよ

うに進路相談コーナーの配置等を工夫し、コーナーに気づいてもらう必要があると感じた。（磯部） 

 

 本年度から展示の配置を大きく変更したことや、誘導する順序など臨機応変に対応できたこと

で、昨年度と比べて混雑を緩和することができたように思う。展示の内容に関しても、より一般的

な内容を盛り込むようにした。 

 翌年度以降に向けては、展示の内容や空間の使い方などを一層工夫することで、より良い展示に

なるように思う。（鳥居） 

 

 展示の順番を工夫することで、来場者のスムーズな理解を助けることができたと思う。反面、一

方的に説明する様な形になってしまったので、来年度以降は気軽に質問できるような雰囲気作りに

努めたい。（岩本） 

 

 使用する教室を増やし、入り口と出口を分けた展示を企画した事で、混雑や立ち往生といった昨

年の課題を改善できた。一方で、説明者の知識量にかなりのばらつきがあるため、来場者ごとに見

学の印象が大きく違ってしまっていたと思う。来年度は説明する内容の最低ラインを底上げし、専

門的な事を、より分かり易い言葉で多くの来場者に伝えられるような企画にしたい。(西山)  

 

最終記入日時：  2012/09/05 12:03:32 

 

（１２） 

タイトル：  オープンラボ 細胞生化学研究室 

実 施 者：  林下瑞希 早川万紀子 野口あや 高橋俊樹 鈴木理滋 

実施場所：  9号館 481B教室 

対象・人数：  オープンラボ来場者 

実施期間：  2012年 8月 18日 ～ 2012年 8月 18日 

 

＜目的＞ 
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 一般の方々、特に高校生に生命科学分野への興味・関心を持ってもらい、且つ我々の研究への理

解を得ることが本企画の目的である。また、ポスター作成や口頭で自らの研究の説明をすることで、

企画者のプレゼンテーション能力、コミュニケーション能力の向上を図る。 

 

＜活動内容＞ 

①培養細胞の顕微鏡観察 

 当研究室で実際に使用している培養細胞の観察を行った。培養細胞の形態を観察をしてもらい、

細胞の特徴や細胞周期について説明した。 

 

②研究室案内 

 来場者に研究室の実験風景などを見てもらった。 

 

③研究紹介 

 当研究室が行っている研究（細胞内における蛋白質品質管理、細胞内情報伝達、細胞周期制御）

と細胞生物学の基礎的な知識をポスター及び口頭で説明し、質疑応答を行った。 

 

＜具体的成果＞ 

 基礎的なことから最先端の研究内容まで紹介することで、来場者は生物学への興味・関心を持っ

たと考えられる。また、企画者は研究発表や来場者との質疑応答を通して、研究背景や今後の課題

などを再認識できた。さらに、主な来場者である高校生にとって、進路選択の参考になったと思わ

れる。 

 

 

＜感想／課題＞ 

 来場者は主に高校生及びその保護者であり、元々生物学への興味や関心を持っている方が多かっ

た。発表した研究内容には少し複雑なものも含まれていたが、度々それに対する質問も受け、来場

者には更に興味・関心を持って頂けたと思う。研究室案内では、研究室内の機材やそれを用いた実

験方法に関する質問もあり、初めてみる研究室の日常の様子を楽しんで頂けたようである。また、

今回自らの研究内容を紹介したことで、今まで見落としていた疑問点が浮上したり、知識の再確認

をすることができた。さらに、同じ内容を何度も発表することでプレゼンテーション能力の向上が

できたと思う。 

                                   （林下） 

 生物の専門知識を持たない方々に、研究内容をわかり易く説明するのは難しかった。しかし、回

数を重ねるごとに、どの言葉で、どの順番で話せばよりうまく伝わるかがわかってきた。高校生か

らは、研究についての質問の他、受験や大学生活、就職についての質問が多かった。彼らにとって、

大学生に直接話を聞ける良い機会になったと思う。 

                                    (野口) 

 オープンラボの来場者に我々の研究内容を説明するのは非常に大変であった。身近な現象から研

究内容までの話の道筋を説明するのが難しかったが、回数を重ねることで少しずつ改善されたと思

う。また、オープンラボの来場者が予想以上に多く、研究室に収まらず、廊下で長く待たせてしま

った。更に、来場者の方で体調を崩されてしまった方もでた。しかし、ここは臨機応変にポスター
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を廊下にも出し、廊下で説明したり、扇風機を廊下に出したり、体調を崩された方には涼しいとこ

ろで飲み物や保健室の場所を説明したり、臨機応変に対応できたのは良かった。今後は発表内容だ

けでなく、来場者の予想人数、場所、季節なども考え、発表場所も考える必要があると思った。 

                                   （鈴木） 

来場者の知識量に合わせた説明をすることが難しかった。高校生が最も多く訪れたが、その中でも

学年や授業の進度によって知識が異なり、説明内容に幅を持たせることが必要だと感じた。各パネ

ルにつき１人の担当者をつけたことは、それぞれが説明を重ねて質を上げることができたので良か

ったと思う。しかし、各担当者の説明時間の違いによって来場者を待たせてしまうことが多々あっ

た。次回は次の担当者の説明進度を見てどこまで細かく説明するか考え、また時間が余ったときの

ための補足説明や豆知識を準備しておきたい。 

                                   （早川）  

 

最終記入日時：  2012/09/05 17:40:20 

 

（１３） 

タイトル：  2012都立桜修館中等教育学校臨海実習 

実 施 者：  神経生物学研究室：山田沙佳（D1）・秋元優希（M２）、発生プログラム研究室：大

沼耕平(D2)、末吉美佐(M2)、塩入直也、鈴木由季、中澤啓一、森田千裕(M1)、微生物

分子機能研究室：厚海貴裕、佐藤浩一（M2）、畑中惟(M1)、動物生態学研究室：鈴木

航（M1）、動物系統分類学研究室：佐藤光（M2) 

実施場所：  神奈川県葉山町鐙摺海岸 

対象・人数：  同 5年生 160名 

実施期間：  2012年 6月 8日 

 

＜協力者＞ 

神経生物学研究室：奥溪真人、久保茂男（学部 4年）、発生プログラム研究室：志村智、中村瞳、

山﨑卓哉（学部 4年） 

 

＜概要／目的＞ 

都立桜修館中等教育学校では、首都大学東京の学生を指導員とする臨海実習を実施しており、今年

で 40年目を迎えた。 

海はほぼ全ての動物門の動物が存在しているため、生物の多様性を学ぶ上で非常に重要なフィール

ドである。その中でも干潮時の潮間帯では、様々な種類の生物が見られるため、わざわざ海の中に

入らなくても容易に数多くの生き物を観察することができる。 

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

物の生息環境や行動、多様性などについて学習する。そして、普段はなかなか見られない動物門の

動物を積極的に観察する事により、動物門間や種間の体構造の違いや生息場所など、生物多様性の

意義について学んでもらう。 

  

＜方法／企画としての特徴＞ 
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臨海実習に先立ち、2012年 6月 1日に同学校で事前授業を行っている。 

授業では、当日の注意事項、生物の系統分類、当日見られる生き物などの説明を行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

◎指導員の事前勉強会（6月 4日） 

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

海岸で採集した生物のリストを改訂し、実習で見つかる生物の名前や特徴、危険な生き物などを確

認した。特に、安全面の指導を重点的に行うように心掛けた。 

 

◎臨海実習（6月 8日） 

・採集準備（9:30～10:30） 

生徒の到着前に指導員各自が事前に磯の下見を行い、前もって生物のいる場所や、行動していい範

囲、そして危険な場所の確認を行った。 

生徒が到着したら、指導員はあらかじめ決めておいた班（一班あたり 8-10人）の元へ行き、お互

いに自己紹介をした後、注意事項、危険な生き物などの説明をあらためて行った。 
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・磯採集（10:30～12:30） 

班毎に磯に出て採集を行った。指導員は班員の安全を確認しながら、なるべく多くの生物を採集す

るように促した。生徒は初めて見る生物や奇妙な生物などに驚きながらも、非常に積極的に生物の

採集を行っていた。開始後すぐは潮が満ちていたため手前側の観察から始め、潮が引いていくのに

合わせて沖に出るように指示し、12：30になったら陸に戻るように促しながら、採集を終えた。 

 

 

 

・採集後の解説（12:30～13:00） 

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

導員による解説を行った。 

観察や簡単なスケッチの後、採集した生物を海に戻させ、最後に挨拶をして班を解散した。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今年は開始前から棒を持っている生徒や、釣竿を持ってきた生徒など、実習に来たという意識がな

い生徒が数人いた。また、ウニのトゲが刺さったという生徒もいて、事前の指導不足や大人数に説

明する難しさを痛感した。それほど大きな問題は起こらなかったといっても、一歩間違えれば大き

な事故につながりかねないので、来年は更にきちんと指導を行いたいと思う。（山田沙佳） 

 

 

昨年度の反省を生かし、採集を始める前にできるだけ浅瀬で種類がかぶらないよう多くの種を採る

ように指導したためか様々な生物を集めてもらうことができ良かったと考えている。 

しかし班自体がバラけてしまい、全員に行き届いた指導ができなかったことが反省としてあり、以
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降の教訓としていきたいと考えている。（厚海貴裕） 

 

今年は例年に比べて潮の引く時間が遅かったため、序盤の採集では思うように種類が集まらなかっ

た。結果として採集した生物種に偏りが生じてしまった。また、班の人数が多かったため眼が行き

とどかず班員がバラバラになってしまったことも、安全確保の観点において反省すべきである。良

かった点としては解説時になるべく生徒の質問を引き出すよう心がけたことで、より海の生物に対

する興味関心を持ってもらう事が出来たと感じている。（末吉美佐） 

 

初めてこの実習へ参加したが、複数人を野外で指導する難しさを痛感した。生徒毎の興味の対象の

違い意欲の違いなどが有り、特定の生物を求めて一人が遠く沖の方に行ってしまう、ひざ丈ほどの

比較的深い磯部を隔てて班が分断する等のトラブルが生じた。指導の質や量も生徒毎に差が出てし

まい、実習指導員としても至らない点が多々あったと思う。 

今回の教訓を今後のこうしたアウトリーチ活動へ生かしていきたいと考えている。(鈴木航) 

 

私は特定の班につかず、全体を見回る役として、他の TAが困っていないかを確認したり、高校生

の安全に注意して回った。また、種類の特定できない生物の同定を手伝ったり、生物の生態を教え

たりもした。ウニのとげが刺さってしまった高校生がいたが、持ち合わせていた爪切りと針で対応

した。次回はこのような怪我に備えて救急セットを持っていくと良いと感じた。（秋元優希） 

 

昨年より採集できた生物種が少なかったが、高校生は楽しんで採集していたように感じた。人数が

多く、班員がばらけてしまったために全員に均等に指導することができなかった。採集後、生物の

同定を行なう時間が少なかったと思う。もう少し時間が取れれば、学生自身で図鑑で調べたり動き

の観察をするなど、より深く学べるのではないかと思った。（森田千裕） 

 

採集中に班員へ平等に解説などの指導を行き渡らせることが困難であることは、昨年の経験からわ

かっていたので、採集に入る前の注意喚起や、採集終了後の解説など、全員に指導できる場を十分

にこなせることに比重を置いていた。採集中に班が分かれてしまった際も、班員の行先を確認し何

度かに分けて巡回することで、誰がどこで何をしているかの把握に努めた。課題としては、班行動

をするということや時間の使い方など、当たり前のことを当たり前のことと思わず、細かく指導す

ることだと思う。（佐藤光） 

 

 今年度は、昨年度の生徒より生物の採集に高い関心を持っているように感じた。しかしながら、

その分生徒が勝手に動き回り、私の目の届かない時間が生じてしまった。事前に安全面に関して指

導していたとはいえ、これは良くなかったと反省している。また、系統名や生態の説明、スケッチ

の時間はあまり興味がないような印象を受けた。もっと生物の魅力について伝えられればよかった

と思う。（佐藤浩一） 

 

予め班でまとまって行動するよう喚起し採集を始めたが、班の生徒各々のペースによって班がばら

けてしまうことが何度かあった。生徒の安全を考えると、目の届く範囲内でしっかりと班をまとめ

行動しなければならないと思った。今年は潮の引く時間が昨年よりも遅かったからか、見つけられ

た生物種が少なく感じられた。特に生物が苦手な女子生徒がもっと興味ももって磯採集に取り組め

 - 35 - 



るような工夫があればと感じた。採集後３０分ほどで、採集した生物の同定と分類、その解説をし

たが、もう少し解説の時間がとれればと思った。今回はこの解説の時間に、生物の分類や特徴・磯

の特徴・採集した生物にまつわる問題などをまとめたスケッチブックを活用してみた。クイズを盛

り込むなどして、全班員の興味を引くような工夫もした。同定や分類、スケッチで時間を取られて

しまったため、解説の時間があまり取れなかったので、時間配分に気をつけられたら良かった。も

しかしたら、２時間の磯採集の時間を少し短くして、この解説の時間に充てることができたら、有

意義に時間が使えるのかもしれないと思った。これからもこうした磯採集を通して、生徒に生物に

触れ合うこと、生物を知ることの楽しさを伝えられるような活動をしていきたいと思う。（塩入直

也） 

 

予めどのような生物がどこにいるかをチェックしたので、高校生に採集ポイントなどをアドバイス

できた。これにより、短時間の中での様々な生物の採集に貢献できたと思う。反省点は、班員がす

ぐにバラバラになってしまい、彼らの安全確保に目を配れなかったことである。また、採集生物の

中で TAが分からないものがいくつかいたことである。次回には、班員がバラバラになる前に声を

かけたり、しっかりした予習したりすることで改善したい。（大沼耕平） 

 

採集前に、より多くの生物を見つけること・怪我に気をつけることを特に強調して指導し、生徒も

それを守ってくれたので、有意義な実習となった。途中、班が多少分かれてしまったが、巡回しな

がら全体に目を向けるよう努めた。採集に飽きてしまった生徒には、よく観察してみると小さい生

物も見つけられることを教えたところ、興味をもって再び採集してくれたのはよかった。皆とても

積極的で、私に多くの質問を投げかけてくれたのだが、生物の構造についてなど、答えられないも

のもあった。ＴＡとして事前にもっと十分な予習をするべきだったと反省している。(中澤啓一) 

 

好奇心旺盛な高校生の集団をまとめるのがいかに難しいことであるのかを感じた。最初に、靴が汚

れるのが嫌だと言い海へ入るのをしぶる者、生き物に触れるのが苦手だと言う者もいた。逆に、す

ごく海洋生物に詳しく、小さい釣り竿を持参してきた者もいた。それぞれ興味や積極性がバラバラ

で、班が完全に二分してしまった。なるべく声をかけて目を離さないようにしていたが、なかなか

に大変であった。だが、最後に採集した生物を観察する段階になると、全員真剣に話を聞いてくれ

たり、それぞれで活発に議論をしていた。今まで生物にあまり興味がなかった人が、この実習をき

っかけに少しでも生物を好きになってくれたらと思った。（鈴木由季） 

 

 

最終記入日時：  2012/09/05 20:48:24 

 

（１４） 

タイトル：  ときめき☆ひらめきサイエンス（オープンラボ） 

実 施 者：  田邉和也、小倉拓也、川上有沙、高杉俊之、福嶋寛美 

実施場所：  神経分子機能研究室 

対象・人数：  高校生 ７名 

実施期間：  2012年 8月 10日 
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目的 

 私たちが研究対象としているタンパク質や神経細胞を実験を通して高校生に体験してもらい、生

命科学のおもしろさを感じてもらう。また研究室の様子を実際に見て感じてもらい、研究生活のイ

メージをつかんでもらう。 

 

 

材料・方法 

SDS-PAGE、CBB染色 

各種細胞観察 

 SDS-PAGE、CBB染色に関しては、手を動かしてもらうということに重点をおき、高校生たちに実

験を行ってもらった。 

 

 

活動内容 

 始めにスライドを用いて、簡単にタンパク質または神経細胞についての説明を行った。その後、

様々なものに異なったタンパク質が含まれていることを実感してもらうために、種類の異なる飲料

や食べ物のサンプルを SDS-PAGEし CBB染色して観察した。この際、簡単な実験操作は実際に行っ

てもらった。待ち時間を利用し、共焦点顕微鏡を用いて神経細胞や培養細胞を観察してもらった。 

 

 

 

得られた成果 

 この分野の知識がない人たちに、わかりやすく親しみを持ってもらえるように説明する能力が身

に付いたと思う。また、決められた時間の中で計画通りに行う計画性も身に付いた。 

 

  

感想・課題など（IAGE事業としての成果・評価を含む） 

 高校生に対する研究内容の説明としては、少し細かくなってしまったように思いました。行なっ
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た実験については関心を抱いてもらうことができたと感じたので、もっとすんなりと理解してもら

えるようなプレゼンテーションを行なうことで、さらに生物学の面白さを感じてもらえると思いま

した。（田邉） 

 

 実験の操作など、自分の中では当たり前になっていることを教えるということに難しさを感じま

した。高校生の初めて行う実験操作を不安げにやっている姿や、細胞を見て驚いている姿を見て、

少しはこの分野や実験のおもしろさを伝えることができたのではないかと感じました。（川上） 

 

 私たちが普段何気なく行っている実験も何もわからない高校生相手に理解してもらえるよう工

夫するのに苦労しました。しかし、それを考えることでより自身の行っている研究を理解し直す機

会にもなり有意義でした。また、高校生の進路を考える上で多少なりとも手伝いができたことに喜

びを感じました。（小倉） 

 

今回のオープンラボでは神経細胞，培養細胞の観察及び SDS&#8722;PAGEを用いたタンパク質分析

を行った。しかしタンパク質分析に関しては，事前実験にて，使用予定のサンプルのタンパク質が

出現しない等，条件検討が若干不十分で，準備不足な部分があった。しかしながら実験全体では，

細胞観察等の実験の楽しさを伝え，研究を身近に感じてもらうという目的は達せられたように感じ

た。特に高校生達に実験方法を説明する際は，より判りやすく伝えようと努めたため，自分の知識

を深めるいい機会になったと思う。（福嶋） 

 

わずかな時間をもって，どれだけ内容を理解してもらえたかはわからない。しかし，結果はきれい

にみえたので楽しんで貰えたとは思う。反省点は，高校生とのやりとりが十分ではなかったことで

ある。しかし，今回の趣旨は研究や実験の雰囲気を味わって，楽しんでもらうことだと思う。その

必要最低条件は満たされたのではないかと考えている。次回，機会があれば高校生と対話して質問

を引き出していきたい。それが楽しいだけでなく，より高校生のためになる体験に繋がると信じて

いる。また，質問がでてくることで，自分に足りない点を気づかせてくれるいい機会になると思う。

今回はせっかくの機会を生かしきれなかったことを反省している。（高杉） 

 

 

最終記入日時：  2012/09/06 12:27:49 

 

（１５） 

タイトル：  オープンラボ：植物のひみつ～ホルモンと受精～【植物ホルモン機構研究室】 

実 施 者：  小島茜・高尾翠・高岡千弘・吉田悠里・大西 由之佑・鈴木 洋弥・古田 顕尚・山本 昂

宏 

実施場所：  8号館 320室 

対象・人数：  オープンキャンパスでのオープンキャンパス来場者 

実施期間：  2012年 7月 16日 ～ 2012年 7月 16日 

 

＜概要／目的＞ 
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●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(受精/オーキシン/イネのストレス応答性タンパク質 RsOSPR10)に分かれ、ポスター

を展示・配布して説明を行った。 

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

た。 

●具体的成果 

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

れた人もおり、 

 研究内容に対する興味や理解を促せられたのではないかと思われる。 

 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）＞ 

たくさんの方々が来て下さったが、一グループに対する話の長さをもう少し簡略化して話したほう

が、相手にも分かりやすく、また長く話すよりも相手の興味のある部分の質問を受けやすいと感じ

た。次からは話をコンパクトにまとめて来場者と会話をする時間を増やしたいと思った。（高尾） 

 

 

親子連れの受験生の方の来場が多かったが、グループのテーマが高校生向けにしては難しいものだ

ったにも関わらず噛み砕いた説明が出来なかった。次からは、ポスター以外にに簡単な図の説明や

パンフレット的なものを用意しておくと幅広い人たちに関心を持ってもらえると思うので改善し

たい。(吉田) 

 

 

研究室紹介ムービーを用いたことにより、気軽に分かりやすく研究室の様子や研究内容が来場者に

伝えられたと思います。あとは、オープンラボのスペースが狭く、窮屈に感じたので次回は広めに

場所を確保した方がいいと思いました。（山本） 
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来てくださった方々は説明を良く聞いてくれた。説明以外にサンプルの現物や実際に手を動かして

もらうことができると、より興味を思っていただけたのではないかと思った。目で見て触れられる

ものが用意できると今回よりも多くの人に来ていただけるのではないかと思う。（鈴木） 

 

 

研究内容のどこが面白いのか、どう取り組んでいるのかを中心に簡潔に説明をする事で、もっと来

場者が興味を持って聞きやすい様にするべきであった。また、会場が人でいっぱいになってしまっ

たり、説明待ちで来場者が帰ってしまったりした事もあったので、来場者の誘導や会場設置などを

工夫する必要がある。（小島） 

 

 

来場してくださった方々に研究内容の楽しさや魅力を説明することでこちらも刺激を受けた。全体

として、ポスター発表形式の研究紹介であったので次回は実際に来場された方が体験できる形式の

企画を実現したい。（高岡） 

 

来場していただいた方々には噛み砕いたわかりやすい説明を心がけていたため、興味を持っていた

だけたと思う。研究室への通路がとても行きずらい雰囲気であったため、ウェルカムな空気作りが

必要であると感じた。（古田） 

 

 

最終記入日時：  2012/09/07 15:13:50 

 

（１６） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室 オープンラボ 「ショウジョウバエが描くヒトの未来」  

実 施 者：  金木茉樹・細木麻衣・松本望来・勝浦絵里子・山川夏菜・白土裕夢・大橋ひろ乃・岡

島美怜・井並頌・劉しょう・崔椿・段晶華 

実施場所：  8号館 4階エレベーターホール 

対象・人数：  オープンラボ来場者（主に中高校生） 

実施期間：  2012年 7月 16日 ～ 2012年 7月 16日 

 

＜概要／目的＞ 

 来場者がショウジョウバエや変異体についての知識獲得を通じ、大学の研究や雰囲気を肌で感じ

てもらう。企画者は来場者の年齢に応じて分かりやすい説明をし、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。さらに自らの研究を振り返り、改善に努める。 
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＜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顕微鏡 de観察コーナー 

 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、顕微鏡を使って来場者に実際に観察し

てもらった。その際、突然変異体の形態異常や行動異常について解説し、突然変異体の知識向上を

目指した。また、今回初めての試みとしてショウジョウバエの脳の切片を準備し、脳の構造や他の

生物との違いを明確にした。 

②movie コーナー 

 ショウジョウバエの基礎知識に関するムービーを作成し、楽しく理解して頂く助けとした。効果

音を入れたり、説明とともに導入することで数多くの来場者に足を止めて頂くことに成功した。 

③ポスター展示コーナー 

 ポスターを使い、研究室での研究内容を紹介した。各々が自分の研究を解説する中で、研究を振

り返り、来場者にも興味を持って頂ける様務めた。 
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＜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、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）＞ 

・前回までのオープンラボを改善し、初めての試みが多かった。ショウジョウバエの変異体知識だ

けでなく、分子実験についての説明を加えることが出来、来場者の方には様々な情報を提供出来た

と思う。また映像や写真を多く準備することが出来たので、来場者の興味をより引き出すことが出

来たと感じている。説明の中で視覚的な材料があることが理解の助けになると実感した。（M2金木） 

・ムービーに興味を示してくれた人が多く、ショウジョウバエを見ることに抵抗のある人でも楽し

んでいただくことができたと思う。来場者は、来年の受験を控えた高校生が多かったため、積極的

に進路相談に乗るように努めた。（M2細木） 

・今回の来場者は「進学」よりも「研究」そのものに興味を抱いている高校生が多いように感じら

れた。また、前回の課題であった他者の研究内容についても説明ができるようになったので、今後

も積極的に話しかけていき、より多くの方に研究に興味をもってもらいたい。（M2勝浦） 

・前年までのオープンラボは、対象者が大学祭と同じであまり高校生やその親御さんを意識しては

いなかった。そこで、今回は科学に興味をもってもらうためにムービーを取り入れるなど、新しい

催しを加えて行ってみた。ムービーがあることで、会場が華やかな雰囲気になったように感じた。

また、ハエの脳の観察はウケが良かった。しかし、来場者がたくさんきてしまったときに、少ない

人数でどううまく対応するかが問題である。（M1大橋） 

・ムービーの展示、ショウジョウバエの脳の観察など、今回のオープンラボは新たな試みが行われ

た。来場者にとっては、具体的で、より多くの情報を提供できた興味深い内容だったと思う。また、

自身にとっても研究内容等に興味を持ってもらえるように説明する良い訓練となった。（M1井並） 

・新しくムービー展示を取り入れたことで、実験方法やハエの行動など静止画ではイメージしにく

いことを理解しやすくなった。ただ、担当の説明なしでは理解しずらい部分もあったので、改善が

必要である。（Ｍ２白土） 

・今回のオープンラボを通して日本語の練習にもなりましたし、大学受験を控えている高校生に準

備した資料、ムービー、ポスターなどの発表で科学に少しでも興味を持ってもらったことで有意義

な時間になりました。（M１崔椿） 

・今回は新規の展示として、ムービーとショウジョウバエの脳の観察を設けた。ムービーは音と映

像で会場を活気づけた。また主催者側の人数が少なく参加者に対応しきれていない時に、ムービー

は足を止めてもらう良いきっかけとなった。しかし説明の担当者がある程度決まっていたので、

各々のブースに参加人数の偏りができると対応しきれていないこともあった。主催者一人ひとりが

複数ブースの説明を兼ねるということが、改善策としてあげられる。（M1岡島） 

・今回は展示の一部にムービーを導入したことで来場者の視覚と聴覚を刺激し、幅広い層の方に足

を止めてもらった印象があった。特に高校生以下の来場者は研究内容に強い興味を示しており、こ

れから進路を考える上での良い情報提供ができた。しかし来場者一人一人の興味の対象や知識量は

異なるため、主催者は来場者が何を聞きたいかを話しながら感じ取り、相手に合わせた対応をする
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必要がある。（Ｍ２山川） 

・今回のオープンラボで私にもいい経験でした。大学院に入ったばかりの私も専門知識の勉強にな

りました。ムービーを見て説明するのが高校生とその学生の両親にも理解しやすかったと思いま

す。でもポスター発表の内容は高校生にはちょっと難しくないかなと思って今度はもっと優しい内

容で来場した方みんながわかりやすいようにした方がいいと感じました。（M１ 段晶華） 

・来場者にも企画者側にもムービーでの研究紹介が好評で、とても嬉しく思っている。実際の作業

を見てもらうことで、高校での知識と大学の研究現場とのギャップを埋めることができたのではな

いかと思う。しかし、ムービーは興味を引けてもじっくり説明するのには向かないので、説明用の

スライドなども上手く活用しなければならないと感じた。(M2松本) 

今回のオープンラボは、研究室紹介ムービーとシュウジュウバエの脳の観察を設定しました、生物

学に興味を持っている高校生に詳しく、聞きやすい説明をしてあげました、自身にとっては、日本

語で研究内容を説明することで、自分の専門知識を深めるいいチャンスになりました。（Ｍ１劉し

ょう） 

 

 

最終記入日時：  2012/09/07 16:11:38 

 

（１７） 

タイトル：  高校生サマーセッション 

実 施 者：  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 8号館 287室、キャンパス内 

対象・人数：  事前に受講を希望した高校 2,3年生 59名 

実施期間：  2012年 7月 31日 ～ 2012年 8月 1日 

 

＜概要／目的＞ 

受講者が講義・実習に積極的に取り組むことができるような環境づくりを行うことで、企画者の対

話能力の向上を図る。また、専門的かつ実際的な生物学の一端を受講者に紹介することで、受講者

に生物学の魅力を伝えたい。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 受講者を 30名、29名の 2グループに分け、各々のグループに 1日ずつ（計 2日間）以下の内容で

実習を行った。 

① ショウジョウバエの多様性や採集方法を講義形式で説明した後、受講者に野外での採集を体験

してもらった。企画者は、これの補佐に当たった。 

② 実習室に移動し、ショウジョウバエの種同定実習を実施した。これには、事前に用意した複数

種のショウジョウバエ (計 9種、1班につき 5種) を用いた。企画者は実施内容が円滑に進むよう、

受講者を指導した。 

③ 実習終了後、受講者を実験室やショウジョウバエの飼育室に案内し、研究内容などを紹介した。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

実習の補佐を通して、受講者自らが前向きに臨むことができる環境づくりができた。このことを通

し、企画者の対話能力などが向上した。 

また、実習や研究室紹介を通し、受講者に大学での活動を具体的に伝えることができた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 野外採集では受講者が楽しんで採集に取り組めている様子だった。同定実習では用いる種を工夫

し、検索表が改良されたことでより円滑に実習を進めることができた。研究室紹介は一方的に説明

をする様な形になってしまったので次回からは対話出来るように工夫したい。（岩本） 

 

 いずれの実習でも、受講者が前向きに取り組むことができていたように感じる。例えば、ショウ

ジョウバエの種同定実習では、本実習から検索表が大きく改定された。このことにより、受講者が

自発的に取り組み易い環境が整ったように思う。また受講生の自発性を尊重した分、企画者は周囲

を見渡す余裕ができ、きめ細やかな実習補助ができた。今後とも、このような工夫を大切にしたい。

（鳥居） 

  

 今年度から検索表を改訂したため、生徒からの質問も少なくスムーズに授業を行うことができ

た。また質問やわからないところにつまずくことが少なくなったことから、分類実習の楽しさや、

ショウジョウバエの違いの観察をより詳しくできるようになった。野外採集は気温が高い時期であ

ったためあまりショウジョウバエをとることができなかったが、スイーピング法による採集方法の

学習やショウジョウバエとほかの昆虫の違いが観察できた。（橋本） 

 

 ショウジョウバエの種同定実習の難易度が下がった事で、課題を自ら達成できる学生が増えた。

そのため、昨年度よりも能動的な受験姿勢の学生が多かったように感じた。野外実習と合わせて、

生命科学研究の実際をよく伝えられたと思う。しかし、実習補助についた学生たちの習熟度によっ

て教え方にばらつきが出てしまい、受験生を混乱させてしまった。来年度は企画者側の事前学習を

徹底し、スムーズな指導補助が出来る力を全員が身に着けた状態で臨みたい。(西山)  

 

最終記入日時：  2012/09/11 16:57:27 

 

（１８） 

タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室～ホヤ胚の展示～ 

実 施 者：  森田千裕、大沼耕平、末吉美佐、露木翔太、関上由佳、中澤啓一 

実施場所：  ８号館２４７室 

対象・人数：  首都大学東京説明会に参加する高校生 

実施期間：  2012年 8月 17日 ～ 2012年 8月 17日 

 

＜企画者＞ 
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森田千裕、大沼耕平、末吉美佐、露木翔太、関上由佳、中澤啓一(発生プログラム研究室) 

 

＜協力者＞ 

中村瞳 

 

＜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。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ⅰ) ホヤの展示。カタユウレイボヤの各発生段階の固定胚及びマボヤの成体を実際に展示する。  

            

ⅱ)発生中のカタユウレイボヤの展示。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可視化した

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できた。 

特に、大学受験を控えた高校生は生物学に興味を持っている場合が多く、わかりやすい説明を心が

けることで、さまざまな質問をしてもらうことができたと感じている。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボでは、比較的来場者の数が少なく、一人ひとりに時間をかけて説明できた。さ

らに、発生過程の固定胚や WISH胚を見てもらって、遺伝子が発現することによって組織や器官が

形成されるということについてイメージしてもらえたのではないかと感じている。大学祭のオープ

ンラボでは今回よりも幅広い年代の方が来場すると思うので、説明方法を工夫することも必要だと

考えている。（森田千裕） 

 

今回は、前回のオープンラボに比べると来場者が多くないように思われた。そのため、混雑するこ

ともなく、来場者一人ひとりに発生過程の展示をじっくり見てもらい、私たちも時間をかけて説明

することができた。私が対応した来場者の多くは、生物を学習していない、または生物を学習し始
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めた高校生だったので、なるべく生物用語は使わずに、具体的にイメージしやすい言葉に言い換え

て説明するように心掛けた。（関上由佳） 

 

ホヤの発生を通して、生物の形態形成は複雑で、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。ここ最近は来場者の数が比較的少なく、一人の来場者

に対して丁寧に説明をすることが出来ている。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) 

 

夏期オープンキャンパスは高校生の来場者が主であるため、雑談を交えて習熟度を把握しながらそ

れに応じた説明を心がけた。結果として、展示内容に興味を持ってもらえた人数は例年に比べて多

かったと感じている。また、今回はツアー形式で一気に来場する来場者を運営側があらかじめ複数

のラボに割り振ったため、毎年悩まされていた混雑が抑えられた。結果として、じっくりと対話形

式で説明することができたと感じている。（末吉美佐） 

 

今回とくに心がけたのは、高校生やその保護者の方に対してただ漠然と研究のことを説明するので

はなく、院生である自分が面白いと考えている現象や、実際に自分が研究している内容を分かりや

すく話すことであった。また、ホヤの発生過程はやや複雑なので、少しでもイメージしてもらえる

ように発生中の生きたホヤを展示物に加えるなど工夫した。結果として、何人かの来場者の方から

直接良い感想をいただくなどでき、目的は達成できたと感じている。ただ、院生間での情報共有が

不十分だったために、準備段階で不備が生じる場面があった。このようなことがないよう、今後は

事前によく話し合って準備するよう気をつけたい。 

（中澤啓一）  

 

最終記入日時：  2012/09/29 20:23:13 

 

（１９） 

タイトル：  大学祭オープンラボ 「身近な微生物を見てみよう！～顕微鏡で見える世界～」 

実 施 者：  福島俊一・清水隆之・佐藤皐輝・西原亜理沙 

実施場所：  8号館 438・439・411号室 

対象・人数：  大学院参加者 

実施期間：  2012年 11月 3日 ～ 2012年 11 月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画を通して、微生物という身近なのに身近に感じられない生き物について、広く来場者の興味

を喚起することを目的とする。また、高校生以下にはまだ大学生活や研究のイメージというものが

薄く、研究室学生との交流によって、直接目で見て雰囲気を感じ取ってもらいたい。加えて広く一

般に対して、来場者の興味や知識とフィックスした形で基礎研究の重要さ、面白さを伝える。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 
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1. 身近な微生物の培養と観察 

納豆菌や乳酸菌、人の常在菌を培養しておき、試験管、プレートのコロニー形成、および顕微鏡観

察という形で展示した。 

2. 遺伝子改変を行った細菌の展示 

当研究室で培養している光合成細菌や色素合成変異株を展示・説明した。 

3. ポスター展示 

大学院生の学会での研究ポスターなどを張りだし、研究はどのような場で発表するか、そして何を

研究しうるかを紹介し、解説した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

学生による親しみやすいプレゼンテーションと、視覚的に分かりやすい顕微鏡観察やコロニー観察

によって、広範囲の年齢層の来場者の興味を喚起した。これにより、大学研究と一般の距離を縮め

ることができた。加えて、多くの高校生や中学生が来場し、自分の大学選びや進路選択の相談に乗

ることができた。学生が体験してきた大学生活や研究の楽しさを伝えられ、中高生の指針となった

ことが期待される。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

来場者によって、研究者の創造の及ばない新たな見方があることに驚いた（普段は研究対象としか

見ていなかった糸状の光合成細菌に、『アクセサリーみたい』との感想を受けるなど）。よって、

我々企画者は、より広い視野で展示を工夫することで、より多くの来場者に興味を持って貰えるこ

とができるはずだと考えた。それを踏まえて次回以降では、生の研究に触れていただくためにも、

生きている菌を用いての色素抽出や運動性試験などの公開実験やデモを行っていこうと思う。（福

島俊一） 

 

 

最終記入日時：  2012/11/22 17:42:33 

 

（２０） 

タイトル：  東京都立富士高等学校付属中学 3年生への講演 「研究を通して考える力を養う」 

実 施 者：  岩田聡実、清水隆之、末吉美佐、鳥居侑史 

実施場所：  東京都立富士高等学校付属中学校 

対象・人数：  中学 3年生 120名＋教員数名 

実施期間：  2012年 10月 19日 ～ 2012年 10 月 19日 

 

＜概要／目的＞ 

都立富士高等学校付属中学校では、今年度から授業の一環として「探求」の授業を取り入れる。「探

求」の授業とは本校の「自主研究」に近いもので、自らテーマを決め研究計画をたて、研究成果を

発表するという授業である。このような自主的な学習には、ゴールまでの道筋をたて、どのような

方法でアプローチすればよいかを考えなくてはならない。そこで、自主的な学習を行うためには何

が必要かを、実施者の研究生活を例に講演する。本講演により、中学生に「探求」の授業を楽しく
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より深く自分自身で考えて充実して行ってもらうことを目的とする。 

 

＜活動内容＞ 

１．発表の事前準備 

発表内容の打ち合わせ、発表スライド作成 

２．講演 

テーマ:研究を通して考える力を養う 

イントロダクション 5分 

大学院生による講演 80分（講演 20分×4人） 

・「とりあえずやってみる研究から、考えてやる研究へ」 （岩田） 

・「"？"の楽しさ難しさ：進化研究を例に」 （鳥居） 

・「アメリカでの研究から学んだこと」 （清水） 

・「研究から身に付いた力とその生かし方」 （末吉） 

 

※講演 20分に質疑応答含む 

 

＜期待される成果＞ 

受講者は、研究に対するアプローチを知ることで、「探求」の授業をより充実して行うことができ

る。また、「自ら学ぶ力」を身につけるためにどのようなことが必要かを学ぶことで、高校・大学

で伸びる学生になることが期待される。 

一方、企画者にとっては、今までの研究生活を振り返り、客観的に自身を見つめることができる。

その結果、自身にはどのような力が身につき、足りない部分は何かを知ることができ、自身の成長

につながる。 

 

＜中学生の感想（一部）＞ 

「今後どうやって探求の学習を進めていくかの参考になった」「なぜ探求をするかという理由がわ

かった」「調べたいことをとことん調べていることは、とても楽しそうだと思った」「失敗を恐れ

ずに探求を頑張りたいと思った」「探求をあまり難しく考えずに、自分の興味のある好きなことを

やっていきたいと思えた」「自分にしかできないオリジナルの探求ができるように頑張りたい」 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回の企画は、今までで最も受講者の身になって考えることのできた企画だった。本企画のテーマ

である「考える力」の大切さを、私自身が大学での研究を通して実感してきたためである。対象が

中学生ということで難しくなりすぎない発表を心がけることもでき、中学生も楽しく真剣に講演を

聞いてくれていたようだった。今後は、より多くの質問が出るような雰囲気作りにも気を配って発

表したい。（岩田） 

 

海外研究での経験から思った研究する上で大事なことを短く中学生にも伝わるように話したが、概

ね伝わったと思う。質問もいくつか出たし、感想を見てもちゃんと理解してくれているように思え

た。ただ、ちゃんとまとまってない状態で話してしまったため、良く分からない説明もあったよう

に感じる。今後はしっかりと準備をしたい。（清水） 

 - 48 - 



 

中学３年生が対象だったので、質問を投げかけたり分かりやすい言葉で説明することを心がけた。

反省点としては、分かりやすさを重視したあまり大雑把な説明になってしまった部分があったこと

である。しかし最後に貰った感想を見る限り、思っていた以上に伝わったかなと感じている。今回

の企画は自分にとっても、修士２年というまとめの年にこれまでの研究室での生活を振り返る良い

機会になったと思う。（末吉） 

 

受講者とは比較的年齢が近いこともあり、構えることなく素直に受け取ってもらえたように思う。

私にとっても、研究に対する動機を再認識する良い機会となった。反省点としては、講演の内容が

抽象的に過ぎたように思う。自分自身の中学時代におけるイメージをより明確にしておくことで、

更に具体的な講義を展開することができた。今後は、受講者の立場に立った事前準備を意識したい。

（鳥居）  

 

最終記入日時：  2012/11/26 15:06:34 

 

 

（２１） 

タイトル：  生命科学専攻 M1・B3への進路相談会 

実 施 者：  田邉和也、池尻昂史、岩崎茜、岩田聡実、久保田希、鳥居侑史、土屋幸憲 、金木茉

樹、佐藤浩一、清水隆之、中村文香、厚海貴裕、江川博、楠木綿太 

実施場所：  ８号館イニシアティブスペース 

対象・人数：  生命科学専攻 博士前期 1年生および学部 3年生 30人程度 

実施期間：  2012年 10月 30日 ～ 2012年 10 月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

生命科学専攻大学院修士課程、博士課程への進学を考えている学生及び、就職を考えている学生

を対象として、就職活動を終え進路を決定した学生からのアドバイスや、就職活動がどういった

ものなのかを伝える。これを通して就職活動に対する意識や、進学に対する考えを深めてもらう

ことを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・博士課程進学予定者、就職内定者から全体に向け、各職種の就職活動及び進学の際のスケジュ

ール等の説明を行う。その後、各職種及び進学のもので別れ、学生の希望とする進路の相談会を

開く。これを一回 10～15分程度にし、対象学生が様々な進路を決定した者の話を聞くことができ

るようにする。 

・様々な進路決定者を実施者として集めることにより、対象者にどのような進路があり、どのよ

うなことができるのかを聞くことができるようにする。 

・希望制で学内メールアドレスなどを公開することで、実施終了後も質問、相談等がある場合、

それを受けることのできる体制を整える。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

参加者に進路に関する情報を提供することで、有意義な会となったと考えられる。また、ブース

に分けた質問会では参加者の積極的な質問が見られ、様々な不安や疑問を解消する良い機会を提

供できたと思う。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・様々な進路の者を集めたことで、どのような進路に進むかを決めていく上で来場者の参考にな

ったと思う。しかし、相談会自体が遅い時期になってしまたこと、事前の告知不足により参加者

が少なかったことが反省すべき点であったと感じた。（神経分子 田邉） 

・多業種の人を集めたこと、それを告知したことで多くの三年生がきてくれたように思える。進

学者をもう少し来やすくなるような環境が整えられたらより良くなるように思えた。（細胞生化 

池尻） 

・理系職種から文系職種など様々な分野について話をする機会を設けることができたので、企業

研究の参考になったと思う。また、話を聞くだけでなく質問ができるように個別のブースを設置

したので、就職活動に対する疑問や不安を取り除くことができたと思う。（分子遺伝 久保田希） 

・主たる来場者が学部生 3年生であったため、就職活動のみでなく修士進学に関しても受け答え

した。受け答えに際しては、自身の経験と照らし合わせることで、具体的なアドバイスができた

ように思う。また、私にとっても自身の経験を振り返り、咀嚼するよい機会となった。（進化遺

伝 鳥居） 

・質問者も多く、参加者から「就職活動を始めるのにアドバイスをもらえて良かった」と感想を

もらった。自身もなぜ営業にしようと思ったのかきちんと後輩に伝えることが出来、相談会とし

ての目的を果たすことが出来たと思う。(細胞遺伝 金木） 

・就職活動の直前とあってか参加者が多数集まり、活発的な情報交換ができたと思う。また、参

加者の中には個人的にメールのやり取りを行い、事後でもアドバイスの授受が為されている。企

画者、参加者両者にとって良い機会だったと思う。（微生物分子 佐藤） 

・M1がほとんどおらず B3ばかりだったためか、博士進学について訊きに来る学生は誰もいなかっ

た。M1は博士進学について知らないことが多いと思うので、博士進学についてのイメージを持て

るような情報を相談会前にもある程度伝えておく必要があるかもしれない。次回は相談会を周知

する時点で、どのような話ができるか伝えておくなど、宣伝の仕方を改善する必要があるかもし

れない。（微生物分子 清水） 

・現在どの分野に進むかも迷っている学生に対して、自分が知っている限りの業界説明を行うこ

とで今後の就職活動において価値のある機会になったと考えている。自分自身にとっても体験談

を分かりやすく説明するコミュニケーション能力を磨く良い機会となった。（微生物分子 厚海） 

・相談会自体はよく機能していると思う。しかし事前の周知が不十分だった気がする。学生主体

のサークルである生物サッカーや SEなどとも連携し、なるべく多くの学生に告知するべきだと感

じた。また休日開催にして社会人の先輩を連れてくると、より魅力的な企画になると考える。た

だ、博士課程進学のブースには一人も学生が来なかったので、この進路相談会で行う意義を感じ

なかった。（細胞生化 江川） 

・自身の経験や反省をわかりやすく、親身になって話すことができたと思う。就活を経験した者
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の「生の声」を伝えることができ、B3の学生とも活発な質疑応答ができた。 

ただ、相談会全体として B3の学生ばかりで M1の学生が少なかったことが気になった。もっと積

極的に声掛けをするなどして、会の意義を伝える努力が必要だったと考える。（環境微生物 岩

田） 

・３年生が多く、修士１年の参加人数が少ないと思った。周知が不十分であった点や告知の時期

が少し遅かった点も原因に挙げられる。しかし、就職活動は「自分から情報を取りに行く」姿勢

が大事なので、修士１年には情報をキャッチするためのアンテナを常に張りめぐらせて欲しいと

感じた。参加した学生は、３年・修士１年問わず意識が高く、真剣に考え質問してくれたと思う。

就職活動は、実際にやってみないと実態が分かりにくいものであるが、何かしらヒントを得たよ

うな学生も見受けられたので、有意義な相談会になったと思う。（細胞生化学 中村） 

・学年を越えて就活を終えたばかりの話を聞く機会はあまりない。参加者は就活前に様々な分野

の話を聞くことができ，よい機会になったと思う。しかし，修士１年の参加が少なかった。告知

の際に会の意義をうまく伝えることが出来れば，より活発な会になると感じた。（環境微生物 楠） 

 

 

最終記入日時：  2012/12/17 22:38:57 

 

（２２） 

タイトル：  平成 24年「都立町田高等学校との高大連携行事」 

実 施 者：  細胞遺伝学研究室 博士前期課程 2年 山川夏菜 

実施場所：  11号館 204教室 

対象・人数：  町田高校 1年生 280人 

実施期間：  2012年 12月 14日 ～ 2012年 12 月 14日 

 

＜概要／目的＞ 

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９人

が話を行った。内容は、「大学生活について」や「研究内容」「高校時代にするべき勉強方法」

など、実体験をふまえた話をした。 

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ことを目的と

した。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、高大連携をはかった。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

町田高校卒業生は、文系理系問わず幅広いコースの学生が参加した。これにより、高校生に大学

の学びについて幅広い分野から紹介することができた。また、キャンパスツアーも行うことによ

り、高校生に大学を肌で感じてもらうことができた。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 
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高校生の年代に最も近い大学 1年生が「高校時代の過ごし方」について話し、学部 4年以上の研

究室に所属する学生は自分の専門分野を紹介した。パネルディスカッション後は、高校生を研究

室や図書館等に実際に案内するキャンパスツアーを行った。高校 1年生は高校生活のみでは大学

での学びをイメージし難いため、大学を肌で感じてもらうことにより進学への意欲を高めさせる

ことを成果として期待した。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

本行事は 3年目の実施であるため、毎年の反省点を翌年に活かし、段取りやプレゼンテーション

の質を徐々に向上させることができたと思います。しかし、キャンパスツアーに参加する高校生

の人数の獲得が難しく、パネルディスカッション時に高校生により強い興味を持ってもらう工夫

が必要であると感じました。（細胞遺伝 山川） 

 

最終記入日時：  2012/12/19 15:50:38 

 

（２２） 

タイトル：  地域のみなさんを対象としたアウトリーチ活動③：冬の日向緑地の散策 

実 施 者：  久留島宏明・坂部尚隆・志賀優・鈴木航・鈴木理滋・高岡愛・深町美智・矢島拓也・

松尾 知実（卒研生）・三浦 智世（卒研生）・村上勇樹（卒研生）  

実施場所：  松木日向緑地・8号館イニシアチブスペース 

対象・人数：  企画経営演習『地域のみなさんを対象としたアウトリーチ活動②』の参加者 １５

名ほど 

実施期間：  2012年 11月 29日 ～ 2012年 12 月 1日 

 

＜協力者＞ 

菅原 弘貴（動物生態 D１） 

＜概要／目的＞ 

生物の冬の姿についての簡単な講義と、日向緑地の散策を行った。これにより、対象者へ緑地の

景観や生物活動が冬と夏では異なる事を実感してもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

散策前の講義では、緑地内の動植物の解説を行った。講義内容は夏の散策時に見られた生き物が

冬にどのような場所や形態で暮らしているかを中心に行い。内容を理解してもらうために配布資

料を作成し、授業中に使用した。 

講義終了後、日向緑地の散策を行った。散策では講義で取り扱った生物を中心に、緑地に棲む生

物の冬の暮らしを実際に観察してもらった。また、企画者は散策中に適宜解説をおこなった。 

講義中の様子 
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散策中の様子 
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＜具体的成果＞ 

対象者には季節が異なる同一地点の観察により、季節による、生き物の異なる一面を理解しても

らう機会を提供できた。これは、対象者に生物学への興味や好奇心を抱いてもらうきっかけとな

ったと考える。 

企画者には講義や散策を通して、研究によって得た知識や技術を地域の方々へ還元する機会とな

った。 

 

 

＜皆さんの声＞ 

○お子さん達の感想 

＊ 良かった点 

・アナグマやネズミの巣を見たところがよかったです。 

・緑地散策は楽しかった（多数） 

・アナグマ（の巣）をみれたので楽しかったです。 

・冬に動物がどうしているかよくわかったところ。 

・どんぐりや葉っぱの種類がわかったところ。 

・あなぐまのす 

・いろんな自然があってたのしかったです 

＊つまらなかったところ 

・なし（多数） 

＊ 企画の感想など 

・いろんなものを見れて楽しかったです 

・またきたいです 

・もう一度やってほしいです 

 

○大人の方の感想 

＊ 良かった点 

・今回の企画に満足（多数） 

・学生たちの対応は適切であった 

・プロジェクターを使用した内容はわかりやすくてよかったです。 

・次回もあればぜひ参加したい 

・子供たちにもわかりやすい説明をしてくれた 

・スライドでの事前講義が散策する際に参考になった 

＊改善点 

・企画の年間スケジュールなどあれば、参加する企画をえらべるので良い 

＊ 企画の感想など 

・大変楽しく参加させていただきました 

・寒い中ありがとうございました 

・小学生向けの企画をしてくださいましたが大人も大変楽しむ事ができました 
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・回を重ねるごとに皆さんの準備や当日の流れも良くなって子供も大人も楽しめます。今後も楽

しい企画を待っています。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・内容自体は成功といえるが、その準備については様々な課題の残った企画であった。 

まず、企画内容については、冬という観察できる生物が少ない季節をテーマに掲げた中で、企画

者全員が工夫を凝らして講義や散策を行えたと思う。そのため、対象者のうけは良好であった。 

準備については、限られた期間の中で今回の企画を形にできたことは自信に繋がった。しかし、

実施日を逆算してのスケジュール設定ができなかった点や、自分が他の企画者との意思疎通を怠

ったことで、最終的に他の企画者や事務の中村さんに多大な迷惑をかけてしまった点については

しっかりと反省し、今後改善しなければならない。 

 今回で地域のみなさんを対象としたアウトリーチ活動は３回目を迎えた。今後もこのような枠

組みで企画を続けていくには、参加者募集の方法や、我々と相手側との年間を通したスケジュー

ル調整などの問題をどう克服していくかが課題となっていくだろう。企画者と対象者の両者が貴

重な体験ができるチャンスを次代に残していけるよう努力したい。（植物生態 坂部尚隆） 

 

・当日は参加者の皆さんが積極的に楽しんでくれたことで、こちらの準備していた以上の企画に

することができたと思う。特に、イノシシやアナグマなど、普段あまり目にすることのない哺乳

類の痕跡を観察できたことは、自分にとってもいい経験となった。 

 準備に関しては、他の仕事との兼ね合いからどうしても今企画に関することが後回しになって

しまい、計画の遅れや準備の不十分な部分が出てしまったと感じている。自分の担当した冬の昆

虫についても、考えていたよりも中途半端な感じになってしまった。もっと参加者に感動しても

らえるような体験をさせてあげることはできたはずなので、次回は早めに計画を立てて、より楽

しい企画にしたいと思う。（動物系統 久留島宏明） 

 

・準備においては、準備期間に季節が移り変わり、直前まで緑地内で何が見られるかわからない

のが企画する際に困難な点であった。また、冬ならではの特徴を見つけるのが難しく感じた。し

かし、それにも関わらず色々と工夫出来たのがよかったと思う。 

当日は、対象者が散策中に細かい点にまで気付き、興味を持っていたので、事前にじっくりと緑

地を観察しておくべきであった。さらに、自分自身も緑地散策でそのような視点持つ事を見習う

べきだと反省させられた。 

想像以上に対象者から良い反応を頂けたので、対象をもっと広げたい。特に、子供達が小さいう

ちから生物に興味を持てる機会は貴重だと思うので、今後も継続するべき企画だと感じた。（植

物生態 深町美智） 

 

・今回の企画は、「冬の生物」をテーマにした観察会であったが、観察・授業の内容について、

夏季での企画に比べて参加者に対して野外で紹介ことができる現象などが明らかに少ない。その

ため夏の観察会よりも、より座学に重点を置く形になったが、この限られた題材を、いかに子ど

もたちにとって解りやすく、興味深く伝えられるかについて企画者内で打ち合わせを繰り返した。
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子どもたちにも手を動かしながら楽しんで学習してもうことができたと思う。これらの経験は今

後アウトリーチ活動をするうえでも役立てることができるだろう。 

 事前準備に関して、参加者側の保護者の方からも指摘があった通り、年度の初めにおおまかな

実施日時や内容などを打ち合わせをしていくことで、より多くのお子さんに参加してもらうこと

ができ、内容についてもより充実したものにできたのではないかと思う。（動物生態 鈴木航） 

 

・今回の企画の参加者には小さなお子さんが多かったが、みんなとても興味を持って座学、観察

会に臨んでくれたので非常にやりがいがあった。座学ではスライドを用いて冬の生物の説明を行

ったが、できるだけみんなが知らない地知識を詳しく説明しようとしたあまり子供にはわかりづ

らい説明になってしまったため今後行うときは対象をよく考えて説明を工夫していきたい。また

観察会では自分たちが気にしないような点にも子供たちは注目していたためもっと事前に幅広く

緑地の生物を調べ解説できればより良いものになったように思う。（動物系統 矢島拓也） 

 

 

・今回の企画は、冬の実施ということもあり、観察できる生き物が限られた状況であった。しか

し、散策にあたって事前に講義を行うことで散策だけでは得られない知識を参加者に身につけて

もらえたと思う。1時間の講義は小学生の参加者には長かったかもしれない。後半は集中しきれな

い子もいたようなので、資料以外にも飽きさせない工夫が必要なのかもしれない。 

 事前準備の時間が短かったこともあり、参加者に対する宣伝が大きく行えなかった。また、散

策中に参加者が興味を持った生物に対する解説が行えない部分もあった。この反省を次回に生か

し、より良い企画にしていきたいと思う。（植物生態 高岡愛） 

 

 

・冬季に観察できる生物は非常に少ないため、講義で紹介する生物の選択が困難であった。しか

し企画者たちがそれぞれの得意分野に応じて工夫を凝らした紹介のスライドを作成することがで

きた。その結果、参加者の小学生、保護者ともに楽しみながら学べる講義になったと感じる。 

 企画実施までの準備が短期間であったため、講義においては講義内容と作業とで扱われた生物

の不一致、野外観察においては緑地内に生息する生物の知識不足などが見られた。参加者である

保護者との入念な事前相談や、企画者である学生のスケジュール調整を行うことで、日程に余裕

を持ったより良い企画になるのではないかと思う。（動物生態 志賀優） 

 

・今回の企画は、様々な工夫が施されていて良かった。冬季に観察できる生物は少ないため、緑

地散策よりも講義に時間を割かなければならなかった。そのため、小学生の参加者が飽きない講

義をする必要があった。そこで、紙芝居やかわいいイラストを用いた講義を行い、参加者が飽き

ない工夫を施した。また、越冬している昆虫を見せるため、朽木を参加者の目の前で崩し、朽木

に隠れて越冬する昆虫を見せたのは面白かった。今回の企画は前回に比べ、企画者のアイデアが

詰まった良い企画であった。反省点としては、講義が一方的になっていた気がする。講義の最後

には質問コーナーなどを設けたらもっと良い企画になったと思う。（細胞生化学 鈴木理滋）  

 

最終記入日時：  2012/12/28 14:18:31 
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（２４） 

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、塩入直也、鈴木由季 

実施場所：  品川女子学院 

対象・人数：  私立品川女子学院中等部・高等部の生徒 28名 

実施期間：  2012年 11月 24日 ～ 2012年 11 月 24日 

 

＜企画協力者＞ 

山崎卓哉（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。 

 

＜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＞ 

 生徒達は楽しみながら実験をしていたように感じた。ディスカッションでは TAのアドバイスを

受けながらではあるが、生徒間で積極的に意見を交換していた 

 TAは生徒たちの実験の補佐を行った。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。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 この企画に TAとして参加するのは 3回目だったので、準備をスムーズにすることが出来た。生

徒達は福田先生の話を真剣に聞き、実験も興味深そうに楽しんで行っていた。中学生と高校生が

一緒に参加していたが、ディスカッションにもほとんど全員がしっかり参加していた。ただ実験

をするだけでなく、そこからきちんと頭を使って考えることを体験してもらえたと思う。（豊田

千春） 

 

TAとしてこうした企画に参加するのが初めてだったため、器具の準備や手際良い動きができなか

ったが、TAとして指導をサポートするということがどのようなことなのか知ることができ、自分

にとってもとても良い経験となった。基本的な作業については、ほとんどの生徒が問題なく行え

ていたため、もっと考えさせたり、ディスカッションをサポートできるような問いかけ等ができ
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たら良かったと思う。今回の経験を活かして、今後も TAをする機会があれば活かしていきたいと

思う。（塩入直也）  

 

最終記入日時：  2012/12/31 22:46:15 

 

（２５） 

タイトル：  大学祭オープンラボ -ニワトリ胚の展示- 

実 施 者：  栗下大三、豊田千春、塩入直也、鈴木由季、（発生プログラム研究室卒研生） 

実施場所：  8号館専門実習室 

対象・人数：  首都大大学祭の生命科学専攻オープンラボ来場者 

実施期間：  2012年 11月 3日 ～ 2012年 11 月 3日 

 

＜概要・目的＞ 

 本学大学祭に合わせ、発生プログラム研究室で研究材料としているニワトリ胚を展示した。ニ

ワトリの有精卵は約 20日間あたためるとヒヨコとして孵化する。ニワトリの卵やヒヨコは誰にと

っても身近な存在であるが、卵からヒヨコになるまでに卵の中でどのようなことが起こっている

のかを一般の人が観察する機会はあまりない。 

 この展示を通じて大学説明会参加者や学内関係者に発生生物学を通じて生物学への興味をもっ

てもらう。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、情報発信力の

向上を図る。 

 

＜活動内容＞ 

 ニワトリは孵卵約 20日で孵化する。本企画では、1日胚・2日胚・3日胚・6日胚を生きたまま

の状態で卵殻内から取り出したサンプルと、9日胚・13日胚の軟骨組織を染色した骨染色サンプ

ルを実体顕微鏡で観察できるように展示した。ニワトリ胚の発生を示したポスター展示も行い、

来場者にニワトリ胚の発生過程を説明した。また、希望者には研究室で行っている研究内容につ

いても説明した。 

 

＜成果＞ 

 企画者はこれまでに数回オープンラボを実施した。今回も展示内容はほぼ同じだが、来場者の

ニワトリや生物に対する知識を考慮し、ニワトリ胚の発生や研究室の研究内容についてより分か

りやすく説明できるようになったと思われる。 

 また、これまでのオープンラボでは企画者が中心となり、企画・準備を行ってきた。今回は企

画実施を通して後輩に準備・実施の概要を伝えることで、来年度以降のオープンラボに備えるこ

とができたと考えられる。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 今回のオープンラボは幅広い年齢層の訪問者が多く、企画者も説明の仕方やアプローチを柔軟

に変化させることを求められた。説明能力が高くなるのに加え、知識面の課題等も見つけること

ができた。来学者の多くは生物の発生を観察したことが無く、生活の身近なところにある鶏卵が

どの様に発生しているのかを見て感動している方が多かったと感じた。＜栗下大三＞ 

 

 7月に行ったオープンラボでは来場者は高校生が中心であったが、今回は小さい子供を連れた家

族など色々な人が来場した。その分、相手や状況に合わせて説明の仕方を変えるなどの工夫をし

た。来場者はニワトリ胚を興味深そうに観察していて、生物学や発生に興味をもつきっかけを作

る事が出来たと感じた。（豊田千春） 
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今回は大学祭での企画のため、参加者が高校生や大学生のように生物学を詳しく知っている方だ

けではないため、自分たちが研究を通して何を明らかにしたいのかということを、分かりやすく

伝える必要があった。普段の研究では、研究テーマに視野が狭まりがちだが、こうした機会にも

っと視野を広げて、最終的にどのような技術に応用できるのかやどのような可能性があるのかと

いったことを考えることにも繋がるのではないかと思った。（塩入直也）  

 

最終記入日時：  2012/12/31 22:56:27 

 

（２６） 

タイトル：  オープンラボ -ニワトリ胚の展示- 

実 施 者：  塩入直也、岡山唯、染谷春香、豊田千春、栗下大三、鈴木由季（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：  首都大学東京説明会に参加する高校生 

実施期間：  2012年 7月 16日 

 

＜協力者＞ 

志村智、山本謙太郎（発生プログラム研究室） 

 

＜概要／目的＞ 

 オープンキャンパスの開催に合わせ、本研究室で研究材料としているニワトリ胚の展示を行っ

た。この企画を通して来場者に、発生生物学への興味、関心を持ってもらうことや、普段は知る

ことの難しい大学の研究室の様子等を伝えることを目的とした。また企画者においても、自らの

研究について高校生に分かりやすく説明することで、説明能力や情報発信能力の向上を図ること

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、

11日胚の軟骨組織を染色した骨染色サンプルを、実体顕微鏡で観察できるように展示した。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。 

 普段の生活の中でニワトリの発生を直接見る機会はほとんどない。食べ物として私たちの身近

にある鶏卵と、その発生を結びつける本企画は、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。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

7/9 展示で使用する有精卵を購入した。 

7/10～15 企画実施日に合わせ、有精卵を孵卵器へいれた。 
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7/14 使用する試薬の準備、器具・配布資料の確認をした。 

7/16 企画の準備、実施、片付け。 

 

 来場者の中には、ニワトリの発生を初めて見る人が多く大変興味をもってくれた。生物学を学

んでいない高校生に対する説明は難しく感じた。しかし本研究室の研究内容に興味を示してくれ

た高校生もいて、自分たちの研究について人に分かりやすく伝えるための訓練にもなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 普段私たちが日常的に食べている卵であっても、その発生を見たことがある高校生は少ない。

身近な素材を使って動物の発生について知ることができる、研究材料になりうるということを来

場者へ伝える工夫をした。来場者の中には高校生だけでなく、その保護者も同伴していて、高校

生と保護者で質問させる内容も様々だったために、その受け答えの過程を経て、自身の説明能力

やコミュニケーション能力を鍛えることができた。（塩入直也） 

 

 例年はガイダンスが終わった後に大人数が一気に押し寄せるなど、時間によって人の数に差が

あり、説明する人数や時間を工夫しなければならなかった。しかし今年は入口で人数を各研究室

に振り分けて貰えたので、通路が詰まることはなく、比較的詳しく説明することができたと思う。

来場者のほとんどは高校生とその家族で、生物系に進路を決めている人もいれば、色々な学科を

見て回っている人もいた。そういった人たちの興味を引くような展示と説明が出来たと思う。今

後もこういう機会を通じて、高校生の進路決定の手助けになるような企画を行っていきたい。（豊

田千春） 

 

 来場した高校生に学年を聞き、教科書の理解度を知ったうえで、説明の仕方を変える工夫が見

られた。とても有効なアイディアだと思い、私もそれを真似することにした。保護者と一緒に来

た高校生も多く、大学生活や研究室の選び方、卒業後の進路について大きな関心を寄せていた。

大学進学後の具体的なイメージを持つことが、入試や高校での学習に対する意欲につながれば良

いと思った。（染谷春香） 

 

 学校で生物を選択している高校生に限らず多くの保護者の方が来場された。生物学のバックグ

ラウンドがほとんどない方にも興味を持って頂く為には、聞き手が興味を持ってくれそうな身近

な話題を織り交ぜて話す必要があった。その為にも、聞き手となりうる人の話題にもこちらから

興味を持つ必要があるのだと痛感した。保護者のかたの興味としては主に、学部卒業後の大学院

進学理由や就職活動経験など、学部よりも長期的なキャリアについての質問が多かった。（栗下

大三） 

 

 高校生だけでなく、保護者の方ですごく興味を持ってくださった方がいた。話を聞くと、普段何

気なく食卓に並んでいる卵がどのようにしてニワトリへと発生していくのかを知る機会はないの

で新鮮だ、と言っていた。確かに、教科書などの紙面やテレビの画面上で見ることはあっても実

際に胚を観察する機会はあまりない。よって、今回の展示は身近な生物を見つめ直す良いチャン

スとなったのではないかと思った。また、進路に関する悩みも多く聞こえ、相談にのっているう
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ちに自分自身の今後についても改めて前向きに考えさせられた。（鈴木由季）  

 

最終記入日時：  2013/01/30 21:07:35 

 

（２７） 

タイトル：  SPP研究報告会 -東京都立両国高等学校アウトリーチ- 

実 施 者：  岡山唯、栗下大三 

実施場所：  東京都立両国高等学校、付属中学校 

対象・人数：  東京都立両国高等学校生徒および付属中学校生徒 約 30名 

実施期間：  2012年 10月 1日 ～ 2012年 10 月 1日 

 

＜概要／目的＞ 

 本企画は発生プログラム研究室の福田公子准教授が東京都立両国高等学校で行なう SPP（サイエ

ンス・パートナーシップ・プロジェクト）をサポートするための特別授業に合わせて実施するも

のである。今回の企画では、学生が自ら考え行ってきた研究の成果を発表し、内容について議論

を行った。 

 この企画で学生には、研究を行った結果をどのようにまとめてプレゼンテーションすると聞く

側に分かりやすいかを考えてもらい、実践してもらう。プレゼンテーションの技術は、大学だけ

でなく、今後企業などで働くうえでも大切な能力である。また、学生の見本となるために、企画

者も研究の発表を学生向けに行うことで、企画者のプレゼンテーション能力の向上も図った。 

 さらに、発表を聞き質問を行うことで、自分自身の理解、知識を深めるだけでなく、研究とい

うもののアプローチの仕方を学んでもらうことを目的とした。 

  

 

＜活動内容／具体的成果／課題＞ 

 各班ごとにパワーポイントを用いた発表を実際に行ってもらうことによって、プレゼンテーシ

ョンではどのように自分たちが行った研究を紹介したらわかりやすく結果が伝わるのかを理解し

てもらうことができた。また、学生全員が質問をすることができるようになり発表会はとても盛

り上がった。 

 今後、来年度以降は学生があまりパワーポイントの操作に慣れていないようだったので、パワ

ーポイントの使い方や、実験結果写真のとりかたなどを教えるのを検討すると良いと思う。 

 

＜感想＞ 

 学生は非常によく考えてプレゼンテーションを作りこんでいたと思う。しかし残念なことに、

その発表はみんなにわかってもらうためのものといえるものは少なかった。今後は、自分達の研

究を全員にわかってもらうためにはどのように発表したらいいのかを考えながらプレゼンテーシ

ョンを作ることを意識してもらいたい。発表会は質問も多く出て、よく盛り上がり素晴らしいも

のだった。 

 学生たちが行ってきた研究はみな素晴らしく、態度も非常に勤勉な者が多かった。高校側には
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来年度も同様の企画を行ってもらい、理科、生物好きの学生が多く育つきっかけを作っていって

もらいたい。(岡山 唯) 

 

 

最終記入日時：  2013/02/04 14:18:44 

 

（２８） 

タイトル：  大学祭オープンラボ 分子遺伝学研究室 

実 施 者：  岩舘 佑未、川口達也、北村麻衣子、久保田 希、高木 光、中西 学、萩原 進、藤

原 弘平 

実施場所：  8号館 324 

対象・人数：  大学祭参加者 

実施期間：  2012年 11月 3日 ～ 2012年 11 月 3日 

 

 

＜概要／目的＞ 

当研究室での実験目的や実験内容を紹介することによって、生命現象のおもしろさを伝え、参加者

に生物学に興味を持ってもらいたい。そして、大学とはどのような場であるのか理解してもらう。

さらに、学生の立場では専門知識のない相手へ説明する事を通して、プレゼンテーション能力を向

上させることを目的とする。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

①大腸菌や遺伝子について 

ポスターやクイズを用いて、大腸菌や遺伝子について説明した。 

 

②研究室で行っている研究内容の説明 

当研究室でおこなっている大腸菌大規模欠失株を用いた生育に関わる遺伝子の探索・同定の研究と

光合成大腸菌の作製の研究をポスターで説明した。 

 

③大腸菌の形体観察、大腸菌から取れた色素の観察 

実際に菌が生育したプレートを用意した。また、大腸菌から取れた色素をブラックライトを用いて

観察してもらった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

今回の企画を通して、来場者は生物学に対して興味を持ってもらったと思われる。また、首都大学

進学希望者には受験や大学生活について説明をおこなったので、進路選択に役立ててもら得たと思

う。実施者は、専門知識のない来場者に研究内容などを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したと思われる。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボでは、単純に研究の紹介だけでなく視覚的な展示を行うことで、印象の深いも

のにできたと思う。また、紹介する内容に難易での幅を作成し、来場者が選択できて納得のいく説

明を提供できる仕組みを作れたと思う。今後は、より印象に残るような展示や、デモを考えていき

たいと考えている。（川口達也） 

 

今回は来場者に対して、生物はどの分野まで習っているかなどを聞くことにより、前回と比べて、

研究内容を相手にあわせて説明できたと思う。また、説明を繰り返したり、質問に答えることによ

り、自分の研究をより理解することができた。しかし、前回よりも小学生やその保護者が来場して

くれたので、もっと子供向けの企画を増やせばよかったなと思った。（北村麻衣子） 

 

 

最終記入日時：  2013/02/04 14:57:31 

 

（２９） 

タイトル：  生命科学コースオープンラボパンフレット 

実 施 者：  秋元優希、山田沙佳（神経生物学研究室） 

実施場所：  8号館入口、91年館、高大連携室、その他 

対象・人数：  大学祭に来場した一般人 

実施期間：  2012年 11月 3日 ～ 2012年 11 月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

毎年多くのお客さんで賑わう生命科学オープンラボであるが、お客さんがその情報を得るために

は、事前にホームページを閲覧するか、当日に会場まで足を運ぶしかないという現状がある。ま

た、毎年多くの研究室が参加するが、各研究室の内容を紹介するものは何一つとしてない。 

そこで、研究室ごとの内容を紹介でき、同時に地図も載せたオープンラボ専用パンフレットを作

成することで、お客さんがよりわかりやすくオープンラボに参加できるようにすることが目的で

ある。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

１、事前準備 

①各研究室にオープンラボのタイトル、場所、概要などの原稿を依頼し、その原稿を元に、パン

フレット原本のデザイン等を行った。 

ファイルへのリンク 

ファイルへのリンク 

②２００部印刷した。 

③完成したパンフレットを、生物特別展を行っている９１年館を中心に置かせてもらった。 

 

２、片付け 
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オープンラボ終了後、余ったパンフレットを速やかに回収した。 

 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

学内外からの評判がかなり好評で、増刷に次ぐ増刷を行ってもなお足りない程だった。直接アン

ケートを取ったわけではないが、このパンフレットのおかげで、オープンラボが回りやすかった

という声が聞けたため、本来の目的の大部分は達成できたのではないかと思う。 

また企画者として、限られたページの中で多くの情報を伝えるための工夫が必要なことを痛感し、

周りの人達と議論しながら作成していく必要性を学ぶことができた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

パンフレットを作ろう、と思い立ったのが大学祭の直前だった為、あまり時間がない中での作業

となってしまった。内容はみんなで作り上げたものなので、かなりクオリティの高いものができ

たと思うが、それをどこにどれだけ配るかなどの見通しはかなり甘かったと思う。そのせいで何

度も増刷するはめになってしまった。 

次回行う機会があれば、当日慌てることのないように、きちんと準備したいと思う。（山田） 

 

オープンラボは大学での研究を大学だけのものにしないで、一般に公開する意味でも重要なイベ

ントだ。しかし、現時点では特に宣伝や情報提供が十分でないように思えた。今回の企画は、少

しでも外へ向けて情報を発信できるようにと思って考えたものである。学系内にとどまらず、大

学祭や 91年館（博物館施設や講演会）という開かれた場とうまく連携して、大学研究を多くの人

に理解してもらおうとする試みは、今までにない意義あるものであったと考える。(秋元)  

 

最終記入日時：  2013/02/04 17:34:12 

 

（３０） 

タイトル：  2012 オープンラボ：生物多様性スタンプラリー 

実 施 者：  秋元優希、山田沙佳（神経生物学研究室） 

実施場所：  飼育棟前 

対象・人数：  大学祭に来場した一般人 

実施期間：  2012年 11月 3日 ～ 2012年 11 月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

昨年に引き続き、スタンプラリーを楽しみながら、生物多様性を学んでもらうことを目的とした。 

今年は参加者を増やす新たな試みとして、スタンプラリーに加え、クイズや景品を用意するなどの

工夫を行った。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 
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１、事前準備 

IMG SRC="files/3063E2C4A_スタンプ１.jpg" ALIGN="right"オープンラボ参加研究室（全１３研究

室）が使用している実験動物をモチーフに絵柄をデザインし、スタンプを作成した。 

また、スタンプ台紙とクイズを作成した。クイズは、ただ単にスタンプを押すだけだと昨年と変わ

り映えしないため、昨年との差別化を図るために作成した。 

 

２、オープンラボ当日 

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

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

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

スタンプラリーにクイズを盛り込んだためか、例年小学生ぐらいの子供がメインターゲットとなっ

ていたが、今年は中高生の参加も多く見受けられた。しかし、他の大学祭の企画でもスタンプラリ

ーを行っているらしく（この企画も含めて、確認できるだけで３種類）、参加者自体はとても少な

かった（ゴールまでやってきたのは２０人程度）。 

ゴールした人への景品はオリジナルパッケージの飴で、多様性へのメッセージが込められたもので

ある。そのため、受け取った人達だけではなく、他研究室の人達からの評価も高かった。 

IMG SRC="files/3063E2C4A_スタンプ２.jpg" 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今年は道に迷うことのないように、詳細な地図を載せたパンフレットを作成し、それを学内中で配

布した為、「道に迷ってしまった」などの声は聞こえなかった。しかし、スタンプラリー自体の参

加者が非常に少なく、今回の一番の問題点となってしまった。 

そもそもこのスタンプラリーの目的は、一般の方々に生物多様性を知ってもらうことなので、もっ

と参加者が増やせるように工夫をする必要があると感じた。（山田） 

 

 

この企画はかつて新聞にも取り上げられるなど注目もされており、毎年恒例になりつつある。しか

し毎年変化なく同じ企画をすれば良いというものではなく、少しずつ変化させることでより良いも

のにしようとしている。一方、大学の敷地が広く、イベントの数も多いため、多様性スタンプラリ

ーの存在があまり周知されないということが、この企画を始めた年から問題となっている。今年は

うまくいかなかったが、大学祭のパンフレットに載せたり、南門で台紙を配布するなど、大学祭と

連携できるようになると良いと思った。(秋元)  

 

最終記入日時：  2013/02/04 17:49:02 

 

（３１） 

タイトル：  オープンラボ・発生プログラム研究室～ホヤ胚の展示～ 
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実 施 者：  中澤啓一、大沼耕平、末吉美佐、露木翔太、関上由佳、森田千裕 

実施場所：  ８号館２４７室 

対象・人数：  大学祭/学校説明会来場者 

実施期間：  2012年 11月 3日 

 

＜概要／目的＞ 

大学説明会に合わせ、本研究室で我々が研究材料としているホヤの展示を行なった。この企画を通

じて、来場者にホヤや発生生物学に興味・関心を持ってもらうことを目的とした。また企画者の説

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＞ 

ⅰ）カタユウレイボヤの発生過程の観察 

受精卵から成体に至るホヤの発生過程を理解してもらうため、各発生段階の固定胚を展示した。ホ

ヤが発生の過程で大きく形を変えることをより実感してもらえるように、幼生と幼若体、成体は生

きた状態のものを展示した。 

 

ⅱ）WISH（whole mount in situ hybridization）胚の観察 

発生と遺伝子の関わりについて理解してもらうため、遺伝子発現を可視化した 3種類の WISH胚を

展示した。 

 

ⅲ）ポスターの展示 

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ため、来場者にポスターを見てもらい

ながら説明した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者にⅰ～ⅲの展示を見てもらいながら、 

・ホヤとはどんな動物か 

・どんな発生様式なのか 

・なぜホヤを使って研究しているのか 

・どんな研究をおこなっているのか 

について、大学院生が説明した。 

多くの方に興味をもってもらうことができ、広くホヤ研究についての情報を発信することができ

た。また、一般の方々に発生生物学を理解してもらうために、企画者には日頃よりも丁寧な説明が

要求された。これは説明能力の向上につながり、更には自らの知識を整理して再確認する良い機会

となった。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボには非常に多くの方が来場し、会場がかなり混雑する場面が何度があった。そ

のようなときには、説明を手短にしたり、順路を一部かえるなどして、人がスムーズに流れるよう
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工夫した。それでも多くの方に興味を持ってもらえたのは良かった。しかし、小さいお子さんが顕

微鏡を見るための椅子を予め用意していなかったなど、配慮が足りない部分があったので、次回へ

の反省点としたい。（中澤啓一） 

 

今回は大学祭期間中のオープンラボということもあり、前回よりも来場者が多く年齢層もさまざま

であった。中でも親子が多かったように思う。小さな子供、そして親、とそれぞれに対して目線を

合わせて話すように心掛けた。会場設営の段階で、椅子の準備や顕微鏡のライトの確認を完璧にで

きず、当日の開始時間ぎりぎりになって準備することになってしまった。次回は当日に焦ることの

ないよう、準備を怠らないようにしたい。（森田千裕） 

 

生物の形態形成は複雑で、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。また、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、時間

帯によっては来場者の人数が少ないときもあり、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) 

 

最終記入日時：  2013/02/06 14:39:06 

 

（３２） 

タイトル：  大学祭オープンラボ（細胞遺伝） 

実 施 者：  M2松本望来 山川夏菜 M1大橋ひろ乃 崔椿 段晶華 

実施場所：  首都大学東京 11号館 108号室 

対象・人数：   

実施期間：  2012年 11月 3日 

 

＜概要＞ 

 来場者に大学での研究を紹介し、興味を持ってもらう。ショウジョウバエの観察やクイズ、ポス

ター展示を通じ、知識獲得のみならず、大学の雰囲気を感じてもらう。企画者は来場者の年齢に応

じて分かりやすい説明をし、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。

さらに自らの研究を振り返り、改善に努める。 

 

＜企画内容＞ 

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ショウジョウバエクイズコーナー 

（ⅰ)行動クイズ 

ショウジョウバエの負の走地性や正の走光性・求愛行動に関するクイズを出題する。実際にショウ

ジョウバエを観察して、その特性を知ってもらう。 

（ⅱ）変異体クイズ 

ショウジョウバエ変異体の名前の意味を考えてもらい、顕微鏡を使って来場者に実際に観察して答

え合わせをした。その際、突然変異体の形態異常や行動異常について解説し、突然変異体の知識向
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上を目指した。 

 

 

②movie コーナー 

 夏のオープンラボて使用した、ショウジョウバエの基礎知識に関するムービーを上映した。説明

とともに導入することで数多くの来場者の関心を惹きつけることができた。 

 

③ポスター展示コーナー 

 ポスターを使い、研究室での研究内容を紹介した。各々が自分の研究を解説する中で、研究を振

り返り、来場者にも興味を持って頂ける様務めた。 

 

 

＜成果＞ 

 幅広い年齢層の方に来場して頂けたことで、研究をよりわかりやすく、身近な言葉で説明する必

要性があった。今回は初めてクイズを取り入れたことで、多くの方に関心を持って頂けた。来場者

に説明する機会や回数も昨年より多くなり、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の

向上につながった。 

 

 

＜感想＞ 

・ショウジョウバエクイズは自分で観察し、答えを見つける方式だったので、子どもから大人まで

楽しんで頂けたと感じた。また、「自ら考え、実践する」という研究の基礎となる部分を経験して

もらえたと思う。（M2 松本） 

・高校生以下の学生や一般の人はショウジョウバエや研究に触れた際の反応が新鮮であり、科学に

興味をもってもらう良い機会になったと感じた。また、企画者は新しいクイズの導入など、来場者

に興味をもってもらうための工夫をすることでコミュニケーション能力の向上につながっとと思

う。（Ｍ２ 山川） 

・クイズという形で説明を始めたので幅広いのご来場者により一層ショウジョウバエの知識を知ら
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せることができた。様々な人に説明をして日本語の練習になったいい機会だった。（M1 崔椿） 

・今回は、クイズ形式で個々の展示物を回ってもらう形式だった。すべてを回ってもらえたのは良

かった、しかし、展示物は個々に見る時間が異なるので、途中で詰まってしまうのが問題であった。

次回はこれを解消したい。（M1 大橋） 

・実際にショウジョウバエを観察しながら簡単な知識をクイズを答えする形になってたので、子供

がらご両親、興味を持っていた学生たちも気軽く楽しめるからよっかったと思う。様々な人たちと

コミュニケーションができたのでいい経験だった。（M1 段晶華） 

 

最終記入日時：  2013/02/07 14:24:37 

 

 

 

 

Ⅳ 国際シンポジウム 

（１） 

タイトル：  2012年度 UOS×TMU交換留学_大橋 

実 施 者：  大橋 ひろ乃 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  同行者 4名 

実施期間：  2012年 11月 10日 ～ 2012年 11 月 18日 

 

＜タイトル＞ 

2012年度 ソウル市立大学(UOS)×首都大学東京(TMU)交換留学_大橋 

 

＜概要＞ 

ソウル市立大学に 1週間ほどの短期留学。 

 

＜参加者＞ 

・記入者 

 大橋 ひろ乃(M1) 12881303 細胞遺伝学研究室 

・同行者 

 大沼 耕平(D2) 発生プログラム研究室 

 川合 瑞希(M2) 環境微生物研究室 

 松本 望来(M2) 細胞遺伝研究室 

  段 晶華(M1) 細胞遺伝研究室 

 

＜目的＞ 

・国際交流 

・普段の会話やポスター発表で、英語によるコミュニケーション能力の向上させる 
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・自分とは異なる分野の実験を体験し、今後の研究ための知識や思考力を養う 

 

＜内容＞ 

・日程 

 10日 出国  

 11日 観光 

 12日 観光 

 13日 研究室訪問。教授と面談し、自分の研究を簡単に紹介。 

    他の研究室も訪問。研究内容を教わる。 

 14日 午前：実験の予定を相談。 

    午後：観光 

 15日 実験 

 16日 UOS×TMU Joint Life Science Conference に参加。 

    ポスター発表 

 17日 観光 

 18日 帰国 

 

・実験について 

私は今回、自分と同じ研究分野の神経科学のラボに訪問することができた。そこでは、①聴覚にか

かわえう NOMPCチャネル、②発生にかかわる THOタンパク複合体の研究が行われていた。 

私は①の研究にかかわる実験を体験することができた。具体的には、ハエの耳にあたるアンテナに

電極を刺して、音を聞かせた時の電位差を測定することで、ハエの音に対する反応の有無を確認し

た。 

 

・UOS×TMU Joint Life Science Conferenceおよびポスター発表について 

UOSおよび TMUの教員及び学生の代表口頭発表およびボスター発表が行われた。私はポスターポス

ター発表に参加した。 

 

 

＜成果＞ 

・初めて英語で会話しなければならない日を 1週間以上過ごし、ポスター発表も行った。自分の知

る単語で何とか伝えようする心がけができるようになった。 

・自分とは対象とするものは異なるが同じ分野の実験をすることができ、より自分の研究について

の意欲が湧いた。 

 

 

＜感想＞ 

・今回のポスターセッションでは自分の研究内容を伝えることで精一杯であった。次に英語で発表

する機会があれば、議論もできるように英語の能力を向上したいと思った。 

・野生型の実験しか行えなかったので、もっと実験を行いたかった。 

・今回は UOSの様々な人にお世話になった。ホスト側になるときは、できる限りのおもてなしをし
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たい。  

 

最終記入日時：  2012/11/20 12:37:57 

 

（２） 

タイトル：  2012年度 ソウル市立大学(UOS)×首都大学東京(TMU)交換留学 M1段晶華 

実 施 者：  段晶華 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  ５名 

実施期間：  2012年 11月 10日 ～ 2012年 11 月 18日 

 

＜タイトル＞ 

2012年度 ソウル市立大学(UOS)×首都大学東京(TMU)交換留学 

 

＜概要＞ 

ソウル市立大学に 1週間ほどの短期留学。 

 

＜参加者＞ 

・記入者 

 段 晶華(M1) 12881328 細胞遺伝学研究室 

・同行者 

 大沼 耕平(D2) 発生プログラム研究室 

 川合 瑞希(M2) 環境微生物研究室 

 松本 望来(M2) 細胞遺伝研究室 

 大橋 ひろ乃(M1) 細胞遺伝研究室 

 

＜目的＞ 

・国際交流 

・普段の会話やポスター発表で、英語によるコミュニケーション能力の向上させる 

・自分とは異なる分野の実験を体験し、今後の研究ための知識や思考力を養う 

 

＜内容＞ 

・日程 

 10日 出国  

 11日 観光 

 12日 研究室訪問。他の研究室も訪問、研究内容を教わる。実験を始まる。 

 13日 実験を進む。 

 14日 午前：実験を進む。 

    午後：観光 

 15日 実験を進む。 
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 16日 UOS×TMU Joint Life Science Conference に参加。 

    ポスター発表 

 17日 観光 

 18日 帰国 

 

・実験について 

私は今回、私の研究とちょっと違う研究を行う研究室を訪問した。そこでは動物を用いて研究を行

うことじゃなくて、培養したがん細胞や人の体細胞を用いてたんぱく質の特性や細胞に起こる老化

の研究をしていた。 

私はその研究室で一週間の間 cell cultureで培養した体細胞が Ph4.5と pH6.0の状態で細胞の

老化の進む程度を SA-&szlig; gal 方法で細胞の活性化を測定した。培養した体細胞のミトコンド

リアを染色して Facsで細胞の量とミトコンドリアの量が Ph4.5と pH6.0でどうやって変化した

かを測定した。 

たんぱく質を定量と western blotting 方法でほしいたんぱく質の選り抜いた。 

 

・UOS×TMU Joint Life Science Conferenceおよびポスター発表について 

UOSおよび TMUの教員及び学生の代表口頭発表およびボスター発表が行われた。私はポスターポス

ター発表に参加した。 

 

 

＜成果＞ 

・初めてほかの研究室で私とは違う研究を行っている学生達と一週間実験をやりながら今まで知ら

なったものをいっぱい勉強することができた。私の研究と比べながらあちの学生達のいいところ、

私に役に立つことを学ぶことができた。 

・韓国の学生達と一週間過ごして韓国の文化や韓国人の考え方も身に付いたので良い経験になった 

 

＜感想＞ 

・今回のポスターセッションは私として始めのポスター発表だった。緊張したが皆が教えてくれて

一緒に議論しながらやったので緊張せず発表を終わられた。ほかの学生の発表を聞いてポスター発

表のノーハウもできるようになった。 

・違う研究だけど同じ方法でする実験はけっこあったので、私が今までやった方法と比べてよいと

ころを習い、改善することができてよっかった。 

・UOSの皆様と友達になって、にいろいろお世話になったので 今度からずっと研究方面の交流や

様々なところにお互いに助けたい。 

 

 

最終記入日時：  2012/11/23 2:05:55 

 

（３） 

タイトル：  2012年度 UOS×TMU交換留学（松本） 
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実 施 者：  松本望来 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  ５名 

実施期間：  2012年 11月 10日 ～ 2012年 11 月 18日 

 

＜概要＞ 

ソウル市立大学に１週間滞在し、生命科学専攻の学生と交流をした。各研究室に１人ずつお世話に

なり、実験を教わった。また、ポスターセッションで発表をした。 

 

＜参加者＞ 

記入者 

 松本 望来(M2) 11881341細胞遺伝研究室 

・同行者 

 大沼 耕平(D2) 発生プログラム研究室 

 川合 瑞希(M2) 環境微生物研究室 

 大橋 ひろ乃(M1)細胞遺伝学研究室 

  段 晶華(M1) 細胞遺伝研究室 

 

＜目的＞ 

・英語によるコミュニケーション能力の向上 

・異分野の実験を体験することで、知識を深める 

・国際交流、異文化体験 

 

＜内容＞ 

11/10 出国 

 /11 観光 

 /12 各研究室に配属、教授とのディスカッションにより今後教わる実験を決める。他の研究室

へ訪問 

 /13 実験（マウス脳へのインジェクション） 

 /14 実験（脳切片の観察）→観光 

 /15 実験（マウス胚のパラフィンセクション作製、H&E staining） 

  /16  UOS×TMU Joint Life Science Conference ポスター発表 

 /17 観光 

 /18 帰国 

 

・実験について 

 配属先の研究室の教授が、私が今までやってきた実験や知識、興味を元に①マウス脳へのインジ

ェクション②脳切片の作製と観察③マウス胚のパラフィンセクションと染色、という計画を立てて

下さった。 

マウス脳へのインジェクションは通常、ストレス応答を引き起こす薬剤を使用するそうだが、今回
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はわかりやすいように、青色の色素を用いた。その後、正しくインジェクションが行われたどうか

を確認する為、脳の切片を作製、観察した。 

パラフィンセクションでは、パラフィンで固定されたマウス胚の切片を作製した。その後、切片の

H&E染色、観察を行った。 

 

＜成果＞ 

臆することなく、英語でのコミュニケーションが取れたことが何よりの経験と自信になった。常に

正しい英語を使えたわけではないが、気持ちや意見を伝えようとすることが大切なのだと再認識で

きた。また、普段は触れることのない分野の実験を行うことで、知識を深めることができた。 

 

＜感想＞ 

 学生、先生方ともにとてもフレンドリーで、言いたいことが上手く言葉にできない時も我慢強く

話を聞いてくれた。そのおかげで、コミュニケーションを楽しむことができたのだと思う。UOS×TMU 

Joint Life Science Conferenceでは、口頭発表の際に質問ができなかったのが心残りである。し

かし、今回の韓国での経験は積極的な姿勢やコミュニケーション能力の向上という点で非常に有意

義であった。今後はこの経験を学生生活に活かしていきたいと思う。 

 

最終記入日時：  2012/11/27 22:16:31 

 

（４） 

タイトル：  2012年度 UOS×TMU交換留学（川合） 

実 施 者：  川合瑞希 

実施場所：  韓国ソウル市立大学(UOS) 

対象・人数：  5名 

実施期間：  2012年 11月 10日 ～ 2012年 11 月 18日 

 

【概要】 

2012年 11月 10日（土） ～ 2012年 11月 18日（日） 

ソウル市立大学(UOS)×首都大学東京(TMU)交換留学 

 

【目的】 

・国際交流。 

・日常会話やポスター発表時に使用する学術用語による、英語コミュニケーション能力の向上。 

・普段研究室で使用している実験材料とは異なる生物、実験手法を学び、幅広い視野を身に付ける。 

 

【同行者】 

大沼耕平（発生プログラム研究室 D2） 

松本望来（細胞遺伝学研究室 M2） 

大橋ひろ乃（細胞遺伝学研究室 M1） 

段晶華（細胞遺伝学研究室 M1） 
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【スケジュール】 

11/10（土）12:30成田空港出発、15:00仁川空港到着。バスで UOSに向かう。17:00頃 UOS到着。 

11/11（日）観光。明洞。 

11/12（月）Molecular Cellular Physiology Laboratoryにて実験。 

11/13（火）Molecular Cellular Physiology Laboratoryにて実験。 

11/14（水）Molecular Cellular Physiology Laboratoryにて実験。 

11/15（木）Molecular Cellular Physiology Laboratoryにて実験。 

11/16（金）UOS-TMU Joint Life Science Conferenceに参加。シンポジウムの傍聴とポスター発表

を行う。 

11/17（土）観光。昌徳宮、昌慶宮。 

11/18（日）5:00頃 UOS出発。9:00仁川空港出発、11:10成田空港到着。 

 

【実験内容】 

・11/12（月） 

遺伝子導入用に用いるため、マウス細胞の前培養を開始した。 

・11/13（火） 

前日前培養を行ったマウス細胞に対して遺伝子導入操作を行い、その後 normoxia条件と hypoxia

条件の 2種の培養条件にて培養を開始した。 

・11/14（水） 

培地の交換作業を行った。 

・11/15（木） 

培養したマウス細胞の様子を、蛍光顕微鏡にて観察と遺伝子導入の定量試験を行った。 

 

【成果・感想】 

○実験 

・実験指導に使用される専門用語が馴染みのないものが多く、何度も聞き返してしまった。語彙力

をもっと広げるべきだと痛感した。 

○UOS-TMU Joint Life Science Conference 

・自身の研究内容を全く知らない方々に対して、いかにシンプルに分かりやすく伝えるかを心掛け

た。 

・本 Conferenceでは、毎週行われているゼミ発表で聞かれる専門的な質問だけでなく、よりベー

シックな質問をされ、一般の方々が自身の研究内容のどこに疑問点を持っているかが明確になっ

た。今後の学会等で役立てたい。 

○その他 

・UOSの多くの学生や先生方にお世話になり、感謝の気持ちでいっぱい。 

・学生の何名かとは SNS上で繋がることができたので、今後も交流を続けて英語力の向上に役立て

ていきたい。 

 

最終記入日時：  2012/12/03 13:46:44 
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（５） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生交流の運営と実施（観光・交流） 企画 

実 施 者：  金木茉樹（細胞遺伝学研究室 M2）、勝浦絵里子（細胞遺伝学研究室 M2）、細木麻衣

（細胞遺伝学研究室 M2）、川合瑞希（環境微生物研究室 M2）、高尾翠（植物ホルモ

ン研究室 M2）、山田香菜子（植物系統分類学研究室 D2）、栗下大三（発生プログラ

ム研究室 M1）、森田千裕（発生プログラム研究室 M1）、中澤啓一（発生プログラム

研究室 M1）、福島寛美（神経分子機能研究室 M1）、坂部尚隆（植物生態学研究室 M1） 

実施場所：   

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生、本学生命科学コース、本学理工学系 

実施期間：  2012年 11月 23日 ～ 2012年 12 月 1日 

 

<概要・目的> 

 本企画は、ソウル市立大学大学院生と本学生命科学コースの学生が合同で東京都内の観光地と 2

カ所の博物館を見学する。本企画は UOS学生が東京に滞在する日程の最初の２日間であり、観光を

通じて相互の交流を深め、UOS学生の日本滞在を有意義なものにすることを目的としている。また、

都内のアカデミック施設を見学し首都大学東京の学生と韓国の学生が活発にコミュニケーション

をとり、東京滞在中不安無く過ごしてもらうこともターゲットである。 

 

<実施内容> 

 1日目は国立科学博物館の主に生物分野の展示を見学する。その後、浅草の雷門周辺の観光地を

散策する。観光バスでお台場海浜公園に移動し、日本科学未来館の見学、お台場の観光を行う。新

宿に移動し夕食後解散。 

 2日目はソウル市立大学学生の希望を取り入れ、秋葉原、皇居、原宿などを観光する。 

 

<期待される効果> 

 2日間の観光の間、ソウル市立大学の学生と本学の学生の間のコミュニケーションはすべて英語

で行われる。本企画を通じ両大学の学生間の親交を深め、他言語でのコミュニケーション能力を高

めることが期待できる。また、博物館の見学を通じて、アカデミックな会話の能力の向上が期待で

きると思われる。さらに、ソウル市立大学の学生に日本の有名な観光スポットを見学してもらった

ことで、日本の文化をより深く理解してもらうことにつながると考えている。 

 

<コメント・感想> 

 本企画では、上野の博物館や様々な観光スポットを巡り英語で会話することを余儀なくされた。

結果、自らに欠けている英語を使った説明方法や考え方等を再度認識することができた。また、韓

国語を母国語とする学生と英語でコミュニケーションをする場合、お互いに母国語のニュアンスや

考え方が表現に現れることが多く見受けられた。第二言語として英語を用いる者同士が会話をする

為には、エレメンタルな文法、語法を用いるのが最も効率的であると分かった。（発生プログラム

研究室 M１、栗下大三） 

 

 韓国人学生と共に東京都内の様々な観光スポットを回ることができ、彼らが日本文化に親しむ手

 - 78 - 



助けができたと考えている。英語での会話も活発に行われ、他言語でのコミュニケーションの良い

トレーニングになったと思われる。反省点としては、1日目のスケジュールがタイトで余裕を持っ

た行動ができなかったことである。来年以降は 1つ 1つのスポットをゆったりと見学できるプラン

を立てた方が良いと感じた。（植物系統分類学研究室 D2、山田香菜子） 

 

自分は一日目の観光のみの参加となった。UOSの学生と会話する中で、自分の英語力が至らないた

めに言いたい事を正しく伝える事のできないもどかしさや悔しさを痛感した。また、言語によるコ

ミュニケーションが大きく制限されるなかで、顔の表情やボディーランゲージなどの言語による縛

りのないコミュニケーション技法の重要性を再認識できた。他言語でのそれに限らず、今回の企画

により得た経験を自身のコミュニケーション能力の向上に充分に活用していきたいと思う。（植物

生態学研究室 M１、坂部尚隆） 

 

二日間、留学生とともに観光して日常の英会話というものに触れることができた。アカデミックな

内容の英会話はもちろん重要であるが、基本的な日常会話のほうがお互いより活発にコミュニケー

ションをとれると感じた。観光に参加したことによって、自分自身の英語の勉強不足を痛感し、英

語に対する意識を高められたと思う。観光の企画としてあげられる反省点は、留学生の興味や体力

を考えて、計画の段階でもう少し余裕のあるスケジュールを組むべきであったこと、必要があれば

当日でも臨機応変にスケジュールを変更する心構えを持っておけばよかったと思う。（発生プログ

ラム研究室 M1 森田千裕）  

 

最終記入日時：  2012/12/28 14:48:03 

 

（６） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 動物生態学研究室 

実 施 者：  （D1）菅原弘貴、（M2）橋本晃生、松山龍太、脇海道卓、（M1）志賀優、鈴木航 

実施場所：  動物生態学研究室、都市近郊の山林など 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 2名 

実施期間：  2012年 11月 26日 ～ 2012年 11 月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

 近年さらなる研究スキル及び英語スキルの向上が求められている。しかしながら他分野の研究を

知り、自らの研究にその技術や考えを取り入れる機会や、実際に英語を使う場は限られている。留

学生を積極的に受け入れ、各々の研究やその内容を共有することで、単独での視野の狭い研究から

大きな視野を持った研究へと実験や考えの幅を広げたい。留学生との交流、および留学生がいる場

では日本人同士も英語のみでコミュニケーションを取ることにする。英語を使用する場を増やすこ

とで更なる英語スキルの向上を目指したい。本企画では留学生・首都大学学生双方が、研究や語学

能力を向上させ、本企画の経験が将来の糧となると期待する。また次回に引き継がれる企画となる

様、より効率的な運営を目指す。 

 

【活動内容概略】 
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 留学生 2人を受け入れ、1人あたりおよそ 2日間の滞在期間であった。それぞれ 1日目は、動物

園や水族館を利用し、主に日本の動物の行動と生態に関する解説を行い、2日目は野外へ出ての野

生動植物の観察と、実際に野外で行われる調査手法のデモンストレーションとその実践とした。 

 

＜前半＞ 

26日 

目的地：サンシャイン水族館 

内容：動物の行動や生態に関する解説 

対応学生：橋本、松山ほか 

 

27日 

目的地：高尾山 

内容：野生動植物の観察と野外調査の方法に関する解説と実践 

対応学生：橋本、脇海道 

 

28日 

内容：松木日向緑地の案内、脊椎動物の骨格標本の観察と同定 

対応学生：菅原、橋本、松山ほか 

 

＜後半＞ 

29日 

目的地：多摩動物公園 

内容：日本の動物の行動や生態に関する解説 

対応学生：脇海道、鈴木（航）、志賀 

 

30日 

目的地：箱根 

内容：野生動植物の観察と野外調査の方法に関する解説と実践 

対応学生：脇海道、松山、菅原、志賀 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

・研究のみならず，異文化にお互い触れ合うことで，新たな視点を発見できた．国際交流では，英

語の習得は必須である．今回の交流を通じて，英語で会話するような状況に自ら身を置くことが，

会話上達の近道だと改めて実感した．(D1 菅原弘貴) 

 

・交流にあたっての研究室の学生責任者を務めた。研究室では野外調査を主とする学生がほとんど

であったので上記のような計画とした。野外調査は大きな疲労を伴うので、今後も調査地は十分に

検討される必要がある。英会話については、お互いに補い合いながら結果的には十分に我々の研究

のベースを理解してもらえたと感じている。また、今回の企画は室員全員が、研究活動における英

語コミュニケーションの重要性を再確認する大変良い機会になったと思う。（M2 橋本晃生） 
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・英語での会話でのコミュニケーションは慣れないが、同世代である UOSの学生からの積極的な質

問などもあり、非常に有意義に過ごすことができた。このような貴重な企画は今後とも継続してほ

しいと思う。（M2 松山龍太） 

 

・私たちは研究分野の差異や用いる手法の違いから、研究の面白さをいかに伝えるかが大きな問題

点だった。自身の英語のボキャブラリー不足もあったが、UOSの学生達は皆親切で楽しく終えるこ

とができたと思う。（M2 脇海道卓） 

 

・留学生と所属している研究室の学生それぞれの研究についての話に加え、互いの国の文化や言語

など学問以外の話題も触れられ、非常に有意義な交流となった。課題としては、自身の英語の語彙

の少なさがある。留学生と意思疎通をとる際、意味が正しく伝わらなかったり、説明が行えなかっ

たりした。研究に関連する勉学以外に、語学学習も日頃から自主的に行うべきであることを痛感し

た。 (M1 志賀優) 

 

・英語を通じたコミュニケーションはもちろんだが、考え方や文化の違いなど普段の生活では感じ

ることのできない体験をすることができ、非常に有意義だった。今回の企画をきっかけに今後も積

極的に国際交流に関わっていきたいと思う（M1 鈴木航）  

 

最終記入日時：  2012/12/31 2:48:48 

 

（７） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 発生プログラム研究室 

実 施 者：  （Ｍ１）森田千裕、栗下大三、中澤啓一、塩入直也、鈴木由季 

実施場所：  発生プログラム研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生１名 

実施期間：  2012年 11月 29日 ～ 2012年 11 月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

近年さらなる研究スキル及び英語スキルの向上が求められている。しかしながら他分野の研究を知

り、自らの研究にその技術や考えを取り入れる機会や、実際に英語を使う場は限られている。留学

生を積極的に受け入れ、各々の研究やその内容を共有することで、単独での視野の狭い研究から大

きな視野を持った研究へと実験や考えの幅を広げたい。留学生との交流、および留学生がいる場で

は日本人同士も英語のみでコミュニケーションを取ることにする。英語を使用する場を増やすこと

で更なる英語スキルの向上を目指したい。本企画では留学生・首都大学学生双方が、研究や語学能

力を向上させ、本企画の経験が将来の糧となると期待する。また次回に引き継がれる企画となる様、

より効率的な運営を目指す。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

●事前準備 
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実験内容について話し合い、ニワトリ班・ホヤ班でそれぞれおこなう実験を決定した。 

 

●１１月２９日（ニワトリ） 

ニワトリ胚１日胚、２日胚の New培養 

２日胚神経管へのエレクトロポレーション 

GFPの強制発現ベクターを神経管の予定中脳領域に導入し、in ovo で１日培養後移動し細胞の移動

を追跡した。 

 

 

●１１月３０日（ホヤ） 

カタユウレイボヤ受精卵へのエレクトロポレーション 

Not遺伝子の上流に LacZのレポーター遺伝子をつないだコンストラクトをカタユウレイボヤ受精

卵に導入した。 

LacZ活性染色 

原腸胚まで発生させた胚に対し、LacZの活性染色をおこなった。LacZの発現を確認してもらい、

胚の写真撮影をおこなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回の交流企画には運営側としても携わっていたので、研究室での実験でも留学生とはコミュニケ

ーションをとれたと思う。普段自分でおこなっている実験でも、なかなか単語が出てこなかったり

したため、英語で説明することは非常に難しいと感じた。次回の機会があれば、よりスムーズに会

話ができるようにしたい。（森田千裕） 

 

 ニワトリの卵は普段食卓でよく目にする物であるが、実際にその発生の様子を観察することはあ

まり無い。今回は、生きたまま発生を観察することができる New培養を行い、実際に成長する過程

を観察した。参加した韓国人学生は New培養が始めてであったが、その容易さと手法の利点に驚い

ていた。また、ニワトリ胚で有利である部位特異的なエレクトロポレーション法も体験した。受け

入れ研究室として難しかったのは、手法や物の英語での説明である。これには TAとして高校生に

実験手法を説明する企画経営演習で得られた技術を多いに用いた。（栗下大三） 

 

私にとって、実験の手順や技術を英語で説明することはとても難しかった。説明したいことがあっ

ても、頭の中ですぐに英語に変換されず言葉がでてこない。そこで、図を書きながら、断片的な英

語と身振り手振りで理解してもらおうとした。しかし、実験操作の細かい部分が伝えきれなかった

ために、韓国人学生が苦戦してしまう場面があった。この経験から学んだことは、このような機会

に英語のスキルアップを目指すためには、その場でなんとか伝わるよう頑張ってしゃべることも大

切だが、日常的にそのための準備しておくことが重要だということだ。具体的には、前日までのあ

いだに、院生同士で説明のリハーサルをしたり、普段実験するときに英語で物事を考えるようにし

ていれば、今回もっと円滑に実施できていたと思う。是非この反省を今後に生かしていきたい。（中

澤啓一） 

 

エレクトロポレーションで GFPを強制発現させたニワトリ胚の観察および画像処理の説明、そして
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研究に関するディスカッションをした。普段自分が行っている実験や研究内容であっても、それを

英語で説明することの難しさを今回特に実感した。特に、自分がしていることを論理的に説明でき

るようでなければ、それを英語で話すということは難しいということが分かったため、今後自分の

研究においても常に「論理的に考える」習慣を身につけていこうと思った。（塩入直也）  

 

最終記入日時：  2012/12/31 22:30:17 

 

（８） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 環境微生物学研究室・微生物分子機能研

究室 

実 施 者：  福島俊一・河合瑞希・畑中惟・西原亜理沙・佐藤皐輝 

実施場所：  環境微生物学研究室・微生物分子機能研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生２名 

実施期間：  2013年 11月 26日 ～ 2013年 11 月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

先進的な研究を進めるためには、常に広い分野での新しい研究の情報を知ることが必要となる。そ

のためには研究者間のコミュニケーションが必須となり、国際的な視野に立つと英語スキルの向上

が重要となる。しかしながら、研究に関して、実際に英語を使って交流を図る場は限られている。

留学生を積極的に受け入れ、各々の研究やその内容を共有することで、単独での視野の狭い研究か

ら大きな視野を持った研究へと実験や考えの幅を広げたい。留学生との交流、および留学生がいる

場では日本人同士も英語のみでコミュニケーションを取ることにする。英語を使用する場を増やす

ことで更なる英語スキルの向上を目指したい。本企画では留学生・首都大学学生双方が、研究や語

学能力を向上させ、本企画の経験が将来の糧となると期待する。 

 

＜企画としての特徴/活動内容＞ 

●特色 

微生物が専門でない留学生にもわかりやすく、環境下での微生物の生態・生理学的側面から見た生

存戦略が伝わるように、以下の二点のテーマにつき実験計画を立て、英語でのレジュメを作成した。 

1.微生物のサンプリング・顕微鏡観察による環境下での生き死に 

2.光合成細菌・植物体の色素抽出、およびその比較による生存戦略についての考察 

 

●活動内容 

1.微生物のサンプリング・顕微鏡観察による環境下での生き死に(1/26,29) 

首都大内で複数個所より土や水をサンプリングした。 

取得したサンプルを直接顕微鏡観察、およびプレート上での培養により、微生物の多様性を確認す

る。そののち、Live-Dead染色により、環境下での生残性について考察する。 

2.光合成細菌・植物体の色素抽出、およびその比較による生存戦略についての考察(1/27,30) 

光合成細菌や植物の色素をペーパークロマトグラフィーにより抽出し、分光解析する。得られた色

素の種類、量の比較によって、色素が生存戦略にどのように関わるかを考察する。 
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留学生二人に対して、それぞれ 1/26,27と 1/29,30の日程で上記の実験交流を行った。 

 

＜具体的成果＞ 

活動内容に準じ、実験結果についての豊富な英語での議論を行うことができた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

英語での交流に最初は戸惑いもあったが、留学生側の手助けもあって比較的円滑にコミュニケーシ

ョンをはかることができた。また、研究分野が異なる学生とともに実験をすることで、忘れがちに

なる基本的なこと（培地組成やサンプリング方法等）に、新たな目線を持つことができるようにな

ったと思う。（福島） 

 

他国の学生と交流する機会がなかなかないので、今回の企画は留学生と接するいい機会になった。

この企画を通して、海外の方とコミュニケーションをとるためには英語が必要なことを改めて実感

し、今後の自己啓発にもなった。（西原） 

 

他言語を使ってのコミュニケーションはもちろんのこと、それを使っての実験の説明は非常に苦戦

した。しかし苦戦しながらもその場でどうやったら伝わるかということを柔軟に対応することの工

夫を凝らすことができた。しかしそれに甘んじず他言語の口語によるコミュニケーション能力はつ

けていきたいと痛感した。（畑中） 

 

最終記入日時：  2013/01/15 10:39:22 

 

（９） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生の実験補助と交流 細胞遺伝学研究室 

実 施 者：  （M2）金木茉樹、勝浦絵里子、細木麻衣、松本望来、（M1）大橋ひろ乃、岡島美怜、

崔椿 

実施場所：  細胞遺伝学研究室 

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生 

実施期間：  2012年 11月 26日 ～ 2012年 11 月 30日 

 

＜概要／目的＞ 

近年さらなる研究スキル及び英語スキルの向上が求められている。しかしながら他分野の研究を知

り、自らの研究にその技術や考えを取り入れる機会や、実際に英語を使う場は限られている。留学

生を積極的に受け入れ、各々の研究やその内容を共有することで、単独での視野の狭い研究から大

きな視野を持った研究へと実験や考えの幅を広げたい。留学生との交流、および留学生がいる場で

は日本人同士も英語のみでコミュニケーションを取ることにする。英語を使用する場を増やすこと

で更なる英語スキルの向上を目指したい。本企画では留学生・首都大学学生双方が、研究や語学能

力を向上させ、本企画の経験が将来の糧となると期待する。また次回に引き継がれる企画となる様、
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より効率的な運営を目指す。 

 

<実施内容> 

11月 15日 

 研究内容の相談、構築。ショウジョウバエサンプルの準備。 

11月 26日（一人目） 

 実験と交流 

 ラボの紹介 

 ポスターの説明 

 Behavior の実験（行動観察） 

 脳のカルシウムイメージングのデモンストレーション  

11月 27日（一人目） 

 実験と交流 

 クチクラ形成に関わる遺伝子の UAS系統作成 

 遺伝子組み換えの為のインジェクション 

11月 29日（二人目） 

 実験と交流 

 ラボの紹介 

 ポスターの説明 

 Behavior の実験（行動観察） 

 脳のカルシウムイメージングのデモンストレーション 

11月 30日（二人目） 

 実験と交流 

 クチクラ形成に関わる遺伝子の UAS系統作成 

 遺伝子組み換えの為のインジェクション 

 

<期待される効果> 

 受講者は自分の研究内容と異なる分野を勉強することが出来、研究の幅が広がる。企画者は自ら

の研究を説明することで、研究の重要性・考えるポイントがより明確にわかるようになる。またわ

かりやすい教え方を習得できる。受講者・企画者ともに母語ではない英語で会話する為、英語のス

キル向上、コミュニケーション能力の向上が期待される。 

 

<コメント・感想> 

・研究の内容を説明することで自分の研究の幅が広がった。また英語でわかりやすく説明する為に

はどうすればよいか考える良いきっかけとなった。当研究室は人数が多いので全員が交流するのに

苦労したが、多くの人と話、研究を出来る環境を提供できたのではないかと思う。（細胞遺伝 M2 

金木） 

 

・UOSに行くほうに参加していて、迎えるほうの企画は途中から参加させていただいた。今回細胞

遺伝には 2人の学生が別日程で訪問した、体験してもらう実験などをもう少し練っておけばよかっ

た。来年度はしっかり準備してから、学生を迎えたい。(細胞遺伝研究室 M1  大橋) 
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・UOSへ行ったことから、韓国の学生とはためらうことなくコミュニケーションが取れた。研究だ

けでなく、ラボでの生活のサポートができるよう心がけた。各学生が 2日ずつと忙しいスケジュー

ルではあったが、その分互いに密度の濃い経験になったと感じた。（細胞遺伝 M2 松本望来） 

 

・研究との両立に苦労したが、ゼミ以外で英語を使う機会は限られている為、英語を使うとてもい

い機会になった。昨年度の反省点である、『楽しんで貰う事と研究の両立』を今回はしっかりでき

たのではないかと思う。（細胞遺伝Ｍ２ 勝浦絵里子）  

 

最終記入日時：  2013/01/24 12:16:12 

 

（１０） 

タイトル：  2012年度 UOS×TMU交換留学（大沼） 

実 施 者：  大沼耕平 

実施場所：  ソウル市立大学 

対象・人数：  5名 

実施期間：  2012年 11月 10日 ～ 2012年 11 月 18日 

 

＜概要＞ 

ソウル市立大学(UOS)―首都大学東京(TMU)交換留学 

 

＜目的＞ 

・国際交流。 

・英語でのコミュニケーション能力の向上（日常会話から研究内容についての議論まで幅広く）。 

・普段使わない実験材料・手法を学んだり見たりすることで、研究面での広い視野を得ること。 

 

＜同行者＞ 

川合瑞希（環境微生物研究室 M2） 

松本望来（細胞遺伝学研究室 M2） 

大橋ひろ乃（細胞遺伝学研究室 M1） 

段晶華（細胞遺伝学研究室 M1） 

 

＜スケジュール＞ 

11/10（土）出国。 

11/11（日）観光（明洞）。 

11/12（月）Cellular Signal Transduction Laboratoryで実験。 

11/13（火）Cellular Signal Transduction Laboratoryで実験。 

11/14（水）Cellular Signal Transduction Laboratoryで実験。 

11/15（木）Cellular Signal Transduction Laboratoryの大学院生と、お互いの研究内容について

議論。 
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11/16（金）UOS-TMU Joint Life Science Conferenceに参加。 

口頭発表およびシンポジウムの傍聴。 

11/17（土）観光。 

11/18（日）帰国。 

 

＜実験内容：マウス胚の大脳皮質から摘出した neurosphereの培養＞ 

【11/12（月）】 

培養に用いる培地の作製。 

【11/13（火）】 

マウス 14.5日胚から大脳皮質を摘出し、前日作製した培地に入れて 24時間培養。 

【11/14（水）】 

neurosphereの観察（UOSの学生が予め作製してくれたもの）。 

 

＜成果や感想など＞ 

【交流】 

 英語でのコミュニケーションの中で、正確に物事を伝える話し方のコツをつかむことができ、い

い経験となった。 

 お世話になった UOSの学生たちと SNSなどのコミュニケーションツールで繋がることができた。

今後とも友好な関係を築きたい。 

【実験】 

 普段使わない実験動物（マウス）や試薬、手法を使い学ぶことができ、非常に新鮮で有意義であ

った。直接現在の自分の研究に応用するのは難しいが、将来研究者として自立した時に活かしたい。 

【口頭発表】 

 今回、UOS-TMU Joint Life Science Conferenceで自分の研究について発表した。英語での発表

は初めてであり、質疑応答時に自分の意見を英語でうまく言えずに戸惑った。自身の英語力やプレ

ゼンテーション力の直すべきところが見つかったので、そこを重点的に改善したい。 

 

最終記入日時：  2013/01/31 23:13:08 

 

（１１） 

タイトル：  ソウル市立大学大学院生交流の運営と実施（全体） 企画 

実 施 者：  金木茉樹（細胞遺伝学研究室 M2）、勝浦絵里子（細胞遺伝学研究室 M2）、細木麻衣

（細胞遺伝学研究室 M2）、川合瑞希（環境微生物研究室 M2）、高尾翠（植物ホルモ

ン研究室 M2）、山田香菜子（植物系統分類学研究室 D2）、栗下大三（発生プログラ

ム研究室 M1）、森田千裕（発生プログラム研究室 M1）、中澤啓一（発生プログラム

研究室 M1）、福島寛美（神経分子機能研究室 M1）、崔椿（細胞遺伝学研究室 M1) 

実施場所：   

対象・人数：  ソウル市立大学大学院生、本学生命科学コース、本学理工学系 

実施期間：  2012年 11月 23日 ～ 2012年 12 月 1日 
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＜概要／目的＞ 

昨今、社会的に研究スキル及び英語スキルの向上が求められている。しかしながら他分野の研究を

知り、自らの研究にその技術や考えを取り入れる機会や、実際に英語を使う場は限られている。留

学生を積極的に受け入れ、各々の研究やその内容を共有することで、単独での視野の狭い研究から

大きな視野を持った研究へと実験や知識の幅を広げたい。また、お互いに母語ではない英語でコミ

ュニケーションを取ることで英語力の向上やコミュニケーション能力の向上を目指す。 

我々は各研究室および生命科学・理工学系にその場を提供し、ソウル市立大学大学院生と本学学生

が交流しやすい環境作り・システム作りを行う。効率良いシステムを作ることで、受講者・企画者

ともにまた来年度も参加・実施したいと感じてもらうことを期待する。 

 

<実施内容> 

準備（10月～） 

 企画メンバーの公募 

 企画内容の選定 

 ソウル市立大学大学院生、各研究室への配属先打診 

 歓迎会および送別会の企画・準備 

11月 23日 

 ソウル市立大学大学院生の迎え 

 歓迎会・日本紹介・韓国紹介 

11月 26日 

 各研究室配属の相談応対 

11月 27日 

 各研究室配属の相談応対 

11月 29日 

 各研究室配属の相談応対 

11月 30日 

 各研究室配属の相談応対 

 送別会 

12月 1日 

 御見送り 

 

<期待される効果> 

 受講者は自分の研究内容と異なる分野を勉強することが出来、研究の幅が広がる。また例年と異

なり、理工学全体から受講者を募ったのでより多くの研究者・大学院生との交流が可能となった。

企画者は運営を通じ、受講者が快適に過ごし交流が活発に行える様にはどのようにすればよいか考

えて行動する力が身に付く。効率的に進行する為の考え方を構築することができる。企画者も受講

者同様に参加者として加わり、研究だけでなく文化的な交流を通じてコミュニケーション能力の向

上が期待される。 
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 歓迎会の様子（挨拶と日本紹介） 

 歓迎会の様子（韓国紹介） 

 歓迎会の様子１ 
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 送別会の様子１ 

 

 

 送別会の様子２ 

 

 

<コメント・感想> 

 皆と交流する中で英語に対する抵抗がなくなった。今まで以上に英語で話そうという意欲が沸

き、今後も学会や研究室でこの意識を忘れないようにしていきたい。また、進行・運営をしていく

ことでどのように動いたらより効率的か考えることが出来た。今回の反省点を明記し、次回に繋げ

ていきたい。（細胞遺伝学研究室 M2 金木） 

 

 様々な研究室の方や先生方とお話する機会があったため、コミュニケーション力を鍛えることがで

きました。歓迎会や懇親会の企画では、院生や学部生を問わず多くの人が参加し、UOSの留学生と

の交流が盛んに行われていたので、この企画はいい伝統として引き継いでいってほしいと思いま

す。（細胞遺伝学研究室 M2 細木） 
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 初めて日本人の学生さんと一緒に協力して仕事をやりました。仕事をやっている中で日本語だけ

ではなく仕事の進め方も含め、色々いい勉強になりました。今回の交流会を通して自分が持ってい

る経験と言語の優勢を生かして今後も日本人と留学生の交流の橋になりたいと思います。（細胞遺

伝学研究室 M1 崔椿） 

 

 今回初めて UOS×TMUの活動に手伝いとして参加させていただきましたが、仕事の進め方等でご

迷惑をおかけした部分も多く、自分が気をつけていくべき課題もいくつか見受けられました。しか

しながら、交流会全体をとおして普段の研究生活では得難い貴重な経験をさせてもらいましたの

で、今後機会があれば、是非また参加したいと思います。（神経分子機能研究室 M1 福島） 

 

 今回初めてソウル市立大学との交流に運営側から参加した。他のメンバーと協力して様々な企画

を行うことで、コミュニケーション力・企画力のトレーニングができたと考えている。また、韓国

の学生さんと英語で会話したり、ポスターセッションの際英語で質疑応答をしたり、英語力を鍛え

ることができた。来年度以降もこの企画が続いていってほしいと思う。（植物系統分類学研究室 D2 

山田） 

 

 一週間、こんなに英語を話したのは初めてだった。英語が苦手だからといって、会話することを

諦めないで、つたない英語でもコミュニケーションをとろうとする姿勢が非常に重要であると感じ

た。企画運営の面から考えると、より生命科学専攻全体を巻き込める工夫ができたらよいと思った。

（発生プログラム研究室 M1 森田） 

 

 本企画を通じて、情報伝達をする為には英語力だけではなく、伝いたいと強く思う情熱が重要で

あることを学んだ。日本人学生も韓国人学生も第二言語として英語を使用する。そのため、ネイテ

ィブスピーカーであれば文脈で理解できるミスでも今回は全く通用しなかった。多少の英語ミスは

恐れず、伝えたいと強く感じることの方が重要であるということを学ぶことができた。（発生プロ

グラム研究室 M１ 栗下） 

 

 昨年度も参加した企画だったが、今回は去年以上に沢山学ぶことがあった。その中でも特に大事

であると感じたのが、報告・相談・連絡の大切さ、先生方へのアグレッシブな働きかけ、など主に

コミュニケーションに関係することでした。今年は、生命科学以外への声かけも行い、この伝統を

より多くの方に広める機会になったと思います。日韓交流としても、この企画はとても意味がある

ものなので、来年度以降も続けていって欲しいです。（細胞遺伝学研究室Ｍ２ 勝浦） 

 

 本企画に参加したことで、日本にいながらも英語漬けの日々を送ることができ、英語でのコミュ

ニケーション能力をつけることができた。また、企画にあたってはメンバーと議論しながら、一つ

のイベントを作り上げる難しさや楽しさを実感することができた。（発生プログラム研究室 M1 中

澤）  

 

最終記入日時：  2013/03/06 17:47:39 
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Ⅴ 外国研究 

（１） 

タイトル：  海外研究室への研究留学 その２ 

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 6月 1日 ～ 2012年 8月 2日 

 

＜受け入れ先＞ 

Carl Bauer lab、インディアナ大学、アメリカ 

1月から 2ヶ月間、研究留学した所と同じ研究室。 

 

＜背景＞ 

前回（1月～3月）研究留学をしたことによって、私は修論テーマを変更することにした。この研

究において必要な測定は、私が所属する研究室でも出来ないことはないが、機材を組み立てるのに

非常に手間がかかる。また、この研究は留学先の Carl Bauer研究室が第一線で行っている研究分

野である。 

変更した研究テーマをどのように進めていくか実験を行いつつ検討していくには、 

Carl Bauer研究室で短期間研究をすることが合理的だと考えた。そこで、再び研究留学をしたいと

お願いしたところ、快諾してくれ、さらには航空費・滞在費を全て Carl Bauer研究室がサポート

してくれることになったため、再度訪問することにした。 

 

＜目的＞ 

所属する研究室では行うのが困難な実験を行う。また、日本ではできない、より専門的な議論を行

う。これらにより、これからの研究の進め方を考えるためのデータを得る。また、英語を通した研

究活動を行うことで、研究において国際的な発信ができる人材を目指す。 

 

＜内容＞ 

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

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。 

今回は、R.gelatinosusの PpsRの生化学的な性格がαプロテオバクテリアのそれとどこまで似てい

るか調べることにした。主にレドックス検知機構・酸化還元状態での結合強度について調べた。 

 

＜研究成果＞ 

R.gelatinosusのPpsRの生化学的な性格はαプロテオバクテリアのそれとかなり異なるということ

が示唆された。 

αプロテオバクテリアのPpsRはある Cys残基のスルフェン酸修飾がレドックス検知に関わっている
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ことが知られているが、R.gelatinosusの PpsRはスルフェン酸修飾のパターンが異なることが示唆

された。さらに、酸化状態でも還元状態でも DNAに結合する（αプロテオバクテリアの PpsRは還元

状態では結合しない）ため、レドックス感受性がない可能性が示唆された。 

これらにより、R.gelatinosusの PpsRはレドックス検知機構がαプロテオバクテリアの PpsRと異

なると思われる。そもそも、少なくとも Cys残基を介したレドックス感受性はないと考えられる。 

この結果を踏まえて、今後は生理学的な実験を進めつつ、生化学的な実験も進めていこうと思う。 

 

＜感想＞ 

今回は 2回目ということもあり、油断していたかもしれない。持って行ったサンプルのコンタミや

測定機器のセッティングミスなどがあり、最終的に修論でそのまま使えるようなデータは得られな

かった。2か月という短い期間で成果を出すためにスピードを重視しすぎて、注意すべきところを

注意できなかったことに問題があると思われる。 

ただ、新しく変更した研究テーマのスタートを Carl Bauer研究室できったことは正解だった。そ

の分野の専門家のもとで研究を始めたことで、より深い議論ができ、今後の実験計画のビジョンが

かなり明確なものとなった。これは、所属する研究室で 2か月実験をしても到達できなかったと思

う。 

概ね、目標は達成できたと思うが、英語力はもっと必要だと痛感した。  

 

最終記入日時：  2012/08/06 12:45:27 

 

 

（２） 

タイトル：  イネの環境耐性に対する研究 

実 施 者：  吉田 悠里（植物ホルモン機構研究室） 

実施場所：  Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Botanical Institute, Molecular Cell 

Biology, Germany 

対象・人数：   

実施期間：  2012年 9月 24日 ～ 2012年 12月 7日 

 

＜概要／目的＞ 

 私は、自身の研究しているジャスモン酸 (JA) 誘導性ストレス応答タンパク質 RSOsPR10が植物ホ

ルモン処理だけでなく、塩ストレスによっても誘導されることから、塩ストレス処理が植物に及ぼ

す影響について関心を持った。しかし、所属する研究室ではこれまで植物ホルモン処理による遺伝

子の機能解明を中心とした実験が行われてきたため、塩処理による遺伝子の機能解明についての詳

細な実験方法が確立していなかった。派遣先の Riemann博士の研究室ではこれまで、JA signaling 

pathwayの機構解明と並行して、耐塩性に関与する遺伝子の研究が進められており、私の所属する

研究室では行うのが困難な実験や独自の実験系を確立していた。 

 そこで、私は今回の研修で新たな実験技術の習得と、所属する研究室での塩処理による実験条件

および方法の確立を目的とし、派遣先の研究室で現在進められている programに参加した。また、

他分野の研究者と英語を通した研究活動や議論を行うことで、研究において国際的な発信ができる

 - 93 - 



人材を目指し、自身の視野の拡大を試みた。 

派遣先の Botanical Instituteの建物です。ほぼすべての実験設備が整っており、実験もこちらで

行いました。とても歴史ある建造物で築 200年近い歴史があるそうです。 

 
 

＜活動内容＞ 

 派遣先の Riemann博士の研究室では、ジャスモン酸(JA)欠損変異体イネ hebibaの欠損 DNA領域

に含まれている 2つの遺伝子に興味を持って研究が進められている。これらの遺伝子はジンクフィ

ンガータンパク質をコードするためタンパク質転写因子（TF）と考えられ、耐塩性に関与すること

が知られているシロイヌナズナの TFと homologueである STZ/ZAT10を持っている。また、イネの

STZについては、JAや傷害で誘導されることは明らかになっているが、その機構の多くが未だに知

られていない。先行研究において、これらの TFは、JA-依存的様式で光と機械的損傷に応答するこ

とがわかってきている。シロイヌナズナとの相同性から、彼らはこれらの遺伝子を OsSTZ1、OsSTZ2

と名付けた。これまでの結果から、OsSTZ1は塩ストレスに応答し、この応答が JA欠損変異体 cpm2

で遅れることが分かっていた。OsSTZ2についてはこれまで実験が行われていなかった。 

 そこで、今回の研修で私は、当該遺伝子の primerを用いて実験を行い、野生型（WT, Nihonmasari）、

cpm2および hebibaにおいて、根や地上部での OsSTZ1と OsSTZ2の発現を RT-PCRおよびｑPCRによ

って確認した。hebibaは両方の遺伝子を欠損した negative control として用いた。さらに、韓国

のミュータントパネルから OsSTZ1の２つの T-DNA挿入形質転換体を手に入れた。しかし、それら

が実際にノックアウト体であるかは不確かであったため、RT-PCRによる発現の確認によって、その

真偽をチェックした。 

 彼らの研究室での先行研究で、私が現在研究している、イネの根特異的ストレス応答性 PRタン

パク質である RSOsPR10が、JA欠損変異体であるイネ hebibaの葉において発現している可能性が示

唆されたため、結果の確認を野生型（WT, Nihonmasari）および hebibaを用いて行った。また、こ

れまでの我々の研究結果から、RSOsPR10が塩ストレスにより誘導されることと、RSOsPR10過剰発

現体が根の生育促進などによるストレス耐性獲得に関与している可能性が示唆されているため、

RSOsPR10過剰発現体の種子を用いて、根と葉におけるナトリウムイオン含有量を測定し、ベクター

コントロールの植物と野生型でのこれらの違いを比較、検討した。 

＜研究成果＞ 

 根と地上部での OsSTZ1と OsSTZ2の発現を RT-PCRおよびｑPCRによって確認した結果、OsSTZ1

は地上部と根で発現され、その発現は cpm2では 6時間程遅れることを確認し、これまでの結果を
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再現することができた。また、OsSTZ2は根でのみ発現しており、その発現は同様に cpm2で遅れて

いた。韓国のミュータントパネルから入手した OsSTZ1の２つの T-DNA挿入形質転換体を、OsSTZ1, 

OsSTZ2の発現をチェックすることで、それらが実際に OsSTZ1のみを欠損したノックアウト体であ

ることを実証した。 

 JA欠損変異体イネ hebibaと WTにおける RSOsPR10の発現の確認結果から、RSOsPR10は根では発

現を確認したが地上部では何のシグナルも検出されなかったため、当研究室の先行研究の結果を再

現することが出来た。WTと過剰発現体、および VCの根と葉におけるナトリウムイオン含有量の測

定を行ったが、試料が十分でなかったため、安定した結果が得られなかった。しかし、予備的な結

果ではあるが過剰発現体では、塩処理植物において WTと比較して根よりも地上部でナトリウムイ

オン含有量が高いという傾向が見られた。私が帰国したため、これらの研究は先方の研究室におい

て引き続き実験が継続されている。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 今回の研修で、私は非常に多くのものを得たと思う。 

海外の研究機関で行われている実験やセミナーに参加することで、日本の実験技術の高さを再確認

すると同時に、海外の学生の、新しいことに積極的にチャレンジする姿に感銘を受けましたドイツ

の研究室では学生が論文などを参考に独自に実験方法を考案し、得られた実験結果を分析し、常に

最良の方法を模索していた。セミナーなどでも学生から積極的 

に発言する姿勢を目の当たりにし刺激を受けた。語学の違いによる意思疎通の難しさから、実験開

始直後は RNA抽出などの繊細な作業でのコンタミや、不明瞭な実験結果に対するトラブルシューテ

ィングなどをする際とても苦労したが、回を重ね議論を繰り返すことで言葉の壁を乗り越え、英語

力、発言力、積極性、考察力が格段に上達したものと実感している。 

 また、研究活動以外でも休日に友人とピクニックを楽しんだりクリスマスマーケットに参加させ

てもらいホットワインを飲んだりドイツの伝統的な文化を学ぶことも出来た。派遣先の研究室には

中国からの留学生の方がたくさんいたので、時には深夜まで国際情勢や政治問題について熱く議論

をし、帰国の際には最も仲の良い友人になれたことがとても嬉しかった。実際に海外に出て自分の

目と身体で経験しないと得られないものが沢山あることを知り、改めて今回のような素晴しいチャ

ンスを得られたことに感謝した。 

 

 Laboの友人 Litaと officeでの 1枚！ 
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今回の研修中、全ての実験を教えてくれた Dr.の Mohamed！2ヶ月半土日も返上して毎日一緒に実験

をして頂きました！ 

 

 

 

中国からの留学生の Dongです！研究についてだけでなく様々なことを語り明かしました！ 

 

 

 

最終記入日時：  2013/01/09 10:07:56 
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（３） 

タイトル：  ショウジョウバエの卵母細胞賦活化に関する研究 

実 施 者：  岡島美怜（細胞遺伝学研究室） 

実施場所：  Cornell University, Ithaca NY, USA 

対象・人数：   

実施期間：  2012年 8月 12日 ～ 2012年 9月 15日 

 

＜目次＞ 

- 受け入れ先：Wolfner Lab, Cornell University, Ithaca NY, USA 

- 背景と目的：卵母細胞賦活化の現象に対する理解と実験手法習得、コミュニケーション力の向上

を目的とする。 

- 研究内容：bleach assay, inhibitor treatment, immunofluorescence staining, and calcium 

imaging 

- その他：大学院での生活など 

 

 

＜受け入れ先、背景と目的＞ 

Wolfner Lab, Cornell University, Ithaca NY, USA 

 
（写真左：研究室がある Biotechnology Building）（写真右：Clock Tower） 

 

 受け入れ先として Wolfner Labを選んだ理由は、自身の研究テーマである卵母細胞賦活化を同じ

現象に着目した研究者とのやりとりを通じて異なる視点から研究するためである。自分が現在行っ

ている研究はショウジョウバエ卵母細胞の賦活化に伴う代謝解析である。卵母細胞賦活化は卵形成

の途中で起こる現象であり、ショウジョウバエ卵母細胞では賦活化に付随して減数分裂の再開や膜

の硬化など卵成熟に関わる複数の現象が起こる。卵母細胞外の Ca2+流入が賦活化に関与しているこ

とは示唆されている。しかし未だ詳細な活性化のメカニズムは分かっていない。一方で、Wolfner Lab

ではショウジョウバエを用いた生殖過程に関する研究が行われていて、卵母細胞賦活化に関する実

験手法が確立されている。そこでこれらの手法を習得し代謝以外の観点からも包括的に卵母細胞賦

活化という現象を捉えることが、この研究テーマに携わり始めた自分にとって必要であった。そこ

で私は Wolfner Labでの実践の下で、卵母細胞賦活化について検証する実験手法の習得と、研究生
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活を送る際に必要なコミュニケーション力を身につけることを目的とした。 

 

 

＜研究内容と成果＞ 

研究内容は以下の 4点である。 

1.        Bleach assayを用いた卵母細胞賦活化の評価 

2.        Ca2+チャネル阻害剤を用いた卵母細胞外部からの Ca2+流入経路の特定 

3.        免疫蛍光染色による減数分裂期の核観察 

4.        カルシウムイメージング 

 

（写真左：ハエ飼育部屋）（写真右：阻害剤を用いた実験） 

 

1. Bleach assayを用いた卵母細胞賦活化の評価 

 Bleach assayは、卵母細胞が賦活化しているか否かを漂白剤を用いて判別する方法である。卵母

細胞が生体内で賦活化した時に、卵母細胞を覆うビテリン膜は重層化かつ硬化する。これによって

賦活化後の卵母細胞は漂白剤への耐性が強くなる。この現象を利用して、2種類の in vitro 賦活化

系に対する賦活化作用の評価を行った。50% bleachで処理した時、Activation buffer で賦活化し

た卵母細胞は 7割が割れずに残ったが、HL3で賦活化した卵母細胞は 3割しか残らなかった。この

ことから膜硬化に関して言うと、HL3は賦活化を完全に再現するものではないといえる。 

 

2. Ca2+チャネル阻害剤を用いた卵母細胞外部からの Ca2+流入経路の特定 

 卵母細胞賦活化には、卵母細胞外から内への Ca2+流入が必要である。しかし Ca2+がどのような

経路で卵母細胞内に流入しているのかは特定されていない。そこで卵母細胞膜上に存在すると考え

られる特定の Ca2+チャネルや Ca2+依存性酵素を阻害して卵母細胞賦活化が起こる頻度を調べるこ

とによって、どの Ca2+流入経路が卵母細胞賦活化に重要な役割を果たすのかを調べた。卵母細胞賦

活化の評価には上記の bleach assayを用いた。この結果、Ca2+流入に関与する VOC・ROC・TRP・

calmodulin阻害剤処理をした卵母細胞では処理濃度によって bleach assayでの残存率が変化した。 

SOC阻害剤で処理した卵母細胞は、どの濃度においても bleach assayでの残存率が変わらなかった。
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賦活化に伴う Ca2+流入に関与する特定の Ca2+チャネルの同定には至っていない。 

 

3. 免疫蛍光染色による減数分裂期の核観察 

 卵母細胞賦活化に伴う現象として、卵母細胞の減数分裂完了が知られている。ショウジョウバエ

の卵巣内では、未活性卵母細胞の減数分裂は第一分裂中期で停止している。その一方で、産卵後の

卵細胞の減数分裂は第二分裂後期まで進んでいる。この現象が in vitro で賦活化された卵母細胞

で実際に起こっているのかどうかを核と紡錘体を染色して観察することで視覚的に判別した。 

 

4. カルシウムイメージング 

 GCaMPという細胞内の Ca2+濃度に応じて GFPの蛍光強度が変化する変異体を用いて、in vitro

賦活化処理後に卵母細胞内部でどのような Ca2+濃度変化が起こっているのかを経時的に共焦点レ

ーザー顕微鏡で観察した。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

- 研究活動について 

 平日 Wolfner Labの学生が活動する時間は 9時から 17時である。早く作業を始める学生は 8時

から実験を開始し、体育館などで運動をしてから帰る人以外は遅くとも 18時までには全員研究室

を出る。研究室では週に一度、ゼミと個別ミーティングがある。また専攻内では週に一度、教室セ

ミナーと同様の講師による talkと学生による研究紹介がある。休日は多くの学生がたまった家事

をしたり遠方のスーパーなどで買い物をしたり気分転換に重点を置いていた。 

 

- 日常生活について 

 滞在した土地のものを食べることはとても興味深く楽しいことである。しかし外食税やチップな

どの出費がかさむので、私は自炊中心で生活していた。どのような食材が安価かは、その土地がど

のような農業や畜産や水産が盛んかによる。 

 以前他の研修で宿泊させていただいた大学の寮では食器が用意されていなかったため自身で用

意しなければならなかった。さらに洗濯などに別途の費用がかかった。しかし今回貸していただい

たアパートメントでは家主さんのご好意で生活に必要なもののほとんどが用意されていた。 

 
（大学の近くには Cayuga湖が広がり、滝が点在している。野生の鹿やリス、ウサギなどがいる、

自然あふれる土地だった。） 
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- 大学内の様子 

 Cornell University は Ithacaの街の中心となっていた。大学の敷地は広大で、その南部にはダ

ウンタウン、北部には大学に近い順から学生寮や教職員の家や学生のシェアハウスが立ち並ぶ住宅

街があった。私の滞在期間が大学の入学式前後であったので、昼は構内が学生でいっぱいになり

様々なイベントが催され、夜は深夜まで寮から話し声や音楽などが流れてきた。 

 
（写真左：大学の寮。ログハウスもある。）（写真右：入学生歓迎行事の告知） 

 

- 大学院生の学習について 

 Cornell University の大学院生は修士の学生も博士の学生も問わず、初めの 1年間で興味のある

研究室に 1-2ヶ月ずつ所属してから残りの年数どの研究室に所属するかを決める。博士課程の学生

が卒業に必要な単位数は十単位程度であると私は聞いた。授業は集中授業の形式のものが多いよう

で、毎週出席するものはほぼないようだった。しかし単位の出る授業以外で、学生は学生自身が提

供する授業を２つ持たなければならない。学生は講師またはその補佐として生徒数 20名程の小教

室から 60名を超す大教室までを大学院生が担当するそうだ。したがって大学院生は自分の研究と

授業の受講、大学での授業 2つを並列してこなさなければならない。博士課程最終学年は講師とし

て授業を持ち、その後学生は就職して卒業していく。 

 

- コミュニケーション関連 

 Wolfner Labの構成員は Wolfner先生と学生と技術系の職員の方を合わせて 10人程である。先生

に紹介していただき一通り挨拶した後、卵母細胞を用いた研究を行っている Amberさんと Caroline

さんという 2人の学生さんに師事して私は研究を進めた。研究室でのやりとり以外では、先生のホ

ームパーティーに研究室の方達と一緒に呼んでいただいたり、研究室の皆でアイスクリームを食べ

にいったりした。Carolineさんは 10月から 11月にかけて訪日し、細胞遺伝学研究室でカルシウム

イメージングの研究を行った。Wolfner先生とは帰国後にも手紙のやりとりなどをした。 

 Cornell University では現地の日本人会の方達と接する機会があり、バーベキュー大会に参加す

ることができた。日本人会の構成員には教員や研究院として大学に所属する人や、高校や大学また

は大学院から留学している人、国家機関から修士号を取得するために派遣されている人、短期滞在

で研究生活を送る人などがいた。 

 研究室でのやりとりについては、私が滞在前に想像していたよりもやりとりが難しいと感じるこ

とはなかった。私は研究室の学生や先生に時間や労力の負担を与えるのではないかと質問を切り出
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すことが苦手であるが、英語を使ったコミュニケーションでは挨拶で”How are you?”と尋ねられる

のでその時が実験で悩んでいることを相談しやすかった。英語について言及すると、私は英語を使

うことが得意ではない。しかし相手に頼ってしまえばやりとりはある程度成立した。英語で話す時、

私は文法や単語をいちいち考え込んでしまう。そのようなときは聞き手が私の言いたいことを推測

してくれたり言葉を補ってくれたりしてくれる。これは研究者間だけではなく、道を尋ねたりスー

パーで品物について尋ねたりした時もそうだった。私のように英語で話すことが苦手な人は、発言

しないよりはした方が相手に推測してもらえると信じて、単語だけでも羅列してみるといいと考え

た。英語を聞く時、私は聞き取れなかった部分は聞き返すことを心がけた。聞き返す時にはノート

に絵や文章を書いて情報を補ったりもした。最後に自分なりの理解を再確認できれば、ある程度正

確に情報を受け取ることができると私は考える。ただし他人の助けに甘んじるのではなく、自分な

りに英語でのコミュニケーション力を訓練していく必要があるということは自分への戒めにした

い。 

 

 

最後に今回の貴重な経験を与えてくださった相垣先生、福田先生、生命事務の中村さんと、温かく

迎えてくださった Wolfner先生、Amberさん、Carolineさんをはじめとした Wolfner Labの方々、 

Hanson先生に心からの感謝を表します。 

 

 

（写真左：Wolfner教授には平日・休日問わ

ず細やかな心配りをしていただきました。） 

（写真右：Amberさん(左)と Carolineさん

(中央)が師事してくれました。）  

 

最終記入日時：  2013/01/31 15:09:45 
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Ⅵ 研究評価演習 

（１）研究計画書作成テーマ（PDDC、M2、民間助成） 
 

PDDC 大沼　耕平 ホヤ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 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 山田　沙佳 アメフラシ消化管に対するセロトニン作動性神経の中枢起源及び消化管神経支配

PDDC 戸野　晶喬
東西で異なる歴史を経てきた温帯林集団の交雑帯について
  －遺伝解析と地理情報システム解析による形成要因の推定－

PDDC 中路　真嘉 ヒマラヤ高山帯に適応したセーター植物の送粉生態学的調査

PDDC 関上　由佳 尾索動物の成立に関わるゲノム変化を推察するために尾索動物のHox遺伝子を解析する

PDDC 岩本　榮介 系統樹推定の正確性向上のための、配列及びサイトサンプリング法

PDDC 福島　俊一 通性嫌気性光合成細菌 Chioroflexus aggregans の光による酸素応答の変化

PDDC 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

PDDC 清水　隆之
紅色光合成細菌Rubrivivax 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

PDDC 白土　裕夢 ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴの心臓機能の解析法の確立と心臓におけるCNの機能解析

PDDC 高橋　宗聖 アルツハイマー病におけるタウ凝集メカニズムの解析

M2 松山　龍太 ヒミズ(食虫目：モグラ科）の生活様式と天敵に対する反応性

M2 橋本　晃生 昆虫の防御物質であるカンタリジンに誘引される節足動物群集とその動態

M2 脇海道　卓 日本産オオムカデ類の形態変異および分子系統解析

民間
助成 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

民間
助成 志賀　優

八王子市南大沢のヤマアカガエル(Rana ornativenris)の卵
   -幼生期における成長と生残過程

民間
助成 川口　達也 紅色光合成細菌におけるバクテリオクロロフィル合成を大腸菌で再構成する試み

民間
助成 深町　美智 隣接同種植物の遺伝子型と食害の有無が植物の個体重に及ぼす影響

民間
助成 坂部　尚隆 地上部撹乱とｲﾀﾄﾞﾘ移入による欧州産草本群集の多様性の減少は群集の構成により異なるか？

民間
助成 大橋ひろ乃 ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ成虫の侵害熱刺激反応におけるPainless(Pain)TRPﾁｬﾝﾈﾙの役割

民間
助成 井並　頌 ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ求愛長期記憶におけるLIMホメオボックス遺伝子apterousの役割と機能解析
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