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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 24～30 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、 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。 

 

 

 

 

2019年3月 生命科学専攻 大学院GP継続事業  
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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）や学生自ら

が企画・運営した研究集会も実施された。 

 

 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 

国際実践演習では、将来国際的に活躍する人材を目指し、英語を使って科学的な活動をすることで、自分

の研究の紹介、相手の研究に対する議論、海外で実験をする際の英語力、文化の違いの認識などを深め

ている。 

 

2-1，韓国、ソウル市立大学との交流プログラム：TMU-UOS joint meeting 

実施体制：企画担当教員 （企画の総括）1 名、学生企画委員（企画および実施）8 名 

ソウル市立大側から本年度は大学院生 4 名、大学４年生 5 名、教員１名を招待した。学部生を招待する

ことは学期の間の期間のみを使うこととなり、予定が組みにくいが、相手校からのたっての希望で本年度も

学部生の枠を残した。大学院院生枠も学部生枠も来年度希望の学生が待機している状態でソウル側から

の高い要望がうかがえる。本プログラムはさくらサイエンスプラグラムで支援されたものである。 

スケジュール 
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11 月 18 日(日) 日本到着  

11 月 19 日(月) 首都大学東京キャンパス内の案内 

各研究室で研究活動 

歓迎会 

11 月 20 日(火) 各研究室で研究活動 

11 月 21 日(水) 各研究室で研究活動 

11 月 22 日(木) 各研究室で研究活動 

首都大学東京—ソウル市立大学バイオカンファレンス発表会 

送別会 

１１月２３日(金) 東京観光および帰国 

 

研究室での活動例 

進化遺伝学研究室 

・研究紹介：大学院生が自分の研究のプレゼンを行なった。 

・ショウジョウバエの DNA 配列決定と、系統樹の作成：複数種のショウジョウバエから DNA を抽出し、PCR

反応後、シークエンスを行なった。MEGA を用いた系統樹の作成を行なった。 

植物生態学研究室 

・高尾山自然観察会：韓国と日本の動植物の違いについて考えてもらうため、高尾山山頂からふもとまでの

道のりを、季節の植物や研究室の学生が対象としている動物に着目し、説明した。 

・本学の大学院の英語のプレゼンの授業への参加 

・本研究室が開催しているセミナーへの参加 

 

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

今年度は昨年度と同様ソウル市立大学から教員１名、院生 9 名（うち留学生３人）が招待された。 

スケジュール（参加学生の報告から） 

1 月 28 日(日)  午後 2 時 30 分頃、仁川国際空港に到着。空港内で食事を済ませたあとリムジンバスで移

動。初めに UOS のドミトリーに行き、その後ウェルカムパーティーが行われた。ウェルカムパーティーではお

互いの大学についてプレゼンテーションを行い、その後各研究室について一言ずつ紹介を行った。その後

韓国の食事をごちそうになり楽しんだ 

1 月 29 日(月)  午前中、UOS のキャンパスツアーに参加し、図書館や各研究棟、敷地を見学した。また

UOS 創立 100 周年の記念館で UOS の歴史に触れた。その後各研究室に向かい、研究室での活動を行っ

た。私は Molecular Cellular Physiology Laboratory に滞在し自己紹介やメンバー紹介が行われた。その後研

究室でウエスタンブロッティングの実験を行い、抗体の反応やタンパク質の検出方法について学んだ。その

後日本のお土産のお茶やお菓子を食べながら、お互いの研究や日本と韓国の文化について話し合った。

夕食は研究室のメンバーも加わり、外に食べに行った。 

1 月 30 日(火) 各研究室で研究活動：昨日のウエスタンブロッティングの続きを行い、主にゲルの作成とタン

パク質の検出について学んだ。抗体を付けたバンドが検出された後はパソコンなどを使用し、結果を解析す

るところを見学した。また午後は UOS 周辺の街中をめぐって楽しんだ。夕食は UOS のメンバーとともに外で

食べた。 

1 月 31 日(水)  一日ソウル市内の観光に出かけ、初めに朝鮮 高位の宮殿である景福宮を見学した。そ

の後韓国の民族衣装である韓服(チマチョゴリ)を着て、北村韓屋村の一帯を巡った。その後明洞の街に移
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動し、夕食を食べ、様々な店を回った。気温が低く、外はとても寒かったがそれ以上に様々なところを見て吸

収し、韓国の文化を体験できるとても充実した一日になった。 

2 月 1 日(木)  UOS-TMU Life Science Joint Conference が開催された。午前中は口頭発表が行われ、昼

食をはさみ、午後はポスター発表が行われた。この発表会を通して生命科学に関する新たな知識を得たり、

お互いの研究についてディスカッションすることができた。また自分の研究に対して多くの質問や意見を得る

ことができた。発表後は研究室で過ごした後、UOS のメンバーとともに夕食を食べに行き、そのあと皆でカラ

オケに行った。カラオケは操作盤がハングル表記になっていて戸惑ったが、日本にはない経験でとても新鮮

だった。 

2 月 2 日(金) 帰国 

 

2-3，海外短期滞在研究 

２件の海外短期滞在の支援を行った。数は少ないが、学生にとって非常に良い経験になるため、今後も２件

程度は行いたい。 

a. Pacific Biosciences Research Center, University of Hawai'i at Manoa, USA にて、Drosophila suzukii にお

ける産卵基質の選択に関わる化学物質及び微生物の解明 

b. チェコ共和国 Třeboň Centre Algatech にて”温泉微生物マットから分離培養された新規光合成細菌種の

生理、生化学および光化学的性質の解析” 

 

2-4，英文校閲支援 

３月中の学生による論文投稿に対する英文校閲支援１件を行った。 

 

 

 

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、その評価を客

観的に表現する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、

研究計画が一定の根拠に基づき論理的に表現されていれば的確に評価できる「目利き」となることを

目指した。 

この評価能力を自らの研究計画に発揮してはじめて斬新な研究分野を開拓できるので、オリジナリ

ティの高い研究には評価能力が必須である。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

いだせる「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、企業、行政でも必要である。さらに、自らの

見識と論証を支える根拠に基づく論理的批判こそ、広く社会でもとめられる「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、どこに就職する人にとっても極めて有益である。 
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実施内容 

前期期の研究評価演習 

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

 

学振特別研究員のカテゴリー 

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

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

説明した。演習は３回行った。 

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

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

た。 

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

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

行う申請書の改訂を次回までの課題とした。 

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

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

演習参加者のうち希望者には、5万５千円程度の研究発表旅費を交付し、学会等での成果発表を援助し

た。 

 

博士前期課程2年のカテゴリー 

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

は、学振特別研究員のカテゴリーの手順に加え、日本語の作文技術やクリティカルシンキングに関する

講義も実施した。 

演習参加者のうち希望者には、5万円程度の研究発表旅費を交付し、学会等での成果発表を援助し

た。 

 

博士前期課程１年のカテゴリー 

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

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

も実施した。 

 

民間研究助成のカテゴリー 

笹川科学研究助成の申請書の書式をもちいて、学振特別研究員のカテゴリーと同様の相互批判を行

い、希望者に5万円程度の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 
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修士論文発表会に参加し、発表を8演題以上（ただし、自分の所属する研究室の発表の数が全体の

25％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（ルーブリック）の大枠をあらかじめ準備し、その評価基準に

則って行なった。また、評価項目については、受講者に加えてもらった。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

がなされることを実感できたと思う。この視点を持てば、自分の研究を第三者的な立場から熟考できると

体感したことは、本演習の教育効果の一部である。 

   

評価結果の伝達と受容 

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

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

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

の人々の研究レベルの一層の向上が多いに期待できる。 

 

課題 

実施時期 

実施時期が就職活動と重なり、演習に参加しにくいとの指摘があり、2年前には13名いた前期課程2年

のカテゴリーへの参加者は、昨年の5名と同様に今年度も6名に減少した。就職活動の状況に参加者数

が大きく依存するのは問題である。 

 

予算 

学会発表の旅費を支援するので、実習時期と予算執行時期が異なり、予算の配分や確実な執行が難

しい。例えば、年度末の学会で発表を予定していた学生が、修了式との日程重複のため学会参加を取り

やめるケース等がある。また、学会の開催地によって必要となる旅費の金額が大きく変動することも確実

な旅費執行の障害となっている。旅費支援希望者に順位をつけ、上位で辞退が生じた場合に、順次、配

分できるよう準備しなんとか対応している。 
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Ⅲ アウトリーチ 

（１） 

タイトル：  東京都立南多摩中等教育学校 4 年生を対象とした ショウジョウバエを用いた進化

遺伝学研究アウトリーチ 

実 施 者： 佐藤 愛莉 

実施場所： 東京都立南多摩中等教育学校 

対象・人数：東京都立南多摩中等教育学校 4 年生（高校 1 年生）B，C 組各 37 名 

実施期間： 2019 年 3 月 19 日 

 

氏名:佐藤 愛莉, 佐藤 智士 

実施日時：平成 31 年 3 月 19 日（9:00 ～ 13:00） 

実施場所：東京都立南多摩中等教育学校 

対象者：東京都立南多摩中等教育学校 4 年生（高校 1 年生）B，C 組各 37 名 

 

＜概要／目的＞ 

大学ではどのような生物を用いてどのような研究を行っているかを受講者に伝え、生物学の楽し

さや魅力をさらに知ってもらう。企画者は受講者の知識量に合わせ専門的な内容をまとめること

で、研究者として重要なアウトリーチ力やコミュニケーション能力を向上させる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

全日の 3/18（月）には受講者が使用するハエをビンに仕分ける作業を行う。 

当日 3 時間目は B 組 37 名に、4 時間目は C 組 37 名にそれぞれ 50 分形式の講義を行う。 

①前半ではショウジョウバエの基礎知識を説明し、受講者に実際にショウジョウバエの変異体 5

～6 種を実態顕微鏡を用いて観察してもらう。また、2 種類の変異体を混ぜたものを観察し分ける

ことを体験してもらう。企画者はこれの準備および補佐に当たる。 

②自身のプレゼンテーションでは「多種多様な生物はどうしてうまれたか？」を中心のテーマと

し、進化や種分化という現象について説明する。また、現在行っている実験を紹介し、大学院生

の研究について紹介する。企画者は受講者の理解に合わせ適宜質問を受けるなどして進行す

る。 

企画者は、受講者に合わせた実習やプレゼンテーションになるよう企画し準備を行うことで、改善

点を発見し、引き続き気を付ける点にも気づくことが出来、今後のアウトリーチ活動に生かせる経

験を得ることが期待される。 

また受講者においては大学で行われている研究を知ることで、現在学習している一つの教科とし

ての生物学が、普段疎遠な研究についてどのように結びついているかイメージしやすくなること

が期待される。加えて、研究内容の紹介を通じて大学の様子を知ることは、今後の進路決定にも

役立つものと考えられる。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 
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全日の 3/18（月）には受講者が使用するハエをビンに仕分ける作業を行った。 

当日 3 時間目は B 組 37 名に、4 時間目は C 組 37 名にそれぞれ 50 分形式の講義を行った。 

授業開始前までに一人一台の顕微鏡やライトを各テーブルに設置し、各班にそれぞれ 1 種類の

変異体が入ったビンを 3～4 本、2 種類の変異体が入ったビンを 3 本配布した。授業の前半では

ショウジョウバエの基礎知識をショウジョウバエ系統維持係の井出さんが説明し、そのあと受講

者に実際にショウジョウバエの変異体を実態顕微鏡を用いて観察してもらった。適宜観察すると

きに着目してほしいポイントを説明し顕微鏡の調節などを行った。 

自身のプレゼンテーションでは「多種多様な生物はどうしてうまれたか？」を中心のテーマとし、

進化や種分化という現象について説明、現在行っている実験や研究テーマについて紹介した。

次の授業が体育というクラスがあったので、残り時間に合わせ説明量を変えて対応した。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

佐藤愛莉： 

 

ショウジョウバエ変異体観察の補佐では過去のゼミナール入試での経験を活かし、ハエを初めて

見る生徒でも違いが発見出来るよう助けた。4 年生では生物が選択ではなく全員必修科目なの

で中には虫が苦手な生徒もいたが、多くは顕微鏡でなく肉眼で見ることで観察できていた。観察

以前に顕微鏡関連で時間がとられてしまったので顕微鏡を設置した際にステージプレートを黒で

なく白にして設置するべきだったと感じた。 

変異体の観察では生徒は野生型とよく比較しながら観察していて、分かりにくい目の色や羽の長

さなどの違いに気づいていた。プレゼンテーションでは比較的理解が難しいだろうと感じていた点

もあったが、頷いて理解を示してくれる生徒も多く受講者と企画者のコミュニケーションを取りなが

ら進行することが出来た。 

 

佐藤智士： 

 

本アウトリーチ活動では中高一貫の 4 年生（高等学校一年生に相当）に対して自身の研究内容

の発表及び実際のハエを用いた観察を行ってもらった。将来的に生物を専攻しないであろう学生

も多く存在するなか、大多数の学生に理解してもらうには少し難しい発表をしてしまったのではな

いかという反省点がある。しかしながら熱心に理解しようと、興味関心を向けてくれる学生も見受

けられ、生物を専攻しない学生にとってもどのような研究が大学では行われているのか知るため

の機会を与えるという成果が得られたと思われる。今回のアウトリーチ活動から、次の機会には

身近で分かりやすいトピックと、先端的な研究紹介のウェイトを工夫する必要があるという問題点

を自身で理解することが出来た。 

 



 - 10 -

 

 

 

 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/03/20 14:56:30 

 

（２） 

タイトル：  ニワトリ胚観察実験 (私立品川女子学院アウトリーチ)

実 施 者： 山口菜穂 

実施場所： 私立品川女子学院高等学校 

対象・人数：私立品川女子学院高等学校 1，2 年生（21 人） 
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実施期間： 2019 年 2 月 23 日 

 

＜概要／目的＞ 

本企画は、発生生物学研究室の福田公子准教授が品川女子学院高等学校で行う特別授業に

合わせて実施するものである。 

ニワトリ胚は、短い期間に様々な器官が形成され、形態が変化する。また、観察や実験操作が容

易であるなどのメリットがあり、発生生物学を知る上で非常に有用なモデル生物である。本企画

では、対象学生に実際に卵から２日胚を取り出し観察してもらう。さらに、観察から生じた疑問な

どから、ディスカッションを行ってもらう。企画の後半は、自身の研究内容に関するプレゼンテーシ

ョンを実施する。これにより高校生に生物学への興味を高めてもらうとともに、自身の説明能力を

向上させることを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

13:00 - 16:30 ニワトリ胚の観察実験・ディスカッション 

16:30 - 17:00 自身の研究内容に関するプレゼンテーション 

 

食材として身近であるニワトリの卵を用いて発生の観察を行うことで、実験に対するハードルを下

げながら研究の基礎的な手法を体験してもらえることが特徴である。 

また、培養時間が同じでも発生ステージがわずかに異なっているため、その差異を活かし比較を

行いながら観察することを体験してもらえることも特徴である。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

13:00 - 16:30 

ニワトリ胚の取り出しと観察・ディスカッションを行ってもらった。 

ニワトリ胚の取り出し方の実演を行い、実際に胚の取り出しを行ってもらった。 

生徒に目を配りながら、難しい部分はフォローやアドバイスを行い、全員がきちんと取り出しを行

えるように補助した。 

観察を行う際にはその方法やポイントを教えた。 

取り出した胚の観察を行ってもらい、ディスカッションを行った。 

 

16:30 - 17:00 

自身の研究内容に関するプレゼンテーション 

高校生に取り出して観察してもらったニワトリ胚と関連付けながら、自身の研究についてプレゼン

テーションを行った。 

バックグラウンドの知識が少ない高校生にいかに興味を持ってもらうかを考えながら、プレゼンを

行った。 

 

発生生物学の知識をほとんど持っていない高校生に対して、分かりやすく、興味を持ちやすいよ

うな内容の発表を考えることで、説明能力や情報発信能力の向上を図ることが出来た。 
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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）＞ 

一昨年と去年も同様の企画を行ってきたが、これまでの経験を活かして実演を行ったことで、失

敗も少なくスムーズに実験を行うことが出来た。胚を取り出す時間を短くできたことにより、より観

察に時間をかけることができたと感じた。自身の研究内容に関するプレゼンテーションでは、実際

に行ってもらった胚の取り出しと観察になるべく関連付けながら話をするように心掛け、研究への

興味が湧くように工夫した。ただ、もう少し高校生の反応を見ながら発表をすれば、話の速度や

説明の量を調節し、より分かりやすくすることが出来たと思ったため、今後改善していきたい。 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/25 15:40:19 

 

（３） 

タイトル：  細胞生化学研究室・神経分子機能研究室オープンラボ 

実 施 者： 宮内真帆、松田味蓉、宮田宗太朗、大澤遥花、知久朋樹、カクアンニ、真野叶子

実施場所： 8 号館 302 室 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

私たちの体は、目には見えないたくさんの細胞からできている。細胞の中では一体どのようなこと

が起きているのか、それが病気とどのようにつながるのか、目には見えない現象をどのように研

究しているのかを知ってもらうことで、来場者に生命科学分野への興味を持ってもらうことを目的

として、オープンラボを開催した。 

また来場者の中には、首都大の生命科学を進路の 1 つとして考える高校生やその保護者が多い

ことが考えられる。よって高校生たちの進路決定の手助けをすること、また研究以外の首都大の

特徴や雰囲気を知ってもらうことを目的に進路相談コーナーを設けた。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・細胞生化学研究室 

細胞生化学研究室で行っている研究を大きく 3 つに分け、ポスターを作成した。 

1．RNA とは 

2．RNA とタンパク質 

3．タンパク質の分解 

また実験手法（ウェスタンブロット）に関するポスターも作成し、その横にはポスターに記載した実

験で用いる実験器具をいくつか展示し、ポスター内容の理解をより深めることができるようにし

た。 
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・神経分子機能研究室 

ポスターを作成した。 

１、神経細胞とは 

２、神経細胞の成長における LMTK1 の役割 

３、私たちの研究からわかった神経変性疾患のメカニズム 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

私たちの体の中ではどのようなことが起こっているか、目に見えない細胞の世界の面白さを来場

者の方に伝えることができたと思う。また想像通り高校生とその保護者の方が多く来場し、進路

相談コーナーを利用してくれたため、設置してよかったと思う。しかしエレベーターホールから少し

離れた教室内での展示であったため、特に小さい子供を連れた家族の方が入りずらそうにしてい

るところを何度か見かけた。またポスター内容も小学生以下には理解が難しい内容となってしま

った。 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

・細胞生化学研究室 宮内 

昨年のオープンラボは他の生命科学の研究室が 8 号館で行う中、9 号館のエレベーターホール

で行ったため、特に午前中の来場者は少なかった。今年は8号館の講義室で行ったため、去年と

比較すると来場者が多かった。しかし教室内での展示のため、エレベーターホールと比較すると

来場者の方が入りにくい印象を受けた。 

今回のオープンラボでは来場してくれた方 1 組あたりにつき 1 人は実施者がつき、説明すること

ができたので、特に大人の方は 新の細胞生化学の話を楽しそうに聞いている印象でした。しか

しポスターの内容の専門性が高く、高校生以上でないと理解できないような内容になってしまった

こと、また展示している実験器具も子供たちには難しく、小さな子供たちにはあまり楽しめない展

示となってしまった。小学生以下を対象とした展示を作った方がよかったと思った。（顕微鏡を使

った細胞の観察など） 
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神経分子機能研究室は、細胞生化学研究室の発表内容とつながる点が多く、今回一緒にオープ

ンラボを行うことで、来場者が 2 つの研究室が行っている研究内容をより理解しやすくなったと考

える。今回はそれぞれの研究室が独立して展示物を作成したが、2 つの研究室が合同で展示物

を作成することで、来場者がより理解を深めることができると考える。 

 

・神経分子機能研究室 カク 

細胞内にある生物分子が見えないものので、今回色々な脳に関する病気を理解しやすく説明し

た。今回のオープンラボは主な対象者が学生だけではなく、大人の方にも関心を持っていただけ

てやりがいを感じながら実施することができた。さらに、一般の方の生物学と病気のメカニズムに

対する関心が想像以上に高いことが分かった。しかし、子供たちとして面白いと思う内容があると

よかったと思って、たとえば色々な細胞を見せるとか、次のオープンラボがまた参加すれば改善

したい。 

 

・細胞生化学研究室 松田 

今回のオープンラボでは前回に比べて来場者数が少なかったこともあり、余裕をもって対応でき

たように思う。しかし、前回は高校生の来場者が主だったのに対して、子供からお年寄りの方ま

で幅広い年代の方がいらっしゃったので、聞き手に合わせて説明の仕方を工夫するのが難しか

った。また、今回は講義室でオープンラボを行なったが、あまり人目につかない場所であったた

め、もう少し呼び込み等工夫する必要があったと思う。 

 

・細胞生化学研究室 大澤 

前回のオープンラボでは研究内容等をきちんと説明しようとするあまり高校生にとっては理解が

難しいような内容まで説明してしまい、結果的に来場者を長い時間拘束してしまうという失敗があ

った。今回はその反省を生かして、説明は表面的で簡単に行い質問されたら答えるようにしたと

ころ、前回よりはスムーズに来場者対応ができたと思う。また今回は前回とは違い非常に幅のあ

る年齢層の方に来ていただけたので、それぞれ疑問に思うポイントなどが異なっていたのが興味

深かった。オープンラボは自分たちの行っている研究を外部の人に説明する貴重な機会の一つ

であるが、今回はそれを十分に活かすことができたと思う。 

 

・細胞生化学研究室 宮田 

今回は 8 号館の大学院講義室にて実施したためか、オープンラボを見に来てくださる方が前回よ

りも少なかったように感じた。前回はエレベーターホールという開放的な空間で実施していたため

に来場しやすい雰囲気が出ていたが、講義室は閉鎖的な空間になってしまい、且つ 9 号館には

展示がほとんどなく講義室前の通路が閑散としていたため、より一層入りづらい雰囲気になって

しまったと思っている。次回はエレベーターホールで行うか、もし講義室を利用するならば人通り

が多かった 11 号館で実施するのが良いと考える。 

展示・説明に関しては、前回よりも関心を持ってくれる方が多かったように感じた。来場された

方々の年齢層が幅広く、前回のオープンラボよりも身近な話題を盛り込むように意識した結果だ

と思う。例えば、 近はノーベル賞を受賞したPD-1の研究が話題になっていたため、その話を織

り交ぜた。また、これらの研究が将来の医療の役に立つ可能性があるということを少し強調して

話すことで、研究を身近なものと感じてもらえるようにした。今後もこのような身近な話題を来場さ
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れた方々に提供することで、よりわかりやすく、おもしろいオープンラボになると考えられる。 

 

・神経分子機能研究室 真野 

今回は来場者に研究内容をより身近に感じてもらうため、疾患関連の話を交えた内容にした。ア

ルツハイマー病の内容を入れたことで、大人の来場者には興味を持ってもらえたのではないかと

思う。説明にはイラストを加え、子どもにもイメージしやすいようにしたが、説明は少し難しくなって

しまったので、今後の課題としたい。 

今回、初めて細胞生化学研究室と合同で行なった。分野の近い研究室と合同で行なうことで、同

じ手法を使っていても様々な研究があることや、材料も様々であることがわかってもらえたのでは

ないかと思う。今後も合同で行ない、来場者によりわかりやすく、興味をもってもらえるような企画

にしていきたい。 

 

・神経分子機能研究室 知久 

本オープンラボでは、アルツハイマー病を中心に神経疾患の話をした。現代の日本でホットな話

題であるため、大人の来場者からの質問を多く頂いた。それらの質問に対応することで、いまこ

の分野の研究の中で、一般の方がどのようなことを気にしているかがわかり、とても為になった。

一方で子供には少し難しい内容になってしまった為、もう少し簡略化して伝えることが次回以降

の課題であると感じた。 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/07 16:20:04 

 

（４） 

タイトル：  植物系統分類学研究室オープンラボ 

実 施 者： 大竹彩加、宮川彩花、酒井絵理佳、山田旭

実施場所： 牧野標本館 1 階ロビー 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

オープンキャンパスに来場された高校生やその保護者の方、地域の方を対象に、本研究室がど

のような研究を行っているかを知ってもらうことで植物に興味関心を持ってもらうと同時に、牧野

標本館について標本庫の学術的役割や価値を広めることを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

(1) ポスター展示による研究紹介：私たちの研究対象である被子植物やシダ植物，キノコ，重要

なフィールドである小笠原諸島について、それぞれポスターにまとめ、研究紹介を行った。ポスタ

ーは専門用語をわかりやすい言葉に置き換えると同時に、写真を貼ることで難しくなりすぎないよ
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うに心がけた。 

 

(2) 牧野標本館の標本庫ツアー：牧野標本館の成り立ちや牧野富太郎について紹介しながら、

かつて牧野富太郎が採集した古い標本（絶滅危惧種他）など様々な標本を実際に見てもらうこと

で、標本館の意義や標本の大切さを伝えられた。また、標本庫ツアーに参加していない方にも牧

野標本館の意義を広めるため、牧野富太郎と牧野標本館について詳しくまとめたポスターも展示

した。 

 

(3) 子供向けの企画：子供でも楽しめるように簡単なクイズを作成し、植物の面白さを伝え、植物

に興味をもってもらえるきっかけを作った。また、子供には作製した落ち葉の栞を配布した。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

(1) ポスター展示による研究紹介 

ポスターをじっくり眺める来場者が多く、当研究室のテーマをよく知ってもらえた。内容について興

味を持っていそうな方には自ら説明をしたり、時には質問を受けたりして、良い研究紹介を行え

た。 

 

(2) 牧野標本館の標本庫ツアー 

定期的に希望者を募って標本庫の案内ツアーを開催したところ、多くの方に興味を持っていただ

くことができた。普段は一般開放していない植物標本庫内の案内を、牧野富太郎は一体何者な

のか、牧野標本館にはどれだけの標本が保存されているのか、どのくらいの価値を持つ標本が

保管されているのかなどの解説も交えながら実施することで、標本を身近に感じながら標本の大

切さや牧野標本館の意義を知ってもらうことが出来たと思う。 

 

(3)子供向けの企画 

来場した子供は積極的にクイズに参加し、植物について楽しみながら学んでいた。参加する大人

も多く見られたので、皆が楽しめる良い企画だったのではないかと考える。また、配布した落ち葉

の栞は子供達に喜んでもらえたため、次回も子供向けの配布物を作製しようと思う。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボでは、前回出来なかった標本庫ツアーを開催することが出来たのが第一に

良かったと思う。高校生や地域の方々に「普段は見られない標本庫を見ることができてとても良

い経験になった。」と言って頂けたため、次回も同様に行いたいと思う。しかし、ポスター展示を行

っている本館から標本庫のある別館までの案内がスムーズに行えず、人数不足になる時間が生

じてしまったため、人数や学生の配置をより考えた上で標本庫ツアーを行わなければならないと

思った。（M1 大竹） 

 

 

今回私は、牧野標本館本館の展示エリアが使えるようになって初めて参加した。この場所にはも
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ともと展示品があり、そこにさらにオープンラボ用の展示をするという形で行った。今回は私たち

学生の研究に関する展示を行ったが、もっともともとの展示品を生かした展示を企画してみても

面白いのではないかと思った。また、昨年度に引き続き今回も私が担当のシダ植物では、日向緑

地で採集した生の標本を展示した。生のものはやはり興味を持たれる方が多かったので、来年

以降も生かしてもらえたらと思う。（M2 酒井） 

 

 

今回は牧野標本館本館の展示エリアに加え新館も利用できるようになり、夏よりも幅広い分野を

解説することができたと思う。本館ではポスター展示だけでなく展示エリアにも標本やパネルも展

示されているため、標本庫案内に加えて本館での質問対応にも一定の人数を置くべきであると

思った。研究室のメンバー内で研究分野にかなり偏りが生じてしまうことがあるので、ポスターの

内容や当日のシフトを今後も考慮していくべきだと思う。（M1 宮川） 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/05 17:34:46 

 

（５）  

タイトル：  発生生物学研究室オープンラボ「たった一つの卵から」

実 施 者： 清水優紀、古井佳奈、照井宙夢、山口菜穂、原規司 

実施場所： 首都大学東京構内（8 号館 247 室） 

対象・人数：大学祭を訪れた一般の方 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭に来場された方（主に高校生やその保護者）に、生命科学や発生生物学の分野について

興味を持ってもらうことが大きな目的である。 

当研究室で実際に用いている生物のサンプルの展示やポスターの展示を行うことで、HP や大学

説明会では得ることが出来ない研究へのイメージを持ってもらう機会にすることを目的とした。 

また、興味を持ってもらいやすい展示を考えること・サンプルやポスターの説明をすること・来場

者からの質問に答えることにより、企画運営能力や、専門知識のない方に対して簡潔に説明を

する能力を向上させることを目的とした。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

(1)研究動物についてポスター展示 

  以下 3 種類のポスターを展示した。 

  ・発生生物学という分野の面白さについてまとめたポスター 

  ・なぜ発生の研究にホヤを用いるのかをまとめたポスター 
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  ・ニワトリ胚の発生過程をまとめたポスター 

 

(2)実験動物の展示 

発生の過程で大きな変化が観察しやすい 1 日胚、2 日胚、3 日胚、4 日胚、5 日胚の生体サンプ

ルと、9 日胚と 13 日胚の骨染色サンプルを展示する。 

来場された方にこれらの展示を見ていただきながら、説明・質問対応を行う。 

 

～企画としての特徴～ 

・一般の方は「発生生物学」という分野そのものに馴染みのない方も多くいるため、その面白さを

伝えることでより展示に興味を持ってもらえるように工夫した。 

・2 種類の実験動物を用いているため、それぞれがどのようなメリットを持っているかが伝わるよう

にポスターを作製した。 

・ニワトリ胚の生体は、卵の中にある状態と取り出した状態を展示することで、卵内での様子と形

態の理解の両立ができるようにした。 

・ニワトリ胚はヒトの発生と似ているため、比較を交えながら説明を行った。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

10 月 28 日～11 月 2 日：展示用ポスター作製 

11 月 2 日：会場設営（顕微鏡、ポスターの設置） 

11 月 3 日 10 時～11 時：会場設営（展示用ニワトリ胚生体サンプルの設置） 

     11 時～16 時：オープンラボ実施 

     16 時～17 時：片付け、反省 

 

「発生生物学」という分野の導入から、実際に見る機会の少ない「胚」の展示を行うことで、生命

科学や発生生物学、さらには大学や研究室に興味を持ってもらうきっかけになったと思う。 

また、ポスターの作製や来場者への説明・質問対応を通して、計画的に企画を遂行する企画運

営能力や、説明能力を向上させることが出来たと考える。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

前回のオープンラボでは、設置したサンプル数が多かったこと・それぞれのサンプルへの説明に

時間がかかってしまったこと・動線がスムーズでない箇所があったことなどが起因し、混雑を生ん

でしまった。そのため今回はテーマを絞ってサンプル数を減らし、説明も簡潔に行うように心がけ

たことにより、比較的スムーズに展示を見ていただくことが出来たと思う。動線も前回よりスムー

ズになるよう考えたが、来場者に順路が伝わりづらい箇所があったため、改善するとさらに混雑

を改善できると感じた。 

今回は分子遺伝学研究室と同じ部屋で展示を行った。入口に近い分子遺伝学研究室の展示を

見て出て行かれる方も多くいらっしゃったため、より来場者に興味を持ってもらうように改善できる

と考えた。顕微鏡などのサンプルが教室の後ろの方に集中していたため、もっと気軽に観察をし

てもらえるよう前方にサンプルを展示すると、より多くの方に興味を持ってもらうことが出来たので
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はと考えた。（M2 山口菜穂） 

 

 今回のオープンラボで掲示したポスターは，中高生など，大学で生物学を専攻したことがない

人を対象とした内容にした．生物学の知識がそれほどなくても理解してもらえたり，興味を持って

もらえるような内容にし,研究の詳しい内容については載せなかった．しかし，より詳しい研究内容

に興味を持つ人が予想以上に多かった．次回のオープンラボでは，今回同様の内容に加え，研

究内容についての紹介も載せたポスターを作成してみようと思った． （M1 照井宙夢） 

 

 今回のオープンラボは，「一般の方々に発生生物学のおもしろさを感じてもらう」ということを目

標とした．そのため，生体サンプルをただ見てもらうのではなく，発生生物学とは何かを知っても

らうために，新しくポスターを作成・展示した．展示スペースの入り口にこのポスターを展示し，簡

単な説明を行ったことで，一般の方にも発生生物学とはどのような学問であるのか伝えられたと

考える． 

 また，前回は当研究室の実験動物であるニワトリについての展示が多かったが，今回は同じく

当研究室の実験動物であるホヤについての展示を増やした．ホヤになじみのない方が多いこと

が予想されたので，「ホヤとは何か(生態と進化両方の視点から)」と「なぜホヤ胚を研究に用いる

のか」というポスターも作成した．クイズ形式にしたことで，中学生などの方々にも，興味をもって

もらえたと考える． 

 ポスター展示だけでなく，生体サンプルを充実させたことで，専攻 HP や大学説明会だけでは分

からない研究についてのイメージを持ってもらうことができたのではないかと考える．しかし，今回

も生体サンプルはニワトリだけだったので，今度はホヤの固定胚サンプルを展示する，または少

なくとも写真を展示するなど，なるべく実物に近い形ものの展示を増やしていきたい．また，今回

も会場が混雑した際に，どのように見て回るのかが分かりにくくなってしまったので，道順がわか

りやすいよう工夫する必要がある．具体的には，一部屋に二つの研究室が展示を行う場合は，

教室の入り口でそのことをぱっと見るだけでわかるように簡易図を貼る，自然にまわりやすい順

序に展示物を並び替えるなどの工夫が考えられる．（M1 清水優紀）                  

 

 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/04 22:05:00 

 

（６） 

タイトル：  動物生態学研究室オープンラボ 11/3 

実 施 者： ユ ペイ・矢崎英盛 

実施場所： 8 号館 5 階エレベーターホール 

対象・人数：大学祭来場者 
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実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日

 

＜概要／目的＞ 

大学祭でのオープンラボに訪れた方々に、本研究室での研究内容について紹介した。紹介方法

は主に研究内容に関するポスターを掲示し、それを紹介する形でおこなった。さらに、研究対象

の動物の展示、動画の再生などを活用し、本研究室や大学に興味を持ってもらうことを目的とし

た。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ポスター展示：本研究室での学生の研究成果をまとめたポスターを掲示した。ポスターの内容に

ついては適宜口頭で詳しく説明した。 

標本や生き物の展示：ポスター発表に関連のある生き物やその標本の展示をおこなった。実物

の展示が困難なものについては、動画などを利用した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

生き物や標本、動画などを紹介することで、本研究室で扱われている生物の説明をおこなった。

研究内容に興味を持って下さった方には、研究内容のポスターを口頭で詳しく説明した。研究内

容だけでなく、研究室での様子や大学院自体に興味がある方には広く紹介をおこなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

ユ ペイ（動物生態学 M2） 

  In this open lab, I prepared two posters to introduce the insects’defensive methods to protect 

their offspring and the possible functions of Megalopteran egg-covering materials. Although I 

showed lots of pictures to give students my researches and the defensive behaviors, real samples

or videos should be added to guide them what really ecology research looks like. What’s more, I 

should improve my Japanese ability to communicate better with high school students and their 

parents. 

 

矢崎英盛（動物生態学 M1） 

長野で採集してきたフユシャク雌雄の現物を紹介しながら、フユシャクについての研究のポスタ

ーの解説を行ったことは、実物を見せるインパクトの大きさを改めて実感する機会となった。来場

者は親子連れがほとんどであり、親に対しての関心を引き込むことで、子供と共に立ち止まって

長い時間解説を聞いてくれる、というのは、ネイチャーガイドの現場と同じ構造であると感じた。各

自が自由にテーマ設定を行って生物と向き合う動物生態学研究室の雰囲気を、来場者に伝えら

れたのではないかと感じている。  

 

終記入日時： 2019/02/04 14:14:18 

 

（７） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室 2018/11/3 オープンラボ 「インスタ・バエ」
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実 施 者： 鈴木悠希、林凌也、仲田佳規、橋本莉穂、山本采、武智あづさ 

実施場所： 11 号館 103 室 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

キイロショウジョウバエは、遺伝学、分子生物学の分野において特に有用なモデル生物である

が、一般の人にとってはただの“ハエ”に過ぎない。本企画はモデル生物としてのショウジョウバ

エの魅力を知ってもらうことを目的とする。また、実際に学会で使用したポスターを掲示したり、子

供向けにクイズを行ったりすることで、キイロショウジョウバエを用いた私たちの研究に少しでも

興味を持ってもらうことを期待している。進路相談コーナーでは、現役の大学生、大学院生が高

校生やその保護者の相談に乗ることで、進路決定の手助けをすること、および本学をより理解し

てもらうことを目的としている。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「突然変異体を探せ」 

本企画では、顕微鏡を用いてショウジョウバエの野生型および突然変異系統を観察してもらう。

遺伝子の変異によって引き起こされた形態異常が、どのような遺伝子の変化によるものかをクイ

ズ形式で答えてもらい、遺伝子とは何か、そして遺伝子の突然変異から何が分かるのかを解説

する。 

「エサの成分を知る」 

実際にショウジョウバエを飼育するエサが何でできているか紹介する。 

「ポスター展示」 

当研究室で行われている研究を企画者がポスターを用いて説明する。本企画の目的である、モ

デル生物としてのショウジョウバエの魅力を来場者に分かりやすく説明すると同時に、実際に学

会等で使用したポスターを掲示することで 新の研究成果を掲示する。 

「進路相談コーナー」 

高校生を対象に受験勉強や進路決定などの進路相談を受ける。 

「ショウジョウバエクイズ」（進化遺伝学研究室と合同で作成） 

進化遺伝学研究室と細胞遺伝学研究室の出している４つのブースを回ってクイズに答えてもら

う。主に小学生以下を対象にし、全問正解者にはお菓子をプレゼントする。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者：一般の人を対象に説明を行うため、いかに自分の研究を一般の人に魅力的にわかりや

すく伝えることができるか考える必要がある。したがって、相手の立場に立って考える能力、簡単

に魅力的に話す能力が身に付くと期待される。また、多くの人とコミュニケーションをとることで視

野を広げることができ、自身の研究においても別の視点から考察ができる可能性があると考えら

れる。 

来場者：ふだんなかなか経験することのできない専門的な研究の一端に触れることで、生物学の
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研究に興味を持つきっかけとなる。また理系の大学院生との対話を通して、学生が取り組む研究

とはどういったものであるかを理解することができる。特に高校生にとっては、現在自身が学び得

ている知識の延長に、どのような研究があり、その知識がどう生かされているのかを知ることで、

進路決定の参考になると期待される。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボは主宰を後輩に任せ、主に当日の準備や対応を行った。例年通り大学祭の

オープンラボは、7 月のものとは違い、小学生以下の子供が多く来場した。今までアルバイト等で

培った子供への対応力を応用し、ショウジョウバエに対してかなり子供たちに興味をもってもらえ

たと思う。また、研究について大人の来場者の方ともしっかり議論でき、今までの反省をしっかり

生かすことができた。（M２鈴木） 

 

私は来場者の方に突然変異体を観察して頂き、遺伝子の変異によって表現型が変化することを

説明した。先輩や同期の方からのアドバイスを元に、子供達には顕微鏡観察をメインに表現型の

違いを楽しんでもらえるよう対応し、保護者の方には遺伝子やショウジョウバエを用いた研究に

ついての説明を行った。ショウジョウバエの生活環や、研究の説明を通じて、モデル生物としての

有用性を来場者の方に伝えることができたと思う。(M1 武智) 

 

展示の内容は例年のものを引き継いでいる。一方で、代表となる学生は代ごとに変わるため、反

省点の引継ぎが行え切れていなかった。また、実施者内でも連絡や役割の分担がうまくいかな

かった。研究室単位での活動において、個人個人が考えることがあるが幅広い視野でやるべき

ことを考えられたらよかったのかもしれない。（M1 林） 

 

学園祭時期に開催されるオープンラボへの参加が初めてだったため、予想できないこともあった

が、一般の方々がショウジョウバエや遺伝学に興味を寄せてくださるような企画・展示をできてよ

かったと思う。私は来場者の方にポスターの説明やショウジョウバエの変異体を説明するなどを

行った。そこで、生物学的なバックグラウンドが無い方にもわかりやすく説明することを心がけ、

質問対応も行うことができた。 （M1 橋本） 

 

客層が高校生の、夏に開催するときとは異なり、子供の参加がとても多かったため、興味を持た

せるような話し方や見せ方に工夫をした。展示に足を運ぶ人の波が読み切れず、人手が不足し

てしまう場面も多く見受けられた。これは次回開催の課題としたい。それぞれの展示を楽しんでも

らえたことは、こちらとしても嬉しかった。 (M1 仲田)  

 

終記入日時： 2019/01/31 16:25:07 

 

（８） 

タイトル：  神経生物学研究室オープンラボ「オープンアクアリウム」

実 施 者： 近藤 日名子、榎本 萌花 
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実施場所： 飼育棟 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

普段は関係者しか立ち入ることの出来ない飼育棟水生生物室を、研究室の学生立会いのもとで

オープンアクアリウムとして開放し、飼育している実験動物や研究についての説明を行った。オー

プンラボに参加する高校生には、大学でどのような勉強をするのか、研究室とはどのような所な

のかを知ってもらうことを目的とした。また、毎年、一般の方や子どもの来場者も多いため、普

段、海や淡水の生物に馴染みのない方々にも興味を持ってもらうことも目的とした。 

さらに、一般の方にも分かりやすい説明をする力の向上や、研究の成果の発信も目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

前日までにパンフレット、パネルを作成し設置した。 

当日は生き物の紹介を行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

準備 

様々な年齢層の人が来場することを予想し、生き物の簡単な説明書きをしたパンフレットを子ども

向けと大人向けの 2 種類作成した。読むだけで内容が理解できる、水族館のような展示を目指

し、動物を説明するパネルを作成した。また毎年、飼育棟内での混雑が起こるため、飼育棟内の

順路や説明するポイントを考え、パネルの設置を行った。 

 

当日 

水槽の近くに立ち、動物の紹介や、どのような研究に用いられているかを説明した。子どもには、

生き物に興味を持ってもらえるように、実際に水槽内の生き物を、指をさしながら紹介した。また、

子ども向けのパンフレットに紹介している生き物を探してもらうようにして、楽しんで学んでもらっ

た。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

動物の紹介のパネルを設置したため、来場者の方は動物の名前や特徴などをパネルを見て理

解してくれていた。体が大きい動物や色が派手な動物は、パネルと照らし合わせて自由に見てい

ただけて、好評だった。しかし、小さな動物や色が地味な動物はパネルを見ていただいても、動

物に気がついてもらえず、興味を持ってもらえなかったので、自分がそばに立ち、説明を行った。

説明を付け加えて実際にみていただくことで、来場者の理解が深まり、少しでも興味を持ってもら

えたのではないかと感じた。（M2 榎本） 

 

 

オープンアクアリウムの展示動物を捕る苦労があった。研究動物を紹介するのはもちろんである

が、万人受けするインパクトのあるもの、かわいいものが要求される。今回は、天候が悪くてなか
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なか海で思うように動物を捕れなかったが、 低限の動物は何回も海に行くことで確保出来た。

来場者に子供が多いので、配布物は、大人用と子供向けの冊子も用意した。パネルも子ども向

けのものも用意した。説明も聞いてくださる人の年齢、興味に応じて話を変えるようにした。今年

は運営側の人数が少なかったので、タッチプールはしなかった。いつも人気があるので、人数が

確保出来たら、また来年はタッチプールを行いたいと思っている。（D1 近藤） 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/01/29 14:38:15 

 

（９） 

タイトル：  埼玉県所沢市の「トトロの森」における昆虫観察会 

実 施 者： 矢崎英盛（動物生態学研究室 M1） 

実施場所： 公益財団法人「トトロのふるさと基金」（埼玉県所沢市） 

対象・人数：A. 三鷹の森ジブリ美術館職員（約 100 名）のうちの 1 班 B. 一般参加の親子、横浜

の養護施設の子どもたちと教員、および川越市中央公民館から参加の親子、計 40

名程度 

実施期間： 2018 年 11 月 5 日 ～ 2018 年 12 月 1 日 

 

＜概要／目的＞ 

公益財団法人「トトロのふるさと基金」は、埼玉県所沢市の狭山丘陵において「トトロの森」と名付

けられた里山環境の保全管理を行うトラスト団体である。筆者は 2016 年より、同基金の主催する

散策会・自然観察会、および生態調査にボランティアスタッフとして関わってきた。今年度は筆者

が昆虫の研究に携わっていることを踏まえて、「トトロの森」の昆虫についての案内企画への協力

を、夏季に引き続き依頼された。本報告書では、A. 11/5（月）に行われた「三鷹の森ジブリ美術館

職員研修」、および、B. 12/1（土）に行われた「昆虫博士と冬のトトロの森探検」について報告す

る。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 

自然観察会の運営にあたってしばしばボトルネックになるのは、「自然観察」という企画名を提示

した時点で、それなりに自然に関心のある参加者が集まりがちであり、本来アプローチしたい自

然に関心の薄い層への接触が難しいことである。「トトロの森」は、その名称やブランドイメージか

ら、普段自然に触れる機会のない客層と接することが可能であり、また昆虫は特に親子連れに

対しての訴求力が高いことから、そこを出発点に長期的な視点で自然に親しみを深めてもらうた

めの原体験を提供するために効果的なアプローチとなりうる。 

特に今回の A の会では、三鷹の森ジブリ美術館という多くの来場者が訪れる美術館の職員を対

象にすることで、彼らを通じた二次的・三次的な自然への関心の喚起につなげることが目標とな

る。必ずしも自然環境に対する知識があったり、それについて専門的に学んで来た人々とは限ら

ない会の参加者に対して、どのように科学的な根拠に基づいて自然の魅力の伝えることの意義

を伝えられるか、科学コミュニケーションの実践という意味で、筆者にとっても新しい試みとなっ

た。 

また筆者は現在蛾類を中心に研究を行なっているが、中でも冬季だけに成虫が現れ、メスの翅

の退化したフユシャク類と呼ばれる蛾は、そのメインの対象の一つである。B の会では、専門分

野についてこれまでの筆者の研究内容と関係させながら一般参加者に解説すること、そして昆虫

の数の少なくなった冬の森における昆虫観察会を開催することの２つの意味で、筆者にとって初

めての試みを行なった。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

A. 三鷹の森ジブリ美術館職員研修（11/5） 

映画を製作する”スタジオジブリ”、吉祥寺の”三鷹の森ジブリ美術館”、そしてトトロの名称を冠し

て狭山丘陵のトラスト活動・里山の管理を行う”トトロのふるさと基金”は、それぞれに関わりを持

つ別々の組織である。今回の企画は、美術館の職員を、職員研修というかたちでトトロのふるさ

と基金の管理する「トトロの森」の中へ案内し、実際に自然に触れることでその理解を深めてもら

うことが目的である。全体運営はトトロのふるさと基金の花澤氏がとりまとめ、総勢 100 人程度の
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職員を 10 班にわけ、筆者はそのうちの 1 班の案内を担当した。 

三鷹の森ジブリ美術館のある井の頭公園は自然観察の好適地であり、参加者である美術館職

員には、実は日常的に自然と接する機会があるはずである。彼らの日常生活の中に自然への関

心を落とし込むきっかけを、この会の中で作るためには、狭山丘陵ならではの希少種の案内より

も、ありふれた普通種の観察から、職員自身の自然への関心をどのように引き出すか、が重要

であると筆者は考えた。その意味で も効果があったのは、クモ類の観察であった。ジョロウグモ

の巣に音叉を当て、獲物と誤認してクモが寄ってくる様子を観察したり、特異な形状で知られるオ

ナガグモについて、なぜこのような姿をしているのか、その生態を想像することから考えてもらっ

たり、実物に触れながら参加者の持つ「クモ」という既存のイメージを相対化していくと、次第に参

加者の側からギンメッキゴミグモや各種のハエトリグモなどを発見する声があがり、またジブリ映

画とも関連のあるザトウムシ類の発見へとつながっていく。こうした体験の中で能動的に関心を

深めてもらった上で、私の側から、昆虫／クモ／ザトウムシは何が異なるのか、節足動物とはど

んな定義の生物なのか、といった概念を提示すると、非常にスムーズに議論が活発化したのは

効果的であったと感じる。また、たとえその場の解説で、複雑な概念の内容を全て伝えきれなか

ったとしても、参加者の能動的な関心を喚起することさえできれば、その後の日常の中でその関

心を深めてもらうことにもつながりうる。後日参加者の方から、クモを見つけるとこの日のことを思

い出すようになった、というメールをいただいたことは、この点での効果を示したものと言えるだろ

う。 

 

 

 

B. 昆虫博士と冬のトトロの森探検（12/1） 

前半は約 40 名の参加者への全体説明、後半は 3 班に分けてそれぞれのリーダーによる森の解

説を行った。全体運営はトトロのふるさと基金の児嶋氏がとりまとめ、筆者は全体説明における

セーフティートーク、およびフユシャクの解説、そして後半は班のリーダーを担当した。 

この日の時期設定は、12 月に虫探しなんてできるんだろうか、という参加者の予想を覆すギャッ

プに驚いてもらうことを、その目論見とした。予想通り、森の中は何百頭というクロスジフユエダシ

ャクが乱舞しており、幸運にもメスもその場で発見できたことに加えて、筆者が用意していったサ

ンプルの雌雄もあわせて参加者に提示した。一通り生態の解説を行ったところ、参加者の小学生

の女の子から「そんなに面白いなら自分で研究したらいいじゃーん」という言葉が漏れたことで、

「そうなんです、実は大学院でフユシャクを研究していまして…」と、研究の具体的内容をスムー

ズに紹介できたことは予期せぬ幸運であった。 

またその後は、トトロの森のボランティアガイドの方々と共に、冬の森に隠れたさまざまな動植物
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の面白さを探し出す魅力を紹介した。特に、簡易吸虫管を個々で作って、土壌生物を吸いとって

虫眼鏡でのぞくアクティビティ、は小さい子供たちでも、冬の森の面白さを楽しめる工夫として効

果が高い上に、親子の共同作業の中で自然についての会話が自然に発生するという意味で、日

常の中に自然への関心を落とし込むという意味でも有益な方法であったと感じた。前述の小学生

の女の子は、会の開始当時はほとんど昆虫へ興味を示さなかったが、この土壌生物採集には熱

中しており、またそのアイデアの豊かさと観察眼の鋭さには驚かされるほどであった。自然観察

会の目標としていた、自然に興味がない人に対してのアプローチという意味で、手応えのある例

となったと感じる。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

A・B の両企画とも、当初の目的であった自然への関心を喚起すること、そしてそこに対して科学

コミュニケーションの視点を加えた会を開催すること、という理念は、ある程度達成できたのでは

ないかと感じている。特に B 会に参加した親子連れから、子供が虫好きなので自然観察会には

各所で参加しているが、研究をする立場からの科学的な視点に触れられる機会は希少で、とても

よかった、という感想をいただいたことは、大変うれしいことだった。次回以降は、研究室の別のメ

ンバーなどとの共同企画などを通じて、自然と科学コミュニケーションの手法について、さらにブ

ラッシュアップしていきたい。 
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終記入日時： 2019/01/28 15:39:59 

 

（１０） 

タイトル：  分子遺伝学研究室 オープンラボ バクテリアの遺伝子研究の世界

実 施 者： 大塚夏海 植木晃弘 志村知美 

実施場所： 8 号館 247 教室 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭に来場した一般の方々を対象に私達の研究対象であるシアノバクテリアを広く知ってもら

うことを目的にオープンラボを出展した。シアノバクテリアは私達の身の回りの幅広い環境に生育

し生活に利用されることも多い生物だが、その知名度は依然として低い。そのため今回のオープ

ンラボでは細かい研究内容を話すのではなくシアノバクテリアの概論を説明することに努めた。

また、来場する方の中には本学を志望する高校生もおり、そのような方々には少し踏み込んだ研

究の話や学生生活全般の話をするようにした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1.ポスターの展示 

シアノバクテリアとは、をテーマにポスターを何枚か作成し、展示した。来場した方にはそのポス

ターをもとにさらに口頭で説明を加えた。写真や図を多く用いることで興味を引くような展示を心

がけた。 

 

2.顕微鏡の展示 

シアノバクテリアの多細胞、単細胞などいくつかの種類のプレパラートを予め作成し、来場者の

方に実際に顕微鏡を覗いてシアノバクテリアを観察してもらった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

多くの方が来場してくださり、それぞれシアノバクテリアについての知識を得てもらうことができ

た。 

見たことはあるがそれがなにか分からなかったものがシアノバクテリアだと分かった方が多いよう

だった。本学を志望する高校生も多く来場し、本学の魅力や研究の面白さを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）＞ 

前回の顕微鏡での展示の内容が難しく、なかなか来場者に理解してもらえなかったので、単細胞

と多細胞を比較するだけという簡単な内容にしたところ好評で良かったと思う。説明に関しても、

入学希望者だけが来る大学説明会のときよりも、一般の来場者の方も多い大学祭ということもあ
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って身近な話から入ることを意識した。シアノバクテリアについて広く知っていただくことができた

と思うので達成感を感じた。 

(大塚夏海) 

 

前回よりも動線を意識して、来場者に見やすい配置となるようスペースに余裕を持たせて展示を

行った。また展示内容も一般の来場者にも理解してもらえるように工夫し、写真や実物の展示で

身近な例を挙げてから顕微鏡観察という流れで楽しめるようにした。大学祭という多くの人が来

場するイベントで学術的な面白さを伝えることができたと思う。 

(志村知美) 

 

前回までは、シアノバクテリアと大腸菌と展示する内容が多く、来場者の方も窮屈な場所に多くの

展示があり動線が交わりがちであった。今回は、展示内容をシアノバクテリアのみにすることで会

場内の混雑もなくなった。また、展示内容を絞ったことにより、より細かい説明ができたかと思う。

また、今回は大学祭期間中という事でより低い年齢層もくることを意識しオーオウンラボを行うこ

とを心がけた。 

(植木晃弘) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/01/10 11:42:15 

 

（１１） 

タイトル：  進化遺伝学研究室 大学祭オープンラボ インスタ・バエ 

実 施 者： 秋山礼良 犬山愛莉香 三浦麻衣 青木花織 近藤朋希 高橋佳乃子 ミノヴィッチ

あに香 ルレジオウルスルタン 

実施場所： 11 号館 103 室 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

概要:大学祭の来場者に向け、ショウジョウバエを用いてどのような進化に関わる研究ができるの

かをクイズを交えて紹介する。 

目的:幅広い年齢層の人を対象としてショウジョウバエのことや進化に関することに触れてもら

い、生命科学に対する興味を引き出す。また、進化研究に関心を持っている学生等に研究内容

を概説し、その漠然とした興味を具体的なものに変える。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ハエの見分け方や DNA に含まれる情報など、一見すると難しいがブースを全て回ると完答でき

るようなクイズを用意した。この工夫によって全体を回ってもらえる、かつ子供にも興味を持っても
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らえるような内容になっている。また、ブースの通行方向を 1 方向にせず縦横無尽に動けるように

することで、空いたスペースへの誘導を容易にしている。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

来場者は例年通り多かったが、複数のブースのそれぞれに複数の体験スペースを用意すること

で何も出来ない人を減らした。また、実験体験のブースでは時間間隔を決めて実施したことで、

計画的な材料の運用や対応する人数の調節を行うことができた。解説を行う際には、小学生や

高校生、成人など幅広い年齢層の来場者それぞれに向け、レベルの合った解説を行うことに従

事した。その説明の仕方に加えて来場者クイズに景品をつけることで低年齢層も全てのブースを

回って解説を聞いてくれ、クイズの正答率は想定通りほぼ 100%であったと思われる。 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

前年度の反省を活かし、準備段階から全員が計画的に動くことができた。このため余裕を持って

当日を迎え、当日の動きにも大きな問題はなく遂行できたと言える。実験体験のブースを開く時

間を決めるのは今年初の取り組みだったが、人を一度に集めて開始できるため途中から来た人

にいちいち対応する必要がなくなり非常に良い試みだったと思われる。また、来場者の人数によ

っては臨機応変な開始時間の変更も行えていた。企画の大枠は前年と同じであるが、細かい企

画内容の変更が功を奏したため、そういった点も余さず来年に活かしたい。(D3 秋山) 

 

DNA 抽出実験に関しては、体験型実験であることや、DNA を抽出するということで、子供から大

人まで幅広い層に興味を持って参加していただくことができた。一方で、企画者側が途中で手順

に失敗して時間がかかってしまうケースも見られた。円滑な進行のために、手順の改善を行う必

要があると感じた。また、当日は、各ブースや役割に対して企画者を割り当てて活動を行った。全
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員が自身の割り当てに捉われない状況に合わせた柔軟な行動を心掛けたが、人員に過不足が

生じている場合もあったので、来年度の実施の際は、人数を調整する必要があると感じた。（M2 

三浦） 

 

顕微鏡を使用してのショウジョウバエ種の観察、バナナからの DNA 抽出実験など、体験してもら

うことで子供の興味を引くことができた。また大人には実際の原理や研究について話すことで興

味を持ってもらうことができた。DNA 抽出実験では時間制にすることで、来場者の多さによる人員

不足の問題を解決できたと思われる。去年度から細かい部分などの改善も行ったが、やはり人

員不足や内容の把握不足はあったため、それらについては来年度改善する必要があると感じ

た。（M2 犬山） 

 

企画の段階で想定した課題として、来場者の年齢層に幅があったため、それぞれの理解度や知

識量に応じた情報を提供する必要性が考えらた。それに関して、バナナからの DNA 抽出実験で

は、低年齢層に向けて紙芝居形式でごく簡単な概念的説明をすると共に、高年齢層には口頭に

て補足的により高度な情報を提供することができた。それに伴いより積極的に来場者と相互的な

コミュニケーションをとることにより、自主性やコミュニケーション能力の向上を達成することがで

きたと感じる。(M1 近藤) 

 

観察実験や DNA 抽出実験等、体験型のブースにおいては幅広い層の方に興味を持ってもらえ

たかと思う。研究内容を簡易的にまとめたポスターを掲示したが、興味深く見る大人の方はいた

もののこちらの人員不足により詳しい説明があまりできなかった。（子供が実験体験中に近くに貼

ってあったポスターを見る親御さんが多かった印象）そのため、来年度はポスター説明人員を配

置しても良いのではないかと感じた。また、来場者目線の掲示物（ex.次回の実験開始時間の予

告）が少なかったため、その点は来年度改善していきたい。（M1 高橋） 

 

This was my first science communication experience with children (and parents), and so was the 

first time I tried talk about DNA and cells with them. I observed that pre-school children are very 

careful listeners and very interested in what we teach. I think they had fun extracting DNA from 

banana. However I was concerned about how to explain that living things are made up of cells and

cells carry DNA material, within ten minutes, maybe they need more time to understand or better

visual equipment like big cartoon posters which are suitable to their imagination etc. I think this 

point can be improved next time. (D1 ルレジオウル) 

 

昨年より改善された点は、ラボ内での分担や協力がよりスムーズに行えたことだと思う。例えば

ポスター作製の際には、一般の方向けの説明の仕方について何度も議論を重ねお互いの内容

を改善できた。またシフト制の導入により、個人の仕事量の偏りが減った。今年の情報をなるべく

詳細に記録して、来年以降は混雑具合を想定したより平等なシフト作成の実現等の改善を図っ

ていきたい。 （M1 青木）  

 

終記入日時： 2019/01/04 11:49:45 
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（１２） 

タイトル：  植物生態学研究室オープンラボ「はじめての生態学」

実 施 者： 田中紫苑、中越智也、西脇花恵 

実施場所： 8 号館 2 階 263 室 

対象・人数：オープンラボ来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

 企画は、オープンキャンパスの参加者である高校生やその保護者、一緒に来場されるお子さん

を対象に、当研究室の研究内容に興味を持って頂くとともに、生態学についての関心を高めるこ

とを目的とした。 

また、企画を通して、改めて生態学の内容や自分たちの研究の意義や内容を再確認し、その理

解を深め、来場された方からの質問を受けることで、新たな視点や研究内容をより深く発展させ

る。このことを目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 展示は壁面にポスター類を配置し、実験卓上に実際に手に取れる形式で実物資料を配置し

た。これにより、視覚・触覚情報と文章情報を統合して理解できるようにする。具体的には、ポス

ターとして、「生態学とは」、「小笠原諸島での研究」、研究内容のポスター、南大沢キャンパスを

中心とした多摩地区の航空写真を展示する。はじめの 2 枚のポスターで生態学の触りや首都大

で生態学を研究する上での特徴を説明する。また、航空写真を展示することで、現在の多摩地区

の森の分断化をわかりやすく説明できる。 

 実際の植物を小地形ごとに展示することによって、生態学の疑問などが身近にあることを実感

して頂くとともに、様々な植物が日向緑地に生育していることを知って頂ける。 

 企画の特徴としては、実際に緑地の植物の展示を行うことで、より身近な植物について知りつ

つ、ポスターなどの説明も加えることで、生態学についてより身近に感じられることです。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 １、研究室紹介 

当研究室の紹介として、(1)（植物）生態学とはどんな学問か？、(2)小笠原諸島での食害と植生

回復の研究例、(3)学生の行なった研究例。 

(1)で生態学の概要を掴んでもらった後、(2)(3)というスケールの全く異なった研究を紹介し、材料

や方法の幅広さを知ってもらえる構成にした。 

 ２、松木日向緑地に関する複合展示 

松木日向緑地は都市部での残存林の一つとして知られている。その松木日向緑地に生育してい

る植物をそれぞれの小地形ごとに展示した。また、松木日向緑地を中心とした周囲の航空写真

を展示することにより、都市開発により都市部での森林の孤立化をより伝えられやすくなるように

工夫した。 

また、学生の行なった研究例の中にも松木日向緑地をフィールドとして行なっている研究もある
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ため、実際に展示している植物と関連付けつつ、説明することで、研究の説明もよりわかりやすく

行うことができた。 

 ３、実物資料の展示 

実物資料の展示は、コナラなど秋に種子を落とす種を中心に大まかな地形ごとに展示した。地形

ごとに展示することで、日向緑地内に様々な地形が存在すること、その地形ごとに多様な種が存

在していることがわかる。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 前期に行われたオープンキャンパスと比べると、今回は来場者は大きく異なった。大学見学な

どの高校生が減り、小さい子供を連れた家族や年配の方が目立ったように思う。これは同日に行

われた大学祭による影響により大学近隣の方々が多く来場されたためであると考えられる。その

ため、後期のオープンキャンパスでは研究などを紹介する対象をより広く捉え、多くの方に興味を

持ってもらうための企画が必要であると感じた。他の研究室を覗くとスライム作りや顕微鏡など、

手で触れたり器具を扱える展示は多くの来場者で賑わっていたように感じたので、そのような展

示も導入するべきだと感じた。（M1 田中） 

 

 大学祭の中での開催であったため、前回のオープンキャンパスと比べると、来場者の層が広か

った。子どもから年配の方まで多くの方が来場された。今回のオープンラボでは、サブテーマとし

て「実りの秋」を掲げ、ドングリなどの展示も行った。身近な所でよく観察されるものであるため

か、多くの方に興味を持って頂き、それらについて説明することができた。また、学生の研究につ

いてのポスターと共に関連するような植物を展示することで、展示物からポスターの説明、という

ような流れも少しながら出来ていた。しかし、まだ入口付近での導入の説明などが十分に行え

ず、ただ植物を眺めるだけの方もいらっしゃったため、展示の方法や 初の説明の仕方について

は工夫をしなければならないと感じた。（M1 中越） 

 

 今回のオープンラボでは、秋という季節に合わせ、実をつけている植物を主に展示することが

できた。種名・属名のラベルを設置するようにしたことで、来場者の反応も良かった。展示した植

物やその種子散布について、簡単な説明のキャプションがあればもっと良くなったと思う。また、

研究内容のポスターとともに対象種を展示したことで、研究の説明がしやすかった。ただし、教室

の壁にポスター、中央の机に実をつけた植物、壁付近に実をつけない研究対象種を展示したた

め、中央の机の植物を見ている方にポスターを見てもらいにくかったり、実をつける対象種の展

示とポスターの距離が遠くなってしまったりした。それにより研究の話への導入が難しくなってい

たように思うので、展示の配置をもっとよく考えるべきだった。（M1 西脇） 
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記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/12/07 16:05:06 

 

（１３） 

タイトル：  動物系統分類学研究室オープンラボ 2018 年 11 月 3 日「多様な生物の進化・形態・

行動」 

実 施 者： 庄司一貴、山田藍生、全永誠、松尾侑紀、塚本将 

実施場所： 牧野標本館２F セミナー室 

対象・人数：首都大やその研究に興味のある小中高生とその親 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

学外からの人が自由に出入りする説明会は、我々の活動を理解して頂く良い機会である。そこ

で、身近な自然について考えるきっかけにしてもらうことを目的としオープンラボを開催した。本企

画では、高校生や一般の人に 1)虫の形の美しさ、行動や生態の面白さに気が付いてもらい、2)

先端の分類学と行動学に触れる機会を与える展示を行った。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・標本展示; 実物を観察してもらい、構造美に気が付いてもらうことで好奇心を与える。 

・生体および行動展示; 行動の面白さに気が付いてもらうともに、分類学との連携に気が付いて

もらう。 

・研究紹介ポスター; ポスターを呼び水に 先端の研究に触れてもらう。そして企画者らとの会話

を通し、主体的に行う研究の面白さ、論的な思考がどういうものか触れてもらう。これにより研究

を通して主体的に思考し行動する能力がつく可能性があることを紹介す

る。                                                      ・進

学、進路相談; 大学を選ぶ、就職、院進学するにあたっての疑問や不安に答える。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 
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標本展示・整体展示・ポスター展示を通して、研究室で行っている研究内容について紹介した。

また、本大学の周辺の生物を扱うことで、身近な自然についてに興味を持ってもらえるようにし

た。実施者各自が、自身の研究に関連した展示を自由に企画し、オープンラボ会場にそれぞれ

展示ブースを設置した。 

 

 

以下各々の展示を示す。 

山田；ベトナム・台湾におけるフィールドワークと採集された多様な昆虫の標本および写真の展

示 

全；  アメイロアリの標本・サンプリングを行った地域の地図・そのサンプルから CO1 領域で DNA

解析しデンドログラムの展示 

松尾；昆虫を用いた養育行動の進化についてのポスター・ビデオ展示 

塚本；土壌動物の採集法・生殖器でわかる種内での形態の地理的分化の紹介 

 

成果 

今回の活動によって、一般の人に自然について身近に感じてもらえたと考える。また、大学の研

究室でどのような活動が行われているか理解できたと思う。 

企画者は今回の活動を通して、自分の研究を分かりやすく説明するかという練習になり、一般の

人の自然の感じ方や我々の活動に対する考えを知る機会にもなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

庄司；リクルート戦略としてオープンキャンパスが果たして効果的なのか疑問。結局のところ近所

の学生に大学を刷り込んでいるだけではないかと思った。遠方を含めた多様な出身地の学生確

保が課題だと思った。ローカル大学としては十分だろう。 

山田；次回はアリと好蟻性昆虫の共進化について詳しく展示したい。また、自分の研究を他人に

伝える上でとても勉強になった。 

全；この度のオープンラボでは一般の方や研究者の方、また将来に大学院進学を考えている学

生など様々な目的を持っている人に訪れていただけました。その目的に沿った説明をうまくでき

たと胸を張って言えるかは微妙なところなのですが、接する人によってラボや研究に関する説明

の仕方を変えようと務めました。 

松尾；各自の展示を入れた事で、研究室の特色の「自主性を持ち、様々な研究ができる場所」と

いうことが伝えられたと思う。入り口で「昆虫？」と言ってた人も話しかける事で展示を見て行って

くださり、昆虫やそれを取り巻く環境が少しでも身近なものになったと感じた。 

塚本；土壌中の様々な生き物についてあまり知らないという人が多い印象で、採集法の実演によ
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り、見たこともない多数の土壌動物のグループが採れることに関心を持ってもらえたという感触だ

った。生殖器の形態の多様性についても興味を持ってもらえた方もいたが少なかったので、もう

少しアピールについて考えなければならないと思った。  

 

終記入日時： 2018/11/27 13:44:17 

 

（１４） 

タイトル：  植物環境応答研究室 大学祭オープンラボ 『植物と光』

実 施 者： 堀内美菜、木村泉美、滝澤佳菜絵、牧玲生 

実施場所： 8 号館 3 階東 エレベーターホール 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

大学祭来場者に対し、全 4 問のクイズを出題し、回答してもらった。クイズ内容には、実体顕微鏡

を用いた観察や植物体の観察等、文字や図だけでなく実物を見る体験を多く盛り込んだ。 

このオープンラボの開催を通じ、大学祭への来場者に植物を用いた研究、特に『植物と光』の関

係について知ってもらうことを目指した。また、自分たちの研究室で扱っているテーマや実験材料

について、一般の方向けに分かりやすく説明することを心がけ、研究に必要なコミュニケーション

能力を身につけること、解説や質疑応答を通じ、自分たちの研究への理解をさらに深めることを

目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

大学説明会でのオープンラボとは異なり、近隣の住民や高校生以下の子どもなど、大学受験の

ための情報収集を目的としない方も多数来場することが予想された。そこで、小さな子どもでも分

かるような展示・解説を心がけ、「研究内容を知ってもらう」よりも「植物に興味を持ってもらう」、

「じっくり観察をしてもらう」ことにフォーカスし、以下の企画を遂行した。 

1．植物クイズ 

実際の植物体の展示から答えを導くクイズを作製し、植物体を観察するだけでなく、観察からさら

に何が起きているのかを考える体験をしてもらった。植物体の後ろにはヒントになるようなポスタ

ーを展示し、さらに学生による解説を交えることで答えへとたどり着けるように誘導を行った。 

2．クイズの答えあわせと称号の授与 

1．で出題したクイズの答えあわせと、事前に準備していた解説の配布を行った。クイズの正解数

に応じて「博士」や「研究員」等の称号を用意し、挑戦した子どもたちが達成感を感じられるように

した。 

3．ポスターの展示 

植物クイズのヒントにあった『光受容体』について、さらに詳しい内容のポスターを展示した。植物

クイズ自体を小学生以下の子ども向けに設定して作製していたため、このポスターは高校生や

大人の方々向けの発展的な解説として利用した。 
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＜活動内容／具体的成果＞ 

大学祭で実施するオープンラボということで、入学を検討する高校生ではなくそれ以下の子ども

が多く来場することを見込んでいたが、想定通り来場者のほとんどは小学生以下の子どもとその

親御さんであった。 

クイズに関しては、簡単に答えられるものを準備したつもりだったが、小さな子どもには難易度が

高かったようだった。子どもにも分かってもらえるような説明を行うのは難しかったが、解説に関し

てはむしろ親御さんの方に興味を示してもらえた。多くの子どもたちはクイズを解くことよりも、顕

微鏡を覗いたり、実際の植物を観察するのを楽しんでいたように思う。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

全体的に準備不足であったことを痛感した。当日ギリギリまで準備に追われてしまったため、具

体的にどんな展示をするのか、必要な備品は何か、机やポスターボードのレイアウトをどうする

かなど、企画の段階で細かいところまで早めに設定しておく必要があったと感じている。 

オープンラボ当日については、想像よりも多くの方にご来場頂けて嬉しかった。クイズの内容や

そのヒントのポスターについては、小学生以下の子どもをターゲットとするのであれば、もう少し

難易度を下げるべきであったと感じた。次回以降に生かして行きたい。 

また、顕微鏡を設置していたことについて来場者の方に、「とてもいいアイディアだね」と言って頂

け、体験にフォーカスしたことは間違っていなかったなと感じられて嬉しかった。しかし、子どもが

顕微鏡を覗いているときに、レンズを触ってしまいそうになったり顕微鏡が倒れそうになったりな

どひやっとする場面が多かった。顕微鏡や実験器具などの展示の際には注意書きをする、また

は必ず 1 人 TA を配置しておくなど、事故を未然に防ぐための注意が必要であると思った。（M1 

堀内） 

 

 

終記入日時： 2018/11/16 12:10:48 

 

（１５） 

タイトル：  植物発生生理学研究室オープンラボ 

実 施 者： 出牛稜也・マリエンティ テティ・赤坂大輔・古野真由子・和田美月・ハニファ アイニ

ー 

実施場所： 8 号館 320 室 

対象・人数：大学祭来場者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

植物は私たちの生活の身近にあるものであり、食糧としても用いられているものであるが、実際

植物についての知識は一般的にほとんどない。私たちの研究室では主にイネやムギを研究対象

としている。イネやムギは食事の主食として用いられており、身近な存在である。そこで、これら

の植物を題材に、植物の発生の基礎、また私たちの研究室で行われていることの一部を学んで

もらうことが目的である。 受粉した後、種子になるまでの過程は植物の内部で起こることである
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ため、どういう変化をしているのかを実際に見ることは難しい。私たちの研究室ではその植物の

内部で起こっている植物の受精・発生過程について研究している。そこで今回、これらについて

多くの人に知ってもらい、関心を持ってもらうことを目的とする。今回のオープンラボでは、私たち

が普段活用している実験手法を生かして、それら細胞などを実際に見て、知ってもらう。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画の特徴としては、動画や実物を見せることで、植物の発生過程について実際に見ることが

できる点である。また、学生一人に対して少人数の来場者に説明をすることで、対話しやすく、質

問もしやすくした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・実験内容についての動画を用いた説明 

私たちが普段実験に用いている技術は、特殊な方法であり、また顕微鏡下でしか観察ができな

いため、言葉だけの説明ではなかなかイメージがしにくい。そこで、動画を用いて説明すること

で、イメージがしやすく、かつより分かりやすい説明が出来た。 

 

・実験に用いているものの実際の展示 

卵細胞、イネなど実物を展示することで、それらの大きさなどをより身近に感じてもらえた。また、

特に卵細胞などは普段の生活の中でなかなか見られないものであるため、多くの人に興味を持

ってもらうことができた。 

         

また、これら企画をいくつかのブースに分け、ブースごとに必ず一人以上配置し、個別に説明をし

ていくことで、参加者から出た疑問などにもしっかりと対応することができた。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

説明スライドを動画や画像、模式図を多めにしたものであったので、感覚的に分かってもらえた

り、興味を持ってもらえたと実感しました。また、前回のオープンラボよりも内容を易しくしたので、

その分説明が難しくなったが上手く対応できました。しかし、大学祭の来場者は予想以上に年齢

層が低かったので、体験型などの企画を増やすべきだったと感じました。次回は幅広い年齢層に

対応できるような企画を検討したいです。（出牛 稜也） 

 

 

Open laboratory this year was not the same as last year. Many visitors came to the laboratory 

from different age groups. Parents, senior high school students,junior high school students, and 

children. Mostly parents and high school students, they had interest to ask when I explained about

main research in the laboratory. However,for children, even though they were interested to listen

and know, it was little bit hard to explain since they did not know yet about biology related matter, 

but at least since I showed them the videos and images, they could understand it a little bit and 

got a new knowledge. Open laboratory this year was done well, since I could introduce the 

laboratory to other people and increased my skill in presentation and communication. (Maryenti, 
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Tety (M2)) 

 

One day before the open lab, laboratory member and I prepared everything that needed to make 

the event become interesting and going well. Cleaning the laboratory room, making some 

directions to make the guest easy to understand about what we were doing in our laboratory. 

Making powerPoint, and short video to make the explanation became easier. When the guest 

came, I tried to welcome them kindly, and tried to explain about our laboratory's work. (Aini, 

Hanifah (M1)). 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/11/13 17:39:01 

 

（１６） 

タイトル：  環境微生物学研究室オープンラボ「～微生物の世界を覗いてみよう～」 

実 施 者： 森田なな星・山口真由・横山日向子 

実施場所： ８号館４３４室前廊下 

対象・人数：オープンラボ来場の中高生または保護者 

実施期間： 2018 年 11 月 3 日 ～ 2018 年 11 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

 微生物研究の一端を本企画対象者に体験していただくことにより、生命科学分野への関心を高

めることを目的とする。また、入試や学生生活、研究についての相談も受けることで進学先として

の首都大学東京の魅力を伝える。ほか、本企画を通じて実施者自身の対人対応能力を向上させ

る。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 以下２つの研究について紹介する。 

 ・中房温泉バイオマット 

 ・多摩川バイオフィルム 

 微生物の培養培地、1/2 wall site 温泉バイオマットポスターの展示、動画による研究紹介と解

説、サンプル観察会、微生物クイズなどを行う。 

 

微生物クイズ 
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培養培地展示、研究紹介動画 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

研究の展示： 

 実際に培養した微生物サンプルを来場者に観察していただいた。来場者の質問に対応し、微

生物研究の意義と魅力を伝えた。 

 

研究の紹介： 

 中高生や保護者に伝わるよう展示物を活用して紹介した。専門用語をむやみに使わず平易に

言い直すなど、一般向けの説明を行った。 

 

首都大学東京の情報提供： 

 大学・大学院入試、生命科学コースで学ぶ内容、研究室配属までの過程、就職先など実施者

の経験に基づく情報を提供できた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 対象者と企画のミスマッチが今回の反省点である。実際、中高生よりも小学生以下の来場者が

多く、内容的にあまり対応できなかった。保護者については微生物に造詣が深い方が多く、一般

的な説明よりも専門的な話をすることの方が多かった。本大学に関することについては親身に相

談・対応できたと思う。対象者層でない人へどう配慮するかが課題である。(M1 森田なな星) 



 - 41 -

 

 微生物を使って何をやっているか、どんなことをやっているかということを知りたい中高生や保護

者の方のニーズには応えられていたと感じた。しかし、「研究室｣というものがどんなものなのかを

知りたい方には物足りなかったのではないか。研究室内の人数や男女比、コアタイムやゼミにつ

いて言葉では説明するものの、イメージがわかないと考えられるので、普段の実験やゼミや、毎

年行われるラボ旅行や、忘年会などの写真を貼って、研究内容にとどまらない、研究室にいる人

間の雰囲気がより伝わるようにしたい。動画ではそれらイベントの様子も流したので、それを見て

くれた人にはお伝え出来たが、写真として貼っておくとより説明しやすいかもしれないと考えた。

(M1 山口真由) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/11/07 13:06:35 

 

（１７） 

タイトル：  植物生態学研究室オープンラボ「はじめての生態学」

実 施 者： 金城薫、田中紫苑、中越智也 

実施場所： 8 号館 2 階 263 室 

対象・人数：オープンラボ来場者 

実施期間： 2018 年 8 月 18 日 ～ 2018 年 8 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 

企画は、オープンキャンパスの参加者である高校生やその保護者、一緒に来場されるお子さん

を対象に、当研究室の研究内容に興味を持って頂くとともに、生態学についての関心を高めるこ

とを目的とした。 

また、企画を通して、改めて生態学の内容や自分たちの研究の意義や内容を再確認し、その理

解を深め、来場された方からの質問を受けることで、新たな視点や研究内容をより深く発展させ

る。このことを目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

展示は壁面にポスター類を配置し、実験卓上に実際に手に取れる形式で実物資料を配置した。

これにより、視覚・触覚情報と文章情報を統合して理解できるようにする。具体的には、ポスター

として、「生態学とは」、「小笠原諸島での研究」、研究内容のポスター、南大沢キャンパスを中心

とした多摩地区の航空写真を展示する。はじめの 2 枚のポスターで生態学の触りや首都大で生

態学を研究する上での特徴を説明する。また、航空写真を展示することで、現在の多摩地区の

森の分断化をわかりやすく説明できる。 

実際の植物を小地形ごとに展示することによって、生態学の疑問などが身近にあることを実感し

て頂くとともに、様々な植物が日向緑地に生育していることを知って頂ける。 

企画の特徴としては、実際に緑地の植物の展示を行うことで、より身近な植物について知りつ
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つ、ポスターなどの説明も加えることで、生態学についてより身近に感じられることです。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

１、研究室紹介 

当研究室の紹介として、(1)（植物）生態学とはどんな学問か？、(2)小笠原諸島での食害と植生

回復の研究例、(3)学生の行なった研究例。 

(1)で生態学の概要を掴んでもらった後、(2)(3)というスケールの全く異なった研究を紹介し、材料

や方法の幅広さを知ってもらえる構成にした。 

２、松木日向緑地に関する複合展示 

松木日向緑地は都市部での残存林の一つとして知られている。その松木日向緑地に生育してい

る植物をそれぞれの小地形ごとに展示した。また、松木日向緑地を中心とした周囲の航空写真

を展示することにより、都市開発により都市部での森林の孤立化をより伝えられやすくなるように

工夫した。 

また、学生の行なった研究例の中にも松木日向緑地をフィールドとして行なっている研究もある

ため、実際に展示している植物と関連付けつつ、説明することで、研究の説明もよりわかりやすく

行うことができた。 

３、実際の実験器具の展示 

実際の研究で利用している道具(ミニロッドや魚眼レンズ、樹高棒など)を展示した。実際に利用し

ている道具を展示することで、その道具を研究でどのように使うのか、説明すると共に、植物生

態学の研究に興味を持って頂けるようにした。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

前回のオープンラボでも、日向緑地に生育している植物と研究で使用している道具、ポスターの

展示を行ったが、研究で利用している道具を展示している方にはあまり人が流れず、入口付近に

のみ人が集中していた。そのため、今回は道具を展示するスペースを少し小さくし、その場所に

緑地に生育している植物やトチノキの実やチョッキリに切られたどんぐりのついた枝などの興味

を引きやすいものも展示することで、より人が部屋の奥にまで流れるように工夫した。その結果、

より多くの方に来場して頂き、多くの植物や研究例などを伝えることができたと思う。しかし、前回

以上に高校生が多く来場され、その方々に対して、より興味を持って頂けるような工夫ができて

いなかったようにも思える。そのため、高校生の方々にもより興味を持って頂けるように考えさせ

られるような内容も組み込んでいけるように工夫して行きたいと感じた。(M1 中越智也) 

 

昨年もオープンラボの手伝いを行っていたので、今回の実施において当日の流れを把握したり、

来場者の対応がうまくできたと思う。しかし、問題点も見つけられた。それは実施場所の部屋の

入り口が狭い、実験机を動かすことができない、出口が入り口と同じという特徴から生じる。この

ため、同じ時間に来場者が集中すると入り口で詰まってしまい、中には部屋に入れないまま諦め

て他の場所へ移動してしまう方の姿も見られた。これを防ぐために、部屋で展示、紹介するもの

の順番と配置を考え、入り口付近で人の流れが滞らないような工夫が必要だと感じた。(M1 田中

紫苑) 

 

昨年度に引き続き、二階の実験室で開催したため、涼しく快適な場所で展示ができた。来場者は
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開場と同時に入ってきた。準備で手間取り開場が遅れたことについては反省したい。 

&#160;内容に関して、今年も緑地で採集した植物に関心を持つ人が多かった。今年は既に植物

および動物の生態や分類に興味を持った受験生の対応をすることが多く、少し専門的な内容に

踏み込むこともあった。セミナーでラボのメンバーの研究内容を理解していたので、去年より説明

がスムーズにできたと思う。(M1 金城薫) 

 

 

終記入日時： 2018/09/04 20:27:45 

 

（１８） 

タイトル：  微生物学合同学内オープンセミナー 

実 施 者： 森田なな星・山口真由・横山日向子・田中 陽菜・金室 晶貴・森岡 祐莉佳・中村 勇

之介 

実施場所： 11 号館 105 

対象・人数：環境微生物学研究室・光合成複合微生物研究室（約３０名） 

実施期間： 2018 年 8 月 3 日 ～ 2018 年 8 月 3 日 

 

＜概要／目的＞ 

本学における主に微生物をフィールドとしている学生同士の交流を通し、これまでの実験成果や

これからの研究の展望について考えることを目的とした。学生同士がお互いにどのような目的を

持ち実験をしているかを知る事によって、学生同士で研究を深めるきっかけにするために開催し

た。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

学生は一人１０分以内での発表、質疑応答も行った。講演・発表ともに英語で行った。あらかじめ

タイトルを集めタイムスケジュールを組んだ。当日は司会やタイムキーパー等役割を定めて運営

を行った。 

産業技術総合研究所から堀知行 氏を迎え講演を頂くとともに学生の発表にアドバイスも頂い

た。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

環境微生物学研究室と光合成複合研究室の合同開催となった。普段は内容の近い人同士でし

か情報が共有されていなかったことも、お互いの研究内容を発表することにより知る事が出来
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た。また、堀氏の講演は同じ微生物のフィールドという事もあり、学生からの質問も相次いだ。 

 

 
↑学生による発表の様子 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

企画段階から会場がなかなか決まらず、タイムスケジュール等も決まるのが遅くなってしまった。

いつまでに何が必要か早い段階で確認するべきだった。無事開催する事ができ、学生同士や外

部講師の方との交流が深まる良い機会となったと思う。（環境微生物学研究室 M１ 横山日向

子） 

 

私自身の反省点はタイムスケジュールを作成する役割であるにも関わらず、企画の全体像を把

握しきれていなかったことである。もっと積極的に話し合い、関わっていくべきであった。不安を抱

えた企画だったが、合同企画者同士でうまく役割分担でき、当日はつつがなく進行できたと思う。

企画や研究についての助言を多くいただき、良い経験になった。（環境微生物学研究室 M１ 森

田なな星） 

 

当日の司会を担当した。前日までの準備のところを環境微生物研究室に大半を任せてしまってし

まったことが反省点である。参加者の研究内容や考え方を知れる良い機会になった。これを続け

ることで教授や外部の先生、学生同士が助言し協力し合える良いきっかけになると思う。（光合

成複合微生物研究室 M１ 田中陽菜）  

 

こうした企画は、近い分野を研究している、環境微生物学研究室と、光合成複合微生物研究室

の学生が互いの研究を知る良い機会であった。さらに、外部の方をお招きすることで、企画がき

ちんと実行され、研究の話にも幅が出たと感じる。大学以外で活躍する研究者の方のお話は良

い刺激になった。 

しかし、準備段階ではいくつか反省点がある。全体をまとめる係の学生に多くの仕事を任せすぎ

になってしまったと感じる。全体を統括するような外部の方との連絡やスケジュールの管理以外

の、実施場所やディスカッション後の懇親会に関する仕事にはもう少し積極的に関わるべきであ
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ったと感じる。(環境微生物学研究室 M1 山口真由) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/09/04 18:01:17 

 

（１９） 

タイトル：  植物系統分類学研究室オープンラボ 

実 施 者： 大竹彩加、西田新、宮川彩花 

実施場所： 牧野標本館 1 階ロビー 

対象・人数：オープンキャンパス来場者 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日

 

＜概要／目的＞ 

オープンキャンパスに来場された高校生やその保護者の方を対象に、本研究室がどのような研

究を行っているかを知ってもらうことで植物に興味関心を持ってもらうと同時に、牧野標本館につ

いて標本庫の学術的役割や価値を広めることを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画では、ポスター展示、標本の展示、加えてこれらに関する説明を実施した。 

ポスターは、植物系統分類学研究室で行われている研究を、シダ、キノコ、花、小笠原の 4 つの

観点に分けて一般向けに紹介をした。ポスターは専門用語をわかりやすい言葉に置き換えると

同時に、写真を貼ることで難しくなりすぎないように心がけた。 

また、オープンキャンパスということで高校生に少しでも植物の面白さを知ってもらうためにクイズ

形式のポスターも展示した。 

さらに、今回は牧野標本館別館での標本庫ツアーが出来なかったため牧野標本館に関する説明

のポスターも展示した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

展示したポスターや標本をじっくりと眺める来場者が多かった。また、内容について興味を持って

いそうな方には自ら声を掛けて説明をしたり、質問に答えたりした。 

これらのことから本研究室の研究内容や牧野標本館についてよく知ってもらえたと思う。 

また、一般の方向けに自らの研究内容を説明する機会はあまり無かったため、簡単にわかりや

すく説明する良い練習になり、一般の方がどういった所に疑問を持つのかを知れる機会にもなっ

たと思う。 
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↑オープンラボの様子 

 

 
↑標本 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

生物学の知識がまだ浅い高校生に研究内容を分かりやすく説明するのは想像以上に難しかっ

た。しかし、熱心に話を聞いてくれたり質問をしてくれたりする高校生もいたため充実した時間を

過ごせたと思う。また、今回は標本庫ツアーが出来なかったが標本庫に興味を持ってくださった

方や、標本庫見学を目的に来てくださっていた方が多かったため、次回は必ず標本庫ツアーを行

えるようにしっかりと準備をしていきたいと思う。(M1 大竹彩加) 

 

標本だけでなく研究内容や牧野富太郎博士についてなど様々な観点からの質問があり、私も改

めて考えるきっかけとなることが多かった。今回は展示内容に関してこちらから説明することがあ

まりできなかったため、次回は来場者に合わせた積極的な声かけ、解説を行ないたいと思う。

(M1 宮川) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/09/04 9:21:12 
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（２０） 

タイトル：  聖光学院中学校・高等学校における課外授業「聖光塾」の実施

実 施 者： 矢崎英盛（動物生態学研究室 M1） 

実施場所： 寺家ふるさと村（神奈川県横浜市） 

対象・人数：生徒 30 人程度 

実施期間： 2018 年 8 月 25 日 ～ 2018 年 8 月 26 日 

 

＜概要／目的＞ 

私の母校でもある横浜市の聖光学院中学校・高等学校では、近年「探求学習」という主題で、生

徒たちが自主的・能動的にテーマを深める学習活動を重視している。今回は同校の沖田教諭よ

り依頼を受け、横浜市内で里山環境に身近に接することのできる寺家ふるさと村を会場に、実際

に自然に触れる体験を行なった上で、それをどう解釈し理解を深めるか、ワークショップを通じ

て、私が学ぶ生態学の一端を紹介する、という課外授業を企画した。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

聖光学院は昨年度からスーパーサイエンスハイスクール（SSH）に指定された学校であるが、2 年

前に、同校での昆虫観察の企画を行った時は、多くの生徒たちが、理科の学習を通じての昆虫

の知識は豊富であるものの、実際に昆虫を手に取ったことがあるのは数える程の人数であり、ま

た虫網の中に昆虫を入れても、それを取り出すことができない、といった場面にしばしば出会った

ことが印象的であった。今回は、単線的に正解を求める技術に習熟してきたであろう生徒たち

に、比較的希薄であると思われる生徒たちの自然に対する実体験を通じて、自然のような簡単に

答えの出ない複雑な対象に向き合って、それに対するアプローチ自体を考える面白さを共有する

ことを目標とした。またその対象として私自身が現在学ぶ生態学を題材にとりあげることで、私自

身にとっても初めて生態学について学校外の他者に対して話をする機会となった。 

募集の結果、中学 1 年生約 30 名が参加することになり、2 日間で約 15 人ずつを対象に授業を行

った。午前と午後の2 部に分け、午前中はまず実際に里山で昆虫をとらえる実体験をしてもらい、

午後はその昆虫をスケッチすること、そして午前に歩いた里山に生息する生物がどんな関係を持

ちながら生態系を構成しているか、生徒たちに考えてもらう室内のワークショップを通じて、午前

中に得た感覚を生徒たち自身の中に落とし込んでもらうことを狙った。8/24（金）と 8/25（土）の開
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催を予定していたが、台風の影響で 8/25（土）と 8/26（日）の実施となった。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

午前の昆虫採集では、40cm 径の捕虫網と虫かご、およびチョウとトンボの採集用に三角紙を配

布し、虫網の使用法の指導などを行いながら、9:00-11:30 まで、野外での昆虫採集を行なった。

谷戸に作られた水田を中心とする寺家ふるさと村の環境ではトンボ類やバッタ類が豊富であり、

終的に全ての生徒が自らの網で昆虫を捕らえ、網から取り出して飼育ケースに入れる作業を

体験できた。採集の際は、すぐに名前を教えて解説するのではなく、まず目の前にある実物を観

察することを意識させた。なお両日とも35℃を超える猛暑のため、予定を早めに切り上げて、ビジ

ターセンターに戻った。 

午後（12:30-15:30）は、ビジターセンターの講習室にて、透明のプラスチックバッグの中に昆虫を

入れて、色鉛筆と画用紙を用いて観察・スケッチを行い、終了後にそれぞれのスケッチ、および

気づいた点・疑問点を発表し、ディスカッションを行なった。その後「ティンバーゲンの 4 つのなぜ」

を紹介しながら、それぞれ生徒の抱いた生物への疑問を深めるためには多様なアプローチがあ

りうること、それが生物学の多様な学問分野につながっていることを簡単に紹介した。 

休憩後、寺家ふるさと村で私が撮影した生物の写真を印刷したカードを使いながら、午前中に歩

いた里山に生息する生物たちを、生物群集、あるいは生態系の観点から、どのように理解するこ

とができるか、班にわかれて自由に考えてもらった。何もヒントを与えない場合は、ほぼ全ての班

が、中学受験で学習したことのある「栄養段階のピラミッド」を再現しようとするが、次第にそれだ

けでは捉えきれない種間関係を意識する班が多くなり、「Food Web」に近い種間関係に基づく図

式化を試みる班、あるいはキノコから全ての生物の関係を俯瞰しようとする独創的なアイデアの

班などが現れ、 後にやはり発表・ディスカッションを行った。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

初めての「科学コミュニケーション」の機会となり、大変有意義であったと同時に、研究を通じて自

分自身が学びを深める必要性を痛感する機会となった。「自然観察会」と「科学コミュニケーショ

ン」を組み合わせることが、特に自然体験の希薄な層に有効なのではないか、というアイデアを

抱いていたのだが、今回は午後のワークショップにどの生徒もスムーズに導入でき、ディスカッシ

ョンが非常に活発になったことは、その効果の一端でもあったのではないか、と感じている。もし

次回の機会があれば、より定量的なデータ採取にもとづいたディスカッションを導入してみたい。

 

 

終記入日時： 2018/09/04 9:18:56 

 

（２１） 

タイトル：  埼玉県所沢市の「トトロの森」における昆虫観察会 

実 施 者： 矢崎英盛（動物生態学研究室 M1） 

実施場所： 公益財団法人「トトロのふるさと基金」（埼玉県所沢市）

対象・人数：幼児～小学生、およびその両親、計 80 名程度 

実施期間： 2018 年 6 月 2 日 ～ 2018 年 7 月 14 日 

 

＜概要／目的＞ 

公益財団法人「トトロのふるさと基金」は、埼玉県所沢市の狭山丘陵において「トトロの森」と名付
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けられた里山環境の保全管理を行うトラスト団体である。筆者は 2016 年より、同基金の主催する

散策会・自然観察会、および生態調査にボランティアスタッフとして関わってきた。今年度夏季

は、筆者が昆虫の研究に携わっていることを踏まえて、「トトロの森」の昆虫について親子連れを

中心とした来場者へ案内を行う企画への協力を依頼された。本報告書では、6/2（土）・9（土）の

日中に行われた「昆虫博士とトトロの森探検」、および 7/14（土）の夜間に行われた「トトロの森の

夜の生きものと蛍の観察会」について報告する。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

自然観察会の運営にあたってしばしばボトルネックになるのは、「自然観察」という企画名を提示

した時点で、それなりに自然に関心のある参加者が集まりがちであり、本来アプローチしたい自

然に関心の薄い層への接触が難しいことである。「トトロの森」は、その名称やブランドイメージか

ら、普段自然に触れる機会のない客層と接することが可能であり、また昆虫は特に親子連れに

対しての訴求力が高いことから、そこを出発点に長期的な視点で自然に親しみを深めてもらうた

めの原体験を提供するために効果的なアプローチとなりうる。 

今回はトトロの森の中を歩きながら、実際を昆虫をはじめとする生物に触れる中で、講師から一

方的に知識を与えるのではなく、参加者に能動的に生物との関わり方を探ってもらい、 終的に

は参加者の日常生活の中に自然との親しみの意識を落とし込むことを目標とした。また生態学を

学ぶ学生として、昆虫を軸にその周囲の環境にまで目を広げてもらうことを目標に、親子向けの

効果的な観察会運営のあり方について、A.親と子の間に序列を作らず、好奇心を親子の間で共

有する空間を作ることを意識的に狙うこと、B. 大学院で研究する生態学の視点から解説を行うこ

と、という 2 点の新しい試みを行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

①「昆虫博士とトトロの森探検」9:00-12:00 

各回 20 名前後の参加者を講師 4 人で 2 班に分担して、実際にトトロの森を歩きながら、特に小学

生以下の子供とその両親を中心に、昆虫の観察と解説を行った。全体運営はトトロのふるさと基

金の花澤氏がとりまとめた。 

私は当日の講師リーダーとして、 初に、エゴノキで観察されるエゴツルクビオトシブミを題材に、

昆虫を探すためには、その姿を追いかけるだけでなく、植物との関係や、食痕、あるいは日当た

りや気温など、その昆虫の生息する環境に着目することが重要であることをレクチャーした。その

後、森の中では参加者に自由に対象物を探してもらいながら、逐次参加者の能動的な疑問を喚

起することにつとめた。例えば、キアシドクガの蛹が、食樹であるミズキからどのような距離で観
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察されるかを調べることで、幼虫が蛹化する際に行う「Wandering」という行動の意義について、講

師の側から解説する前に、参加者に自発的に考えてもらう時間を重視した。またドウダンツツジ・

ウメガサソウ・ギンリョウソウという 3 つのツツジ科の植物を題材に、森の樹木や菌類を含めマク

ロに森林生態系を俯瞰する視点を提案し、昆虫を出発点に森全体に参加者の視点が広がること

を狙った。また樹液に集まる昆虫の観察を題材に、そもそも樹液が出る樹木はなぜここに生えて

いるのか、という観点から、社会との関係についての視点を喚起することにつとめ、参加者の当

事者意識を喚起し、生活の中に自然との親しみを落とし込むことを試みた。 

 

 

②「トトロの森の夜の生きものと蛍の観察会」18:00-21:00 

40 名前後の参加者を 3 班に分担して、夕暮れの森の昆虫と、湿地でのヘイケボタルの飛翔を観

察した。全体運営はトトロのふるさと基金の児嶋氏がとりまとめた。 

私は、森の昆虫の解説担当として、雑木林に設置したライトトラップに飛来する昆虫、および、周

辺の樹液で観察される昆虫類を、参加者に紹介した。いずれの場においても、私が大学院での

研究対象としている蛾類の姿が多かったため、その生態について多角的に解説することができ

た。飛来した昆虫類にはさほど珍しいものは確認できなかったが、ごく身近にいる普通種に対し

て観察の視点を提供することで、参加者の日常生活の中で自然を意識してもらうことを狙う、とい

う意味では、むしろ効果的に時間を利用することができた。 
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＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

事後アンケートの結果からは、参加者からは概ね好評を得られた。特に新しい試みのうちの A に

ついては、子供の日常生活に与える親の影響の大きさから、むしろ両親に対して自然への関心

を喚起することが重要であると考えられるため、比較的効果的なアプローチができたと考えてい

る。B については、今後生態学を私が学ぶ中で、より効果的な方法を深めていけたらと考えてい

る。また夜の観察会では、終了後にマムシを近隣で目撃したこともあり、安全管理について更に

細やかな対応が必要であると感じた。  

 

終記入日時： 2018/09/03 23:51:46 

 

（２２） 

タイトル：  発生生物学研究室オープンラボ 

実 施 者： 照井宙夢，原規司，山口菜緒，清水優紀，古井佳奈

実施場所： 8-247 

対象・人数：大学説明会来場者 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日 

 

＜概要／目的＞ 

大学説明会に来場された高校生やその保護者の方などを対象に，研究に用いている動物や，発

生生物学の分野について興味を持ってもらうことが大きな目的である．また，当研究室で実際に

研究に用いている動物のサンプルを展示することで，大学説明会だけでは得ることができない研

究についてのイメージを持ってもらうことができる．それらに加えて，企画者にとっても，専門知識

の無い方に対して研究の説明能力や，情報発信能力，自主的な企画能力を向上する目的があ

る． 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

胚のサンプル，発生過程をまとめたポスターやパネルを展示した． 

生きた胚のサンプルを観察できるようにしたことが今回の企画の特徴である． 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 
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来場者に対して，展示物を用いてニワトリとホヤの胚発生についての説明を行ったり，質問対応

を行った．生きたサンプルを展示したことで，来場者には動物の胚発生を研究する魅力を伝える

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）＞ 

ホヤという生物を知らない来場者が多かったので，ホヤの生態や進化的な位置がよりわかるよう

な展示にした方が，ホヤを知らない来場者にも興味をもってもらいやすいと思う． （照井宙夢） 

 

実際の胚の展示や固定サンプルを多く展示したため、普段見ることのないサンプルを見て、来場

者の方には発生の面白さを少しでも伝えることが出来たのではと思った。午前中は来場者が殺

到し、会場の外で待ってもらってしまったため、混雑時と空いている時で話す内容を変えること

で、混雑の緩和ができるのではと思った。（山口菜穂） 

 

ホヤの発生を説明したポスターと、生体のホヤを展示した。生体を展示したことで、ホヤという生

物を知ってもらうことができたが、ホヤを研究に用いる意味や研究の実際は十分に伝えられなか

ったと感じた。ホヤだけの説明でなく、発生生物学は何をどうやって研究する学問なのか、わかり

やすく説明できるとよりよかったと思う。（古井佳奈） 

 

オープンラボには,大学説明会に来場された高校生やその保護者の方など,発生生物学になじみ

がない方もいらっしゃいます.そのため,研究や展示物の説明の前に,発生生物学とはどういう分野

なのか,何を解明することを目指しているのかなど,大枠を簡単に話した方が良いと思いました.そ

ういったポスターの準備はできていなかったので,次回の大学祭でのオープンラボでは用意できる

ようにしたいと考えています.また,次回の大学祭では,高校生だけでなく,中学生や小学生もいらっ

しゃるので,オープンラボにいらっしゃったどの方にも発生生物学のおもしろさや,研究のおもしろさ

が伝わるような展示にさらに工夫する必要があると思いました.(清水優紀) 

 

ポスターや生きた胚、様々なサンプルを展示したことで、来場者の方に楽しみつつ、発生に興味

をもっていただけたように思った。実際の胚を見てもらうことが一番興味をひくため、ポスターなど

がうまく使えていないように感じる。さらに面白いと思ってもらえるためにもポスターの使い方・説

明を改善するとより良いと感じた。(原規司) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/09/03 22:06:20 

 

（２３） 

タイトル：  神経分子機能研究室 2018/8/13 ひらめき ときめき サイエンス 

実 施 者： カク アンニ、真野 叶子、知久 朋樹 

実施場所： 首都大学東京 南大沢キャンパス 9 号館 493 
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対象・人数：事前募集した高校生２名 

実施期間： 2018 年 8 月 13 日 

 

＜概要／目的＞ 

 当企画では生物に興味のある高校生が、実際に研究室で実験する。実験の楽しさ、むずかしさ

に触れ、より生物に興味をもつきっかけにしてほしい。また、高校では習わない実験手法の仕組

みや詳しいタンパク質の解説を行うことで、生物の知識も深めることができる。 

 高校では座学の授業が多く、実際に実験を行なう時間は少ない。普段当研究室で行なっている

Western Blotting などの実験は、指導者側のテクニックが必要であるとともに、試薬なども多く必

要であるため、高校の授業で行われることは少ない。そのため、高校生にとっては数少ない専門

的な実験に触れる機会である。 

 企画者にとっては、外部と交流する機会となる。今回は特に高校生であるため、説明などを行う

ときには、高校生の立場にたって考えなければならない。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「実験体験」 

 当研究室で日常的に行われている Western Blotting と細胞の蛍光染色による観察を行った。こ

の実験から同じタンパク質でもどのような違いがあるのか、タンパク質の見え方はどのように異な

るのか考えてもらった。 

「タンパク質の解説」 

Western Blotting と蛍光染色の仕組みを解説した。また、タンパク質とはどのようなものなのか、

高校範囲を超えて詳しい解説を行った。 

「進路相談コーナー」 

受験勉強や進路決定などの進路相談を受けた。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者：高校生を対象に説明を行うことで、自身の実験内容についてわかりやすく説明する能力

が身に付くと期待される。さらに、高校生の立場にたって、相手にわかってもらうにはどのように

説明しなければいけないか考えることができる。また、高校生からの質問を受けることで、コミュ

ニケーション能力もつくと考えられる。 

対象者：普段できない実験をすることで、生物学の研究に興味を持つきっかけとなる。また理系

の大学生・大学院生との対話を通して、学生が取り組む研究とはどういったものであるかを理解

することができる。特に高校生にとっては、現在自身が学び得ている知識の延長上にどのような

研究があり、その知識がどう生かされているのかを知ることができるため、進路決定の参考にな

ると期待される。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボは高校生が二人参加しました。参加したひとの生物に関する興味が深くなる

のを目的として、牛乳や豆乳などの色々のタンパク質を用いて、タンパク質を分析できる
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SDS-PAGE を行いました。SDS-PAGE は実験してない高校生として理解しにくい内容だったと思

いますが、実験を上手くできていました。（M1 カク） 

 

私は神経細胞を actin で免疫染色し顕微鏡で観察する実験とタンパク質の説明を担当した。参加

した高校生は生物に対しての関心が高く、少しでも気になったことはすぐに質問してくれた。質問

のなかには難しいものもあり、私自身の勉強にもなった。タンパク質の説明では、高校生が習っ

ている範囲を考えて、内容を考えた。相手の気持ちになって説明することや、実験を計画すること

ができ、勉強になった。(M1 真野) 

 

今回は高校生 2 名に向けて、「色々なタンパク質を見よう」ということで、数種類のジュース、ショ

ウジョウバエの頭部、マウス脳のタンパク質を SDS-page と CBB 染色によって確認した。実験を

教えるにあたって、自分が予想している以上に実験等の説明をする必要があった。このことか

ら、面接等で自分の研究の説明をするときは、その背景をいかに上手に伝えるかが重要である、

ということを学べた。（M1 知久） 

 

（写真は当日、高校生が実際に免疫染色をして観察・撮影した神経細胞）  

 

終記入日時： 2018/09/03 16:30:30 

 

（２４） 

タイトル：  動物系統分類学研究室オープンラボ 2018 年 7 月 15 日「多様な生物の進化・形態・

行動」 

実 施 者： 庄司一貴、山田藍生、全永誠、松尾侑紀、塚本 将 

実施場所： 牧野標本館２F セミナー室 

対象・人数：首都大やその研究に興味のある小中高生とその親 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日 

 

＜概要／目的＞ 

学外からの人が自由に出入りする説明会は、我々の活動を理解して頂く良い機会である。そこ

で、身近な自然について考えるきっかけにしてもらうことを目的としオープンラボを開催した。本企

画では、高校生や一般の人に 1)虫の形の美しさ、行動や生態の面白さに気が付いてもらい、2)

先端の分類学と行動学に触れる機会を与える展示を行った。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・標本展示; 実物を観察してもらい、構造美に気が付いてもらうことで好奇心を与える。 

・生体および行動展示; 行動の面白さに気が付いてもらうともに、分類学との連携に気が付いて

もらう。 

・研究紹介ポスター; ポスターを呼び水に 先端の研究に触れてもらう。そして企画者らとの会話

を通し、主体的に行う研究の面白さ、論的な思考がどういうものか触れてもらう。これにより研究

を通して主体的に思考し行動する能力がつく可能性があることを紹介する。  
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・進学、進路相談; 大学を選ぶ、就職、院進学するにあたっての疑問や不安に答える。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

標本展示・整体展示・ポスター展示を通して、研究室で行っている研究内容について紹介した。

また、本大学の周辺の生物を扱うことで、身近な自然についてに興味を持ってもらえるようにし

た。実施者各自が、自身の研究に関連した展示を自由に企画し、オープンラボ会場にそれぞれ

展示ブースを設置した。 

 

以下各々の展示を示す。 

庄司；アリの行動ビッグデータ解析事例の解説、研究室紹介ビデオの展示 

山田；ベトナム・台湾におけるフィールドワークと採集された多様な昆虫の標本および写真の展

示 

塚本；多足類の分類の解説と標本および生体展示 

 

 

塚本の展示 

 

庄司の展示 
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山田の展示 

 

成果 

今回の活動によって、一般の人に自然について身近に感じてもらえたと考える。また、大学の研

究室でどのような活動が行われているか理解できたと思う。 

企画者は今回の活動を通して、自分の研究を分かりやすく説明するかという練習になり、一般の

人の自然の感じ方や我々の活動に対する考えを知る機会にもなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

庄司；リクルート戦略としてオープンキャンパスが果たして効果的なのか疑問。結局のところ近所

の学生に大学を刷り込んでいるだけではないかと思った。遠方を含めた多様な出身地の学生確

保が課題だと思った。ローカル大学としては十分だろう。 

山田；次回はアリと好蟻性昆虫の共進化について詳しく展示したい。 

全；自分の研究を他人に伝える上でとても勉強になった。 

松尾；次回は研究成果の展示を行いたい。 

塚本；研究成果の展示のみならず生体の展示も併せてでき実際に触れてもらえて興味を持って

もらえてよかった。 

 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/09/03 13:43:29 

 

（２５） 

タイトル：  動物系統分類学研究室オープンラボ 2018 年 8 月 18 日「多様な生物の進化・形態・

行動」 

実 施 者： 庄司一貴、山田藍生、松尾侑紀 

実施場所： 牧野標本館２F セミナー室 
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対象・人数：首都大やその研究に興味のある小中高生とその親 

実施期間： 2018 年 8 月 18 日 ～ 2018 年 8 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 

学外からの人が自由に出入りする説明会は、我々の活動を理解して頂く良い機会である。そこ

で、身近な自然について考えるきっかけにしてもらうことを目的としオープンラボを開催した。本企

画では、高校生や一般の人に 1)虫の形の美しさ、行動や生態の面白さに気が付いてもらい、2)

先端の分類学と行動学に触れる機会を与える展示を行った。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

・標本展示; 実物を観察してもらい、構造美に気が付いてもらうことで好奇心を与える。 

・生体および行動展示; 行動の面白さに気が付いてもらうともに、分類学との連携に気が付いて

もらう。 

・研究紹介ポスター; ポスターを呼び水に 先端の研究に触れてもらう。そして企画者らとの会話

を通し、主体的に行う研究の面白さ、論的な思考がどういうものか触れてもらう。これにより研究

を通して主体的に思考し行動する能力がつく可能性があることを紹介する。 

・進学、進路相談; 大学を選ぶ、就職、院進学するにあたっての疑問や不安に答える。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

標本展示・整体展示・ポスター展示を通して、研究室で行っている研究内容について紹介した。

また、本大学の周辺の生物を扱うことで、身近な自然についてに興味を持ってもらえるようにし

た。実施者各自が、自身の研究に関連した展示を自由に企画し、オープンラボ会場にそれぞれ

展示ブースを設置した。 

 

以下各々の展示を示す。 

庄司；アリの行動ビッグデータ解析事例の解説、研究機材の展示 

山田；ベトナム・台湾におけるフィールドワークと採集された多様な昆虫の標本および写真の展

示 

 

成果 

今回の活動によって、一般の人に自然について身近に感じてもらえたと考える。また、大学の研

究室でどのような活動が行われているか理解できたと思う。企画者は今回の活動を通して、自分

の研究を分かりやすく説明するかという練習になり、一般の人の自然の感じ方や我々の活動に

対する考えを知る機会にもなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

庄司；リクルート戦略としてオープンキャンパスが果たして効果的なのか疑問。結局のところ近所

の学生に大学を刷り込んでいるだけではないかと思った。遠方を含めた多様な出身地の学生確

保が課題だと思った。ローカル大学としては十分だろう。 

山田；次回はアリと好蟻性昆虫の共進化について詳しく展示したい。 
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松尾；次回は研究成果の展示を行いたい。 

 

 

標本展示 

 

研究機材の展示 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/09/03 13:41:37 

 

（２６） 

タイトル：  細胞生化学研究室 オープンラボ「細胞の世界 ～RNA とタンパク質～」

実 施 者： 大澤遥花、松田味蓉、宮田宗太朗 

実施場所： 首都大学東京 南大沢キャンパス 8 号館 3 階 東エレベーターホール 

対象・人数：オープンキャンパス来場者 

実施期間： 2018 年 8 月 18 日 ～ 2018 年 8 月 18 日 
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＜概要／目的＞ 

当研究室にて行われている研究とそのバックグラウンドを、一般的に知られていると思われる知

識（DNA、タンパク質などに関連すること）や高校生物の内容を織り交ぜながら知ってもらう。これ

により、高校生物を軸にした内容と少し発展した知見を得て、生物学や生化学分野に興味を持っ

てもらうことを目的とした。 

また、当研究室で行われた研究や今までに学んだ知識を再確認すると共に、来場者の方々から

の質問からインスピレーションを得て、今後の研究におけるストラテジーに転化することを目的と

する。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画では、ポスター展示、実験器具の展示とこれらに関する説明を主に実施した。 

ポスターは内容がわかりやすいように、適宜、図を入れることで視覚的にわかりやすいように工

夫した。ポスターは、「SDS-PAGE, 免疫染色法の原理と方法」、「ユビキチン・プロテアソームシ

ステムの概要」、「RNA の異常スプライシングと不良タンパク質」、「RNA 結合タンパク質とそのは

たらき」の 4 点を展示した。 

また、実際に当研究室にて使用している実験器具の一部を展示・使用し、具体的にどのような実

験を行っているか説明した。実験器具は、主にウェスタンブロッティングに用いる器具を展示し

た。また、ピペットマンなど、一部の器具に実際に触れてもらった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

展示したポスターを見てもらい、質問に回答した。また、要望があれば、ポスターの内容を説明し

た。逆に、こちらから声をかけて質問を引き出したり、ポスターの説明を行ったりした。ポスターに

書かれているテーマはそれぞれ異なっているが、一連の流れをもつように意識したため、その流

れに沿って説明した。この際、高校生物学に対する相手の理解度を意識して説明するように心が

けた。同時に、ウェスタンブロッティングに用いる器具類や実際の結果を見せて、理解の助けとし

た。 

また、大学生活に関すること、入試に関すること、進路を決めた理由など、展示内容以外にもさま

ざまな質問を受けたため、これに対しても回答した。 

全体を通して、興味を持って質問してくれる高校生が多かったと思う。また、学生だけでなく、保護

者の方も興味を持って質問をしてくださった。もともと生化学分野に興味を持った高校生もいたた

め、このような学生はさらに興味を深めていたように見えた。 

また、今回は化学科の研究室とエレベーターホールを共有してオープンラボを実施した。そのた

めかどうかは明確には言えないが、来場者の数としてはかなり多かったように感じた。 

企画を実施した側としては、当研究室で行われていた各々の研究テーマについて再認識するこ

とができた。しかし、高校生に対して説明する際に伝わらない点が意外と多いと感じた。そのた

め、内容をもう少し簡単にしたり、導入部分をわかりやすくしたり、研究の目的や意義をよりわか

りやすくしたりと、より一層の工夫が必要だと感じた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

生物の知識がまだ浅い高校生に分かりやすく説明をするのは想像以上に難しかった。また、話し

掛けるタイミングを伺うのも大変だった。一方で、説明をしながら「なるほど」や「凄い」などの反応
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を貰えた時はとても達成感を感じた。（M1 大澤遥花） 

 

研究内容や生命現象について、高校生でも理解しやすいように、簡潔に説明するのはとても難し

かった。しかし、熱心に話を聞いてくれたり、質問をしてくれる高校生も多くいて、充実した時間を

過ごすことができた。想像以上に来場者がいて、対応が追いつかなくなってしまうことが何回かあ

ったので、グループごとに説明をしたり、ポスターの説明をより簡潔にするなどの工夫が必要であ

ると感じた。 

ポスター作製など、今回は余裕を持った準備ができていなかったので、次回の大学祭では直前

になって焦らないように準備したいと思う。（M1 松田味蓉） 

 

生物を学んでいる学生、学んでいない学生のどちらに対しても、説明が複雑すぎたように感じた。

高校生物の内容から導入するのではなく、一般生活に身近な事例（がん、病気など）から導入し

ていっても良いのではないかと思った。とはいえ、興味を持って質問してくれる学生が多かったの

は、ある程度は内容が伝わっているということだと思うので、良かった点なのだと感じている。保

護者の方がかなり興味を持って質問してくださったのは意外だったが、これも内容がうまく伝わっ

ていたことの裏返しなのではないだろうか。文章など、ポスターの構成はそのままに、次回以降

はもう少し内容を一般的に身近な内容にしていきたいと思った。（M1 宮田宗太朗） 

 

 

終記入日時： 2018/08/31 17:49:54 

 

（２７） 

タイトル：  分子遺伝学研究室オープンラボ「バクテリアの遺伝子研究の世界」

実 施 者： 大塚夏海、新森友香、志村知美、新倉孝明、加藤優一 

実施場所： 8-247 専門実習室 

対象・人数：オープンキャンパス参加者 

実施期間： 2018 年 8 月 18 日 ～ 2018 年 8 月 18 日 

 

＜概要／目的＞ 

オープンキャンパスに来場した方を対象に、あまりなじみのない「シアノバクテリア」について興味
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を持ってもらうことを目的とした。さらに、分子遺伝学研究室がどのような研究を行っているのか

を知っていただくことで、大学での研究のイメージをつかんでもらうことを目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

今回はオープンキャンパスと同時に行われたため、対象は高校生とその親御さんにして企画を

立てた。シアノバクテリアがどのような生き物か、そして身近にいる生物だと理解していただける

ような展示と説明を行った。さらに、研究室での研究内容を知ってもらうために、環境適応におけ

る遺伝子の働きがわかるような顕微鏡観察を行った。その際、クイズ形式にすることで、気軽に

楽しみながら理解してもらえるようにした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

1．シアノバクテリアの説明 

シアノバクテリアはなじみのない方が多いため、まず光合成をするバクテリアであること、形態や

生息環境は多様であることを写真で説明した。その上で、身近にもシアノバクテリアが使われて

いる商品があることを紹介することで興味を持ってもらえるようにした。 

 

2.シアノバクテリアの顕微鏡観察 

研究室で行われている研究を簡単に知ってもらうため、さらに遺伝子の働きについて知ってもらう

ため 2 種類の顕微鏡観察を用意した。1 つは通常培養した細胞、もう 1 つは栄養飢餓にすること

で分化を誘導した細胞である。2 つの違いは何かというクイズをだした上で、違いが遺伝子の発

現によっておこることを説明することで、少しでも遺伝子の働きについて実感しやすくなるようにし

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）＞ 

前回までの反省を踏まえ、今回は次のことに注意した。1 つは、難しすぎる説明にならないように

すること、2 つ目は簡単で分かりやすい実験をすること、3 つ目は入り口から出口まで展示の流れ

を作ることである。その結果、今回の展示は高校生だけでなく親御さんも楽しんでみていただくこ

とができ、人の流れもスムーズだったと思う。なかでも、シアノバクテリアの分化誘導前と後の違

いの展示は反応が良かった。次の課題は、顕微鏡観察の際、小さくて違いが分かりにくい印象を

受けたので、モニターに映すといった工夫が必要だと考える。また、今回は予想以上に多くの方

が来てくださったので部屋に観覧者が入りきらないことがあった。そのため、スペースの有効活用

法を考える必要がある。（M2 新森友香） 

 

前回のオープンラボの反省から、対象者に合った展示内容と説明を心掛けた。今回は高校生の

来訪者が多かったため、シアノバクテリアのおおまかな説明から詳細への流れを意識した説明を

行うことが出来た。また、オープンキャンパスということもあり親御さんの来訪も多く、保護者にも

興味を持ってもらえるような工夫として身近な商品や事例の紹介なども行った。 

改善点としては、来訪者に対して部屋のスペースを上手に活用できなかった点である。来訪者の

動線を意識して、混雑しないような会場作りをしていきたい。（M2 志村知美） 

 

昨年のオーブンラボで、隣で展示していた発生生物学研究室を見習って顕微鏡展示を行ったとこ

ろ、ふだんあまり使わないものだからか多くの方に興味を持って見てもらうことができてよかった。

また、予めシアノバクテリアの説明のポスターを数枚作製しておいたことで今までよりはスムーズ

にわかりやすく説明ができたように感じた。課題は上記の通り人の多さへの対応である。大学祭

のオープンラボでは改善したいと思う。(M2 大塚夏海) 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/08/27 15:08:39 
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（２８） 

タイトル：  動物生態学研究室オープンラボ 7/15

実 施 者： 伊藤 睦実 岸村 真央 ユ ペイ 

実施場所： 8 号館 5 階エレベーターホール 

対象・人数：オープンキャンパス来場者 

実施期間： 未入力 

 

＜概要／目的＞ 

大学説明会でのオープンラボに訪れた方々に、本研究室での研究内容について紹介した。紹介

方法は主に研究内容に関するポスターを掲示し、それを紹介する形でおこなった。さらに、研究

対象の動物の展示、動画の再生などを活用し、本研究室や大学に興味を持ってもらうことを目的

とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ポスター展示：本研究室での学生の研究成果をまとめたポスターを掲示した。ポスターの内容に

ついては適宜口頭で詳しく説明した。 

標本や生き物の展示：ポスター発表に関連のある生き物やその標本の展示をおこなった。実物

の展示が困難なものについては、動画などを利用した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

生き物や標本、動画などを紹介することで、本研究室で扱われている生物の説明をおこなった。

研究内容に興味を持って下さった方には、研究内容のポスターを口頭で詳しく説明した。研究内

容だけでなく、研究室での様子や大学院自体に興味がある方には広く紹介をおこなった。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

 今回のオープンラボでは自身の研究概要をポスター形式で展示し、研究対象種であるヒガシニ

ホントカゲ、ニホンカナヘビの生体を展示した。オープンラボに参加する事が初めてだったので、

来場者数の多さに驚いた。生体を展示したためか、かなり多くの方に立ち止まって頂けた。 

しかし、人数が多くなると対話できずにただ説明するだけになってしまったので、ポスターをもっと

一般向けの易しい内容にして、読むだけでも十分伝わるようにするべきだと感じた。高校生とそ

の保護者が対象という事もあり、研究内容よりも学校生活や授業の内容について聞かれることが

多かった来場者の興味、知識に合わせて適切な形式、内容で発表する事を次回の目標にした

い。 

（M2 岸村真央） 

 

   I prepared a poster to introduce the insects’ defensive methods to protect their eggs and 

offspring at this open lab. In the poster, I summarized several representative and fantastic articles

about chemoecology and defensive behaviors of insect eggs which are related to my research 

field.  
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   Although everyone was attracted by these interesting phenomena, I didn’t exactly explain the 

scientific research methods which could guide them what really ecology research look like. 

What’s more, I should really improve my Japanese ability to communicate with high school 

students and their parents. 

 （M1  Pei YU）  

 

終記入日時： 2018/08/23 16:59:48 

 

（２９） 

タイトル：  都立桜修館中等教育学校臨海実習 2018 

実 施 者： 今泉典子、朱顔、近藤日名子、榎本萌花（神経生物研究室 M2）、 酒井絵理佳（植

物系統分類学研究室 M2）、 松浦明利（細胞生化学研究室）、 城取良樹、中小路

菫（光合成複合微生物研究室 M2)、 金室晶貴、田中陽菜、中村勇之介、森岡祐莉

佳（光合成複合微生物研究室 M1)、 横塚未来、和田優之介（動物生態学研究室

M1)、 森田なな星、横山日向子（環境微生物研究室M1)、 清水優紀、古井佳奈（発

生生物学研究室 M1) 

実施場所： 神奈川県葉山町鐙摺海岸 

対象・人数：都立桜修館中等教育学校 4 年生 160 名 

実施期間： 2018 年 5 月 21 日 ～ 2018 年 5 月 31 日 

 

＜概要／目的＞ 

動物界には様々な門が存在し、海にはほぼ全ての門の生物が生息している。そのため、多くの

動物門を観察するには海産動物採集が 適である。本実習は実際に磯へ行き、生活環境も含

めた生物の観察を、五感を使って行う。それにより生物の多様性を実感し、系統学的な動物界の

構成についての理解を深めてもらう事が、本実習の目的である。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

臨海実習に先立ち、1 週間前の 5 月 23 日に同学校で事前指導を行っている。 

授業では当日の注意事項、生物の系統分類、当日みられる生物の説明などを行った。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

◎指導員の事前勉強会（5 月 21, 24, 28 日） 

実習当日の流れと TA の動きやありかた、採集における注意点などの説明を行い、生徒に指導

するべき内容を共有した。実習で見つかる生物の名前や特徴、危険な生き物などを確認した。今

年度も高校１年生が対象であったため、特に当日は安全面を重視するように説明した。 

 

◎臨海実習（5 月 31 日） 

・採集準備（9:00～10:00） 
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生徒の到着前に指導員は集合し、各自が事前に磯の下見を行い、前もって生物のいる場所や、

行動していい範囲、そして危険な場所の確認を行った。 

生徒が到着したら、指導員はあらかじめ決めておいた班（1 班は約 10 人）の元へ行き、お互いに

自己紹介をした後、注意事項、危険な生き物などの説明をあらためて行った。 

 

 

・磯採集（10:00～11:15） 

準備ができた班から順に磯に出て、採集を行った。指導員は班員の安全を確認しながら、なるべ

く多くの生物を採集するように促した。また、採集した動物がどのような場所に隠れていたかを、

高校生たちに印象付けた。生徒は初めて見る生物や奇妙な生物などに驚きながらも、積極的に

生物の採集を行っていた。当日の天候は曇り時々雨だったため、岩の上で滑って転倒しないよう

に高校生に呼びかけた。 
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・採集後の解説（11:15～13:00） 

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。また、簡単なスケッチをするよう指示した。 

その後、高校生と一緒に採集した生物を海に戻し、 後に挨拶をして班を解散した。 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

今回私が担当した班は、桜修館の先生からなんとなく心配な班なので、指導員を２名つけてくれ

と言われていた班でした。危険なので追ってはいけないと指導していたタコを狙っている子たちが

班員にいたため、はぐれてしまってもその子たちには必ず 1 人はついていくように心がけました。

ずっとついていたので、途中からはタコは諦め、楽しく安全に磯採集を行ってくれました。しかし、

班員全員をフォローしきれず、同じ種類の生き物を大量に海岸へ持ってきてしまっていたため、

撮っている動物の種類への注意が足りなかったと感じました。解説の時は、何を話そうか準備し

ていったため、高校生たちもたくさんメモを取ってくれていて、昨年よりも充実した解説ができたよ

うに感じました。（神経生物 M2 榎本萌花） 

 

TA としての参加は二回目だが、例年実習には行っていた。昨年は、実習史上はじめての寒くて

かなりの雨での決行となった。その影響か今年は、雨だと中止とはっきり決まっていた。当日は、

曇りであった。例年通り、１時間前には、実習場所につき事前に磯確認をした。湘南にもカツオノ

エボシが出たとの情報があったので、念入りに探したが、見つからなかったので、よかった。例年

体育祭後のため骨折者が必ずいて、その対応を個別的によく行っていた。今年も、はじめからの

負傷者はいなかったので、みなと一緒に磯採集をし、動物を見つけると高校生に声をかけ自分で

見つけさせて採集させた。タツナミガイを踏むと紫（紫汁）がでる。その紫の先を確認させタツナミ

ガイを見つけさせた。アメフラシとの違いも説明するが、なかなか違いがわからないようで、もう少

しうまい説明を今後考えようと思う。採集後図鑑で調べながらスケッチをし、携帯で写真を撮った

り、その場で名前や特徴を伝えてメモをした。けが人も出ず無事に終えることができた。（神経生

物学研究室 M2 近藤日名子） 

 

今回天気が心配された中の決行となった。TA としての活動は今回が初めてで、昨年の教育実習
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以来の高校生の指導の機会となった。私が受け持った班は早い段階から二つに分かれてしまっ

たため、少ないほうのグループについてあげられる機会が少なくなってしまい、なるべく分かれて

も遠くに行かないように指導しておけばよかったと思った。しかし高校生は自ら積極的に生物の

採集を行い結果、刺胞動物門、環形動物門以外の動物はすべて採集できたので、実際に生物

の体構造を観察しながら解説することができた。高校生には種名などを図鑑を使って調べたり、

あるいは調べ方について指導した。今回の実験指導でタツナミガイなど今まで観察したことのな

かった生物も観察することができ、良い機会となった。高校生がけがもなく無事に終えることがで

きたのでよかった。（動物生態学研究室 M1 横塚未来） 

 

私は磯の生物の知識がなく、終始図鑑と神経性物学研究室の TA に頼りっぱなしであった。生徒

が有毒ウニのガンガゼを見つけた際、注意を促すことができなかったのが反省点である。また、

胸まで海水につかるような深い場所に行ってしまう生徒が後を絶たなかった。気温が低く、生徒

が風邪をひくおそれがあったので、生徒達の行動にもっと注意を払うべきであった。観察の指導

にあたって、生徒達には生物の形態から進化過程について考えてもらった。系統分類上どこに位

置するか、ヒトとはどのくらいはなれているか、共通する特徴は何か、生徒同士で活発な議論が

行われたのは良かったと思う。今回は、私自身も磯の生物について学習できる良い機会であっ

た。（環境微生物学研究室 M1 森田なな星） 

 

雨交じりの空、悪天候の中の開催であった。TAとして活動する初めての機会であり、自分が年少

者の学習機会を預かるという状況に、多少の緊張を抱えて望んだ。私が担当した班の生徒たち

は、実習にかなり精力的であることが窺えたが、それゆえに作業に夢中になった結果、班が分離

するという事態が度々起こってしまった。新たなものを見つけより深い場所へ入ってしまう生徒、

グループで纏まって移動しながら採取する生徒、あまり水に入りたがらず岩場で石の下などを詳

しく見ている生徒というように、個性による分離があり、各グループを回りながら注意して見てい

たが、全ての生徒に気を配ることは非常に難しかった。しかしながら、危険なものを見つけた際の

注意喚起やアドバイスにはよく従ってくれる生徒が多く、よく説明を聞いてくれたり、自分たちで図

鑑を引いて調べるなどの熱心な活動には感心した。知識にも不安はあったが、事前指導や下調

べがよく活き、的確な説明を加えられたように自負している。私自身、非常に勉強になった。同じ

種に絞らず、創意工夫を持って多種多様な生き物を採取してくれた研学な生徒たちに感謝を。

（光合成複合微生物研究室 M1 中村勇之介） 

 

TA としては 3 度目の参加です。私の班では皆さん意欲的で積極的に観察と採集を行っていまし

た。男子と女子に分かれる傾向はうちにかかわらずほかの班にもあるみたいで、TA2 名いるうち

ではそれぞれのグループに 1 名ずつ付くことにしました。生徒たちは魚、カニ、ヤドカリ等よく動く

ものに興味が大きく、そればっかり注目しないよう、磯に潜む多種多様な無脊椎動物達に探して

もらうように紹介できればいいのではないかと感じました。生憎採集の後半から雨が降り出し、寒

い風が吹き荒れる悪天候となり、新発見はなかなかできませんでした。解説とスケッチの時間で

は、動物達を門ごとに分類させたり、クイズを出し、それぞれ見つかった動物たちは系統樹を使

いどこに位置するかを生徒たちに示させたりしました。みなさんの反応がよく、間違っても疑問を

投げかけてくれて嬉しく思いました。特にアメフラシの退化した貝殻、タツナミガイの不思議な外

形や、軟体動物腹足類の水管の役割についてなど、普段馴染みのない海の動物に興味津々
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で、説明する側としては今度もっとうまく説明できたらいいなと思わせてくれました。今回の臨海実

習で怪我人なく無事に終えてよかったです。TA の機会をいただきありがとうございました。（神経

生物学研究室 M2 朱顔） 

 

 

TA としては 3 度目の参加でした。全員意欲的な生徒で、採集中は見つけた生物についてや探し

ている生物がどこに居そうか等、沢山質問してくれました。採取後の観察では過去 2 回の TA 経

験で学んだ知識を生徒の皆さんにお伝えすることができ良かったです。また過去の反省を踏ま

え、採取前に班のメンバーの顔をしっかり覚え、班のメンバーが分裂しないように伝えることがで

きたので班全員まとまって行動することができました。今回でこの実習の TA は 後となりました

が、桜修館中等教育学校の意欲的な生徒の皆さんと交流することができ刺激を受け、生物学の

知識も深まり、とても良い経験となりました。ありがとうございました。（光合成複合微生物研究室

M2 中小路菫） 

 

TA としては、初めての参加でした。天候が心配される中の臨海実習となりました。採取中に班が

ばらけて行動してしまい、班全員に目を向けることができなかったのは反省する点だと思いまし

た。しかし、採取中にどこを注意して探すのかや、浜での作業中にもらった質問に対して、的確に

答えられ、事前に勉強した内容について生徒に教えられてよかったと思います。また、だれも事

故が起こらずに臨海実習を終えられてよかったと思います。いい経験となりました。ありがとうご

ざいました。（光合成複合微生物研究室 M1 金室晶貴） 

 

初めての参加でした。私は TA 経験がなかったため神経生物学研究室の今泉先輩とともに班に

つきました。班のメンバーがばらけてしまったため注意を班全体に促せなかったのですが、皆意

欲的に採取をしていたためほとんどの種類を採取することができていました。説明は今泉先輩に

頼りきってしまったため、次に参加することができたら説明できるようにしておきたいと思いまし

た。「どう思う？」との問いに対して初めは首を傾げるだけだった生徒も、分類をしていくうちに「こ

れは違うと思う」など意見を言ってくれるようになり、観察する視点を学んでもらえたようで良かっ

たです。過去に自分が見た事のあるタツナミガイの退化した貝殻の様子などを話すと興味深そう

に聞いてくれる子もいたので嬉しかったです。不安定な天候の中でしたが、実習を無事に終えら

れて良かったです。貴重な経験をありがとうございました。（環境微生物学研究室 M1 横山日向

子） 

 

今回は2回目の参加だった。そのため前回の事を踏まえ、海へ入る前に高校生たちへなるべく多

くの種類を採取するよう指導した。しかし、それでも学生たちは動きが目立つヤドカリを多く採集し

てしまっていたので、 初だけでなく実習中も注意を怠らない事が必要だと感じた。特にタコと遭

遇してしまったときは班員がほぼそちらに気をとられてしまった。今後は動きの少ない生物にも興

味を持ってもらえるような解説を事前にできたらと思う。採集後の観察では大まかな分類につい

て解説した。また、スケッチをする事のメリットも説明し、学生がなるべくしっかり観察できるよう指

導した。それでも学生の興味が向かない生物はあまり観察されていなかったようなので、より多く

の門に関して興味がわくような説明をできれば良かった。(動物生態学研究室 M1 和田優之介)
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今回が初めての参加であった。事前指導にも参加し生徒たちへ磯での注意点や生物多様性に

ついて解説した。当日担当した班は生徒間にまとまりがなかったため離れて採集を行わないよう

に注意喚起を行った。採集後は生徒たちの採集してきた生物に関して解説を行った。生徒達から

進んで質問が出ており、興味を持ってもらえたので生徒たちにとっても楽しく磯の生物の多様性

を学べていたと思う。反省点としては生徒たちが同じ生物を何匹もとってきていたので、それに途

中で気づいて注意できれば良かった。自分としても貴重な経験になりました、ありがとうございま

した。（光合成複合微生物 M2 城取良樹） 

 

天候が心配な中での開催だった。TA 経験がなかったため、他の班より事前指導が十分にできな

かったと感じたが、実際に磯に出た後にその場で危険だと思ったことは注意するようにした。生徒

達はばらけてしまったが、注意をするときちんと耳を傾けてくれた。班長は何度注意しても肩ほど

の深さまで海につかってしまったので少なくとも入る深さは腰までにするように強く注意した。採集

後の説明では全員が予想以上に丁寧に説明を聞いてくれ、事前勉強会に出席したことが役に立

ったが、もう少し自分でも予習すべきであった。私自身も今回の実習で初めて観察する生物が多

く、大変有意義な時間であった。（光合成複合微生物 M1 森岡祐莉佳） 

 

今回は、実習本番の TA は 3 回目、高校生への事前指導は 2 回目の参加であった。事前指導で

は、なぜ実習を海でやるのか、生物の多様性はどのように増していったのかについて説明した。

生徒はまだ高校 1 年生で、進化についてはさわり程度しか学習したことがないため、難しくなく、し

かし実習の本質を分かってもらうように、どのように説明するのか考えなければならなかった。そ

こで、なるべく図的に具体的な例を挙げながら説明するように心がけ、生徒はしっかり聞いてくれ

たと思う。実習本番では、担当したグループ内で、積極的な生徒とそうではない生徒にはっきり分

かれていた。そのため、消極的な生徒の方に、生物がいそうな場所のポイントや、触っても大丈

夫であることを教え、フォローするように心がけた。 後には怖がりながらも、いろいろな生物と触

れ合えていたので、よかったと思う。（植物系統分類が研究室 M2 酒井絵理佳） 

 

班員の磯採集への意欲が高く、「この生物を採集したい」等の目標を持っていたので、班員の興

味を尊重することを意識した。目的の生物を見つけられるよう、採集中は、生物がいそうな場所を

助言した。同時に、興味を持つ生物以外にも注目するよう、その場にいる他の生物を見つけて紹

介し、採集できるようにした。結果、複数の動物門にわたり採集ができた。また、班員が発見した

ことを積極的に取り上げて、班内で共有するようにした。これにより採集・観察への意欲を高めら

れ、生徒主体で実習を進められたと思う。解説では、生徒が観察したことを思い出させつつ、可

能な範囲での分類・同定をした。各生物の詳細な観察にあまり時間を割けなかったこと、個々の

生物に関して教えられる知識が少なかったことは反省点だった。（発生生物 M1 古井佳奈） 

 

事前に、生徒たちは生物の「種類」よりも、採る「数」に集中してしまうと聞いていたので、それが

起こらないようなるべく多くの種類の生物を採集するよう促した。生徒たちは、班員全員が積極的

に採取をしており、結果、様々な種類の生物が採れた。また、採集後の生物の種類分けの時間

には、これは何？と聞かれてもすぐに正解を言うのではなく、考えてもらえるように意識した。そ

の結果、熱心に図鑑を調べたり、観察をしてくれたり、これは何に分類されるのだろう、と話し合

いをしてくれた。ただ、観察の時間が短く、生物によっては、写真を撮って終わりという形になって
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しまったので、それぞれの種類の生き物はどのような特徴があるのかなどもっと話してもらえるよ

うに促せば、より良い実習になったと思う。(発生生物 M1 清水優紀) 

 

今回私が担当した班は大人しい学生が多かったため一緒に探してみようという声かけが他の班

よりも多かったように思う。しかし班長の元気が良く単独行動をして沖の方まで採集に行った。そ

こで採集したものの生態を他の班員に見せられなかったことが残念であった。実習の前に現地で

見ることができそうな生物の下調べを行ったが、実際行うと判別のつかない生物もあり事前学習

不足を感じた。種類分けの際は答えを教えるのではなく考えてもらうように意識をした。私自身も

名前だけ知っていて見たことのない生物を観察することができ、有意義な時間であった。（光合成

複合 M１ 田中陽菜） 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/08/20 16:26:13 

 

（３０） 

タイトル：  植物発生生理学研究室オープンラボ 

実 施 者： 出牛稜也・古磯成美・國分巌・マリエンティ テティ・ラッタナワオン カシディット・赤坂

大輔・安富要・古野真由子・和田美月 

実施場所： 8 号館 320 室 

対象・人数：オープンキャンパス来場者 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日 

 

＜概要／目的＞ 

植物は私たちの生活の身近にあるものであり、食糧としても用いられているものである。それら

は種子をつくることで繁殖をしている。しかし、受粉した後種子になるまでの過程は植物の内部で

起こることであるため、どういう変化をしているのかを実際に見ることは難しい。私たちの研究室

ではその植物の内部で起こっている植物の受精・発生過程について研究している。そこで今回、

これらについて多くの人に知ってもらい、関心を持ってもらうことを目的とする。今回のオープンラ

ボでは、大学説明会のときよりも幅広い参加者が予想されるため、私たちが普段活用している実

験手法を生かしてそれら細胞などを、実際に見て、知ってもらうことを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

本企画の特徴としては、動画や実物を見せることで、植物の発生過程について実際に見ることが

できる点である。また、ブースをいくつかに分けることでより多くの人と対話形式で説明が出来る

ようにし、疑問などに対応しやすくした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・実験内容についての動画を用いた説明 
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私たちが普段実験に用いている技術は、特殊な方法であり、また顕微鏡下でしか観察ができな

いため、言葉だけの説明ではなかなかイメージがしにくい。そこで、動画を用いて説明すること

で、イメージがしやすく、かつより分かりやすい説明が出来た。 

 

 

・実験に用いているものの実際の展示 

卵細胞、カルス、植物体など実物を展示することで、それらの大きさなどをより身近に感じてもら

えた。また、特に卵細胞やカルスなどは普段の生活の中でなかなか見られないものであるため、

多くの人に興味を持ってもらうことができた。 

         

また、これら企画をいくつかのブースに分け、ブースごとに必ず一人以上配置し、個別に説明をし

ていくことで、参加者から出た疑問などにもしっかりと対応することができた。 

画像が文章の下 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

私は、主に植物の卵細胞および、精細胞の単離・融合や細胞骨格などの説明をしました。高校

生やその親御さんにわかりやすく説明することは大変でした。予想以上に来場者がいたので、混

雑して時間が少しかかってしまった。説明をより簡潔にしたりなどの改善点が見受けられました。

次回は基礎的な部分をわかりやすく説明するようなことが必要だと思いました。また、写真や動

画を使った説明に対して興味を持ってもらえることが多かったのでよかったです。（M1 出牛稜

也） 

 

I helped my lab members planning out the presentation strategies and preparing the laboratory for

the Open Lab exhibition. It was a wonderful experience to see how high school students were able

to understand our research themes and pay a great attention to our explanation. For the 

upcoming Open Lab exhibition, I wish that I will be able to explain the high school students again in

Japanese. 
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(D1 ラッタナワォン カシディット) 

 

The day before Open lab exhibition, all the members who were included in this event prepared the 

things that should be displayed during the exhibition. I isolated the egg cells of rice,and cleaned up

the microscope. During the exhibition, since there were so many high school students coming,so I

also tried to explain our research themes to high school students using my Japanese skill. Though

it was hard, but it was interesting because they had interest to listen and ask. I wish I can 

contribute more for the upcoming Open Lab exhibition in November. (M1, Maryenti Tety) 

 

高校生やその保護者の方に対して私たちの研究室で行っている研究について大まかに説明をし

ました。去年の大学祭でのオープンラボに比べて、来場者が多く、混乱してしまうことがありまし

た。次回のオープンラボでは、誰がなにを担当するということを共有し、説明をするようにしたいで

す。また、去年に引き続き、使っている材料などを実際に見せることでよりわかりやすく説明する

ことができたと感じています。（M2 古磯成美） 

 

当研究室で主に扱っているイネの卵細胞と精細胞の人工授精方法と、これまでに行われてきた

研究について、模型や図を用いながら説明を行いました。実際にイネの卵細胞を顕微鏡で見ても

らう試みがとても好評であったため、次回以降のオープンラボでも引き続き行っていきたいと思い

ます。また、ゼミナール入試についての説明も、私自身の経験を踏まえたパンフレットには掲載さ

れていないような情報を提供できたのではないかと思います。来場者が多く研究室内での移動

がしづらくなってしまったため、今後は一方通行を徹底するなどの工夫が必要であると感じまし

た。（B4 和田美月） 

 

研究室で普段行っている研究に関して高校生とその保護者に向けて説明を行いました。大きな

混乱はなく来場者にも満足していただけたと思います。しかし中には学校の指示で仕方なく来た

人や漠然と生物に興味があるような人もいたため、そのような人にどう興味をもってもらえるかが

今後の課題であると感じました。（B4 赤坂大輔） 

 

研究室の研究内容を説明しました。来場者は高校生を中心に、中学生や大学受験に向けて準備

中の方まで、想定以上に幅広い方々がいらっしゃいました。人によって説明の前提となる知識量

が大きく異なっていたため、説明する相手に応じて、説明内容や用いる用語を使い分けるように

注意しました。誰にでもわかりやすい説明をする訓練になりました。（M2 國分） 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/08/18 16:41:53 

 

（３１） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室 2018/7/15 オープンラボ 「インスタ・バエ」 
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実 施 者： 鈴木悠希、林凌也、多田浩優、仲田佳規、橋本莉穂、山本采 

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

対象・人数：オープンラボ来場者 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日 

 

＜概要／目的＞ 

キイロショウジョウバエは、遺伝学、分子生物学の分野において特に有用なモデル生物である

が、一般の人にとってはただの“ハエ”に過ぎない。本企画はモデル生物としてのショウジョウバ

エの魅力を知ってもらうことを目的とする。また、実際に学会で使用したポスターや研究の概要を

載せたポスターを掲示することによって、キイロショウジョウバエを用いた私たちの研究に少しで

も興味を持ってもらうことを期待している。進路相談コーナーでは、現役の大学生、大学院生が高

校生の進路相談に乗ることで、進路決定の手助けをすること、および本学をより理解してもらうこ

とを目的としている。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「突然変異体を探せ」 

本企画では、顕微鏡を用いてショウジョウバエの野生型および突然変異系統を観察してもらう。

遺伝子の変異によって引き起こされた形態異常が、どのような遺伝子の変化によるものかをクイ

ズ形式で答えてもらい、遺伝子とは何か、そして遺伝子の突然変異から何が分かるのかを解説

する。 

「ポスター展示」 

当研究室で行われている研究を企画者がポスターを用いて説明する。本企画の目的である、モ

デル生物としてのショウジョウバエの魅力を来場者に分かりやすく説明すると同時に、実際に学

会等で使用したポスターを掲示することで 新の研究成果を掲示する。 

「進路相談コーナー」 

高校生を対象に受験勉強や進路決定などの進路相談を受ける。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者：一般の人を対象に説明を行うため、いかに自分の研究を一般の人に魅力的に伝えるこ

とができるか考える必要がある。したがって、相手の立場に立って考える能力、簡単に魅力的に

話す能力が身に付くと期待される。また、多くの人とコミュニケーションをとることで視野を広げる

ことができ、自身の研究においても別の視点から考察ができる可能性があると考えられる。 

来場者：ふだんなかなか経験することのできない専門的な研究の一端に触れることで、生物学の

研究に興味を持つきっかけとなる。また理系の大学院生との対話を通して、学生が取り組む研究

とはどういったものであるかを理解することができる。特に高校生にとっては、現在自身が学び得

ている知識の延長に、どのような研究があり、その知識がどう生かされているのかを知ることで、

進路決定の参考になると期待される。 
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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私にとって 2 回目の主催あった。そのため，初めて主催した昨年 11 月より

も事前準備や当日の後輩への指示出し、来場者への説明をスムーズに行うことが出来た。大学

説明会に参加した高校生とその保護者を中心に非常に多くの方が来場してくださり、研究の概要

を掲載したポスターを通じてかなり私たちの研究に興味を持って頂けたと感じた。また、今回は進

化遺伝学研究室と合同であったため、実験室の前が動線となっており、研究室というものを垣間

見ることができるようなオープンラボであったと思う。（M２鈴木） 

 

大学院から首都大学に進学した私にとって初めてのオープンラボとなった。外部の方に向けて自

分の研究テーマや、ラボで取り組んでいることを説明するということが初めてだったため、説明の

稚拙さや粗が目立ってしまい、自分の勉強不足を反省した。準備や片付けなど、先輩に頼ってし

まった部分が大きく、次回以降は今回の反省をいかしていきたいと思った。反省点は多くあるも

のの、自分の研究内容やショウジョウバエの魅力を説明した際、来場者の方にとても楽しそうと

言っていただき、オープンラボの意義を感じることができた。 

（M1 橋本） 

 

今回のオープンラボの経験により、研究内容を社会へ発信することの重要性を学べた。大学説

明会に参加した高校生とその保護者を中心に、実際にショウジョウバエを観察してもらいながら

解説を行った。このとき、変異体を用いた研究方法の概要を体験を混ぜながら話し、私たちの研

究について興味をもっていただけたと思う。学生がわかりやすく適切な表現を考えたことで、学生

と来場者の両方ににとって意義深いオープンラボであったと思う。 

(M1 林 

 

私は高校生や保護者を相手に、顕微鏡を用いたショウジョウバエの変異体の観察と、その変異

体の解説をする作業を行った。また、必要に応じて当大学受験に向けたアドバイスや質問への応

答、研究室での活動についての話などを行った。ショウジョウバエは教科書では見たことはあっ

たが、実物は見たことがないという高校生が多く、良い学習の機会になったと考えている。 

(M1 多田） 

 

毎回思うのだが、オープンラボという企画で一般の方を相手に研究のことを話すというのはとても

難しい。普段我々がセミナーなどで使っている言葉や概念自体が彼らには新しく、しかし、研究の

紹介をせねばならない。いかに噛み砕いて話せるか、興味を持ってもらえるかが重要であり、こ

の企画の面白いところだと思う。一般の方との対話の中で、さじ加減を見極めて次回に生かした

い。（M1 山本） 

 

高校生やその保護者に向けて私たちが実験で使用しているショウジョウバエの変異体の観察や

解説、また研究内容について紹介を行った。さらに保護者の方にこの大学の生命科学専攻に入

学する上での様々な受験方法についてもご相談を受けた。ショウジョウバエはかなり新鮮だった

ようで、いろいろな人に楽しんでもらえたと思う。私も改めて自分の研究していることと向き合う時

間ができいい経験となった。（M1 仲田） 
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終記入日時： 2018/08/17 11:58:29 

 

（３２） 

タイトル：  細胞遺伝学研究室 2018/7/15 オープンラボ 「インスタ・バエ」 

実 施 者： 鈴木悠希、林凌也、多田浩優、仲田佳規、橋本莉穂、山本采 

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

対象・人数：オープンラボ来場者 

実施期間： 2018 年 7 月 15 日 ～ 2018 年 7 月 15 日 

 

＜概要／目的＞ 

キイロショウジョウバエは、遺伝学、分子生物学の分野において特に有用なモデル生物である

が、一般の人にとってはただの“ハエ”に過ぎない。本企画はモデル生物としてのショウジョウバ

エの魅力を知ってもらうことを目的とする。また、実際に学会で使用したポスターや研究の概要を

載せたポスターを掲示することによって、キイロショウジョウバエを用いた私たちの研究に少しで

も興味を持ってもらうことを期待している。進路相談コーナーでは、現役の大学生、大学院生が高

校生の進路相談に乗ることで、進路決定の手助けをすること、および本学をより理解してもらうこ

とを目的としている。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

「突然変異体を探せ」 

本企画では、顕微鏡を用いてショウジョウバエの野生型および突然変異系統を観察してもらう。

遺伝子の変異によって引き起こされた形態異常が、どのような遺伝子の変化によるものかをクイ

ズ形式で答えてもらい、遺伝子とは何か、そして遺伝子の突然変異から何が分かるのかを解説

する。 

「ポスター展示」 
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当研究室で行われている研究を企画者がポスターを用いて説明する。本企画の目的である、モ

デル生物としてのショウジョウバエの魅力を来場者に分かりやすく説明すると同時に、実際に学

会等で使用したポスターを掲示することで 新の研究成果を掲示する。 

「進路相談コーナー」 

高校生を対象に受験勉強や進路決定などの進路相談を受ける。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

企画者：一般の人を対象に説明を行うため、いかに自分の研究を一般の人に魅力的に伝えるこ

とができるか考える必要がある。したがって、相手の立場に立って考える能力、簡単に魅力的に

話す能力が身に付くと期待される。また、多くの人とコミュニケーションをとることで視野を広げる

ことができ、自身の研究においても別の視点から考察ができる可能性があると考えられる。 

来場者：ふだんなかなか経験することのできない専門的な研究の一端に触れることで、生物学の

研究に興味を持つきっかけとなる。また理系の大学院生との対話を通して、学生が取り組む研究

とはどういったものであるかを理解することができる。特に高校生にとっては、現在自身が学び得

ている知識の延長に、どのような研究があり、その知識がどう生かされているのかを知ることで、

進路決定の参考になると期待される。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のオープンラボは私にとって 2 回目の主催あった。そのため，初めて主催した昨年 11 月より

も事前準備や当日の後輩への指示出し、来場者への説明をスムーズに行うことが出来た。大学

説明会に参加した高校生とその保護者を中心に非常に多くの方が来場してくださり、研究の概要

を掲載したポスターを通じてかなり私たちの研究に興味を持って頂けたと感じた。また、今回は進

化遺伝学研究室と合同であったため、実験室の前が動線となっており、研究室というものを垣間

見ることができるようなオープンラボであったと思う。（M２鈴木） 

 

大学院から首都大学に進学した私にとって初めてのオープンラボとなった。外部の方に向けて自

分の研究テーマや、ラボで取り組んでいることを説明するということが初めてだったため、説明の

稚拙さや粗が目立ってしまい、自分の勉強不足を反省した。準備や片付けなど、先輩に頼ってし

まった部分が大きく、次回以降は今回の反省をいかしていきたいと思った。反省点は多くあるも

のの、自分の研究内容やショウジョウバエの魅力を説明した際、来場者の方にとても楽しそうと

言っていただき、オープンラボの意義を感じることができた。 

（M1 橋本） 

 

今回のオープンラボの経験により、研究内容を社会へ発信することの重要性を学べた。大学説

明会に参加した高校生とその保護者を中心に、実際にショウジョウバエを観察してもらいながら

解説を行った。このとき、変異体を用いた研究方法の概要を体験を混ぜながら話し、私たちの研

究について興味をもっていただけたと思う。学生がわかりやすく適切な表現を考えたことで、学生

と来場者の両方ににとって意義深いオープンラボであったと思う。 

(M1 林 
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私は高校生や保護者を相手に、顕微鏡を用いたショウジョウバエの変異体の観察と、その変異

体の解説をする作業を行った。また、必要に応じて当大学受験に向けたアドバイスや質問への応

答、研究室での活動についての話などを行った。ショウジョウバエは教科書では見たことはあっ

たが、実物は見たことがないという高校生が多く、良い学習の機会になったと考えている。 

(M1 多田） 

 

毎回思うのだが、オープンラボという企画で一般の方を相手に研究のことを話すというのはとても

難しい。普段我々がセミナーなどで使っている言葉や概念自体が彼らには新しく、しかし、研究の

紹介をせねばならない。いかに噛み砕いて話せるか、興味を持ってもらえるかが重要であり、こ

の企画の面白いところだと思う。一般の方との対話の中で、さじ加減を見極めて次回に生かした

い。（M1 山本） 

 

高校生やその保護者に向けて私たちが実験で使用しているショウジョウバエの変異体の観察や

解説、また研究内容について紹介を行った。さらに保護者の方にこの大学の生命科学専攻に入

学する上での様々な受験方法についてもご相談を受けた。ショウジョウバエはかなり新鮮だった

ようで、いろいろな人に楽しんでもらえたと思う。私も改めて自分の研究していることと向き合う時

間ができいい経験となった。（M1 仲田） 

 

 

 

 

 

終記入日時： 2018/08/17 11:58:29 
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Ⅳ 国際シンポジウム 

（１） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学 (西脇花恵)

実 施 者： 西脇花恵（M１） 

実施場所： ソウル大学 

対象・人数：8 人 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日 

 

＜概要／目的＞ 

この交換留学プログラムは、UOS と TMU という 2 大学の生命科学を専攻する約 10 人の学生が

1 週間程度他方の大学を訪れるというものである。去年の 2018 年 11 月に TMU が UOS の学生

を受け入れたのに続き、今回は TMU の学生が UOS を訪れた。 

 

今回の訪問の目的として、私は以下の 3 点を設定した。 

①生物学という研究分野に関する理解を深める 

②英語でのコミュニケーション能力を向上させる 

③韓国、そして日本の文化に関する理解を深める 

 

生命科学の中でも自分の専門としていない学問分野に触れることや、自分の研究について英語

で話すことで、①・②を通し研究者としての自分の能力のための経験になることを期待した。ま

た、②・③を通し 11 月にも交流した UOS の学生とより親睦を深めることも期待した。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1 週間程度の期間中に、訪れる側の学生が選んだ研究室の見学、教授の講演やポスターセッシ

ョンなどを含むカンファレンス、受け入れる側の学生が企画する食事・観光などを含む学生間の

交流を行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・1/28（月） 

成田空港から仁川空港へ移動。空港内で昼食を取った後、リムジンバスで UOS 近くに移動。

UOS の学生と合流し、UOS へ移動。夕食は UOS 内でのウェルカムパーティーで軽食を食べた。

見たことのない食べ物が多かったが、日本食と似ている味のものもあり、面白かった。両大学の

学生が大学を紹介するプレゼンテーションを行った。その後、大学近くの店でチヂミを食べた。 

 

・1/29（火） 

午前中はオーガナイザーがキャンパスツアーを行ってくれた。100 周年記念館があり、歴史ある

大学であることを感じた。昼食はプルコギを食べた。午後は研究室の見学。私は Nano Bio 

Interface Lab.を訪問した。この研究室は微細な粒子（ナノパーティクルなど）を用いて生物の器官

を装飾し、視覚的にとらえやすくするような手法の確立を主に行っているような研究室だと理解し
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ている。 

 

研究室では、実験に用いる試薬の計量や、添加をさせてもらったり、作成したプレパラートの像を

見せてもらったりした。研究室では学生同士がよく会話をしながらてきぱきと実験を進めており、

良い雰囲気だと感じた。研究室には去年私の研究室を見学してくれた学生、そして一昨年 TMU

に来てくれた学生が数人いた。私は一昨年も UOS の学生と交流しており、覚えていてくれたので

嬉しかった。夕食は研究室の学生と韓国の伝統的な料理（カルビ）を食べた。 

 

 

・1/30（水） 

午前中は前日と同様の研究室の見学。昼食は参鶏湯を食べた。午後は他の研究室の UOS・

TMU の学生と UOS 近くのキョンヒ大学（Kyung Hee Univ.）を見学。 

 
UOS とはまた違った歴史を感じる建物が多くあった。UOS にはレンガ造りの建物が多かったが、
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キョンヒ大学にはヨーロッパのような大きな建物が多くあった。夕食はサムギョプサルを食べた。

 

・1/31（木） 

一日観光に行った。まず景福宮のセレモニーを見に向かい、途中近くの小川を通って伝統的な

橋などを見た。昼食にはカンジャンケジャンを食べた。去年の 11 月に私が食べたいと言っていた

のをオーガナイザーの学生が覚えていてくれて嬉しかった。その後お土産店などを見ながらハン

ボック（韓国の着物 女性用はチマチョゴリ）を着るお店へ行った。ハンボックを着たまま韓国の伝

統的な建物がある北村（プッチョン）に向かい、見学し写真を撮った。とても寒かったが、韓国の学

生がカイロを用意してくれて非常に助かった。景福宮に戻り、中に入って見学し写真を撮った。ハ

ンボックを返し、明洞へ向かった。明洞では夕食にチーズタッカルビを食べ、買い物をした。オー

ガナイザーの 1 人が伝統的な仮面のピンをくれた。韓国の文化をよく学ぶことができ、韓国の学

生と親睦を深めることができた。韓国の単語や日本の単語を互いに教え合い、それを使用する

のも楽しかった。 

 

・2/1（金） 

カンファレンスが行われた。午前中は口頭発表があり、久永先生、TMU・UOS の学生 2 人ずつが

発表を行っていた。自分の専門分野でない内容の英語での発表を理解するのが難しかったが、

話し方やスライドの工夫で専門外の人にも分かりやすくすることができると感じた。午後はポスタ

ーセッションを行った。英語で他人の研究内容を理解したり、自分の研究を説明したりするのは

難しかったが、これまで仲良くなっていた学生たちであることもあり、必要以上に緊張せずに積極

的に議論することができたと思う。その後夕食まで時間があったので、スーパーに連れていって

もらった。日本ではお菓子の会社である LOTTE が韓国ではデパートやス―パーを経営している

ことを知った。スーパーで韓国ならではの商品を見るのも面白かった。夕食は教授の方々を交え

て焼肉を食べた。 

 

・2/2（土） 

オーガナイザーと仁川空港に電車で移動。 後まで韓国の単語や日本の単語を互いに教え合っ

たり、それを使用したりしていた。 後に自分の名前がハングルで書かれたハンコをもらった。搭

乗口内で昼食を取り、成田空港に移動。 

 

 

＜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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目的として設定した 3 点について、概ね達成することができ、良い経験になったので満足してい

る。ただし、自分の能力に不足を感じた部分もあり、今後も向上していこうという意欲が生まれ

た。 

 

UOS には私の専門とする生態学の研究室はなく、全く知らないことを見聞きすることが多かった

ので知識を増やすことができた。また、専門外の人に自分の研究内容を話す中で、分かりやすい

説明を心がけ、自分の中での理解も深まったと思う。また、韓国の学生はかなり長い時間研究室

で実験をしているようだった。それも刺激となり、今後の自分の研究に対する意欲も向上した。 

 

英語でのコミュニケーションには難しさを感じることが多かったが、能力だけでなく積極的に話す

ことも重要であると感じた。ただし、まだ英語の能力自体に不足を感じているので今後も向上させ

ていきたい。そして経験したことを活かし、今後も積極的に話すよう努めたい。 

 

UOS の学生との交流を通し、多くの韓国の単語を覚えることができて楽しかった。また、食文化

や歴史、街の様子などの日本との違いについても理解を深めることができた。ただし、韓国や日

本に関する自分の知識が非常に不足していることも感じた。UOS の学生に韓国のどこに行きた

いかや、日本でのおすすめを聞かれても具体的に挙げることができなかったからである。また、

UOS の学生が様々な韓国料理に毎食連れていってくれたのに対し、去年日本に来てくれた時に

は寿司など海鮮ばかりになってしまったように思う。（ほとんどの UOS の学生に もおいしかった

と言われたのはもんじゃ焼きだった。）もっと日本の文化についても韓国の文化についても、ひい

ては世界各国の文化についてもっと学びたいと思った。 

 

今回の交流を通して、UOS の学生とかなり親睦を深めることができた。また会うことを約束したの

で、その時までにより自分の能力を高め、スムーズにコミュニケーションを取れるようになってい

たい。 

 

 

終記入日時： 2019/02/15 16:21:49 

 

（２） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学 (清水優紀) 

実 施 者： 清水優紀（Ｍ１） 

実施場所： ソウル市立大学  

対象・人数：8 人 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日 

 

 ＜概要／目的＞ 

今回の交換留学の目的は以下３点である． 

①お互いの研究を理解し合い，ディスカッションすること．（ソウル市立大学の研究室での実験，

ポスター発表） 
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②英語を用いて積極的にコミュニケーションをとること．また，自分の研究について英語で相手に

分かりやすく伝えること． 

③韓国の文化や生活に触れることで，お互いの文化の相互理解を深めること． 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1.それぞれが UOS の研究室に所属し，実験を行った．その際，自分の研究と相手の研究につい

てのディスカッションや，研究室のメンバーとの交流も行った．また，カンファレンスにも参加し，お

互いの研究についてポスター発表を行った． 

2.韓国の文化，歴史，食事などに触れ，お互いの国の文化・言語について理解を深めた． 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

●事前準備 

・カンファレンス用のポスター作成 

・ウェルカムパーティーでのＴＭＵ紹介のスライド，原稿を作成 

 

●1/28（月） 

9:00 成田空港 集合（ＴＭＵ学生） 

14:30 ごろ 仁川国際空港 到着 

空港内で昼食．その後，リムジンバスで移動． 

バス停付近で，ＵＯＳのオーガナイザーと合流．まず始めに宿舎に行き宿泊について確認した．

18:30 ごろ ウェルカムパーティーに参加．初めにそれぞれの配属された研究室のオーガナイザ

ーから名札をもらい，歓迎してもらった．その後，ＵＯＳについてのプレゼンテーションを聞き，私

達の方からもＴＭＵ，生命科学専攻，各研究室の紹介も行った．プレゼンテーションは，各研究室

の紹介をプラスしたり，大学のキャンパスの様子の説明をプラスしたりなど自分たちなりの工夫を

足して発表した．ＵＯＳ学生の前で英語で発表するのはかなり緊張したが，良い経験になった． 

 

●1/29（火） 

午前はオーガナイザーがキャンパスツアーを企画してくれたので，それに参加した．キャンパス内

は広く，図書館，研究棟，グラウンド，UOS 創立 100 周年の記念館などをまわった． 
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 その後，各研究室に分かれた．私は Cellular Signal Transduction Laboratory にお世話になり，さ

っそくウェスタンブロティングを行った．2 種のタンパク質が与える β-catenin の発現量への影響を

確認する為に、コントロールを含め 3 種類のタンパク質混合物を用いて実験を行った。午後も実

験を行い，Hela 細胞を用いて，細胞内への遺伝子導入を確認した．夕食は研究室のメンバーとと

もに，ブッフェ形式の韓国料理を楽しんだ． 

 

●1/30（水） 

昨日のウエスタンブロッティングの続きを行った．抗体反応（二次抗体）と，バンドの確認（暗室内

での確認と，機械を用いての確認の 2 種類）を行った．夕方はスーパーマーケットへ行き，韓国の

食事文化について学んだ．袋麺などインスタント商品がかなり充実していて驚いたことと，また韓

国では男性も美容を意識していることがわかり，かなり驚いた．夕食はサムギョプサルを食べた．

この日もお互いの言語についての話題で盛り上がった．ＴＭＵ学生は韓国語の表現を，ＵＯＳ学

生は日本語の表現を覚えたり，それぞれの言語のニュアンスについての説明などをして交流を

深めた． 

 

●1/31（木） 

一日ソウル市内の観光に出かけた． 

伝統的な橋や，景福宮を見学した．景福宮ではセレモニーを見ることができ，伝統的な音楽を聞

くこともできた． その後，韓国の民族衣装のチマチョゴリを着て、北村韓屋村の一帯を巡った．写

真をとったり，ＵＯＳの学生は日本でいう成人式のようなものはあるのか，チマチョゴリは着るの

かなどを話しながらめぐった．その後，明洞で夕食（チーズタッカルビ）を食べ，コスメショップやス

ーパーマーケットなどなど、様々な店に行った．この日はかなり寒かったが，ＵＯＳ学生の方々が

様々な配慮をしてくれて本当に楽しく過ごせた． 

 

●2/1（金） 

UOS-TMU Life Science Joint Conference が開催された． 

午前は口頭発表が行われ、昼食（しゃぶしゃぶ）を食べてからポスター発表を行った． 

英語で，また普段自分と同じような実験をしていないひとに自身の研究について話すのは大変難

しかった．しかし，前回のカンファレンス時（ＴＭＵでのカンファレンス）に比べてかなりスムーズに

説明できるようになり，とても嬉しかった．今回は，英語での説明の際に気をつけるポイントを出

国前に確認できたことと，またポスターの図を改善したことが良かったのではないかと考えた．し

かし，複雑なことについてはまだ説明がうまくできず，悔しい思いをしたので，これからは，自分の

考えていることや相手からの質問に対してもっと細かいニュアンスまで伝えられるようになりたい

と思った． 

 

●2/02（土） 

UOS のオーガナイザーとともに仁川国際空港に電車で向かった．名残惜しく，とても寂しかった

が，プレゼントをもらったり， 後に写真をとったりなどして 後まで楽しく交流した． 
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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）＞ 

今回の交換留学では，当初の目的である， 

①お互いの研究を理解し合い，ディスカッションすること．（ソウル市立大学の研究室での実験，

ポスター発表） 

②英語を用いて積極的にコミュニケーションをとること．また，自分の研究について英語で相手に

分かりやすく伝えること． 

③韓国の文化や生活に触れることで，お互いの文化の相互理解を深めること． 

ということについて達成でき，非常に貴重な体験ができたと感じている． 

 

①に関して： 

今回のプログラムは前回（11 月のＴＭＵでの交流）に比べて，自分自身の準備に時間を割くこと

ができた．そのため，前回に比べてポスター発表や自分の研究の説明をスムーズに行うことがで

き，それによってＵＯＳ学生の方からも様々な意見をもらえるなど，充実した時間を過ごせた．お

世話になった研究室のメンバーはどの方々も研究熱心で，非常に刺激を受けた．また，英語が

堪能な人も多く積極的にコミュニケーションをとってくださる方も多かったので，英語を話す機会が

たくさんあり勉強になった．その分，自分の英語力の不足を感じ，もっとスムーズに会話ができる

ようになりたいと思った． 

②に関して： 

前回に比べて，話す前のためらいがだいぶなくなり，コミュニケーションに対する恐れがかなりな

くなったように思った．そのため，多くのＵＯＳ学生と会話を楽しむことができた．特にお世話にな

った研究室のメンバーとは，お互いの研究内容や好きなもの・ことについてだけでなく，どのよう

な生活・習慣・くせ・こだわりがあるのかなど，かなり踏み込んだ話までできるくらい仲良くなること

ができ，とても楽しく過ごした．英語はコミュニケーションをとるための，かなり便利なツールである

こと，またその必要性を強く感じた． 

③に関して： 

お昼ごはん，夜ご飯，飲み会など食事のタイミングでお互いの文化や言語，また韓国での徴兵制

や大学進学についてなどについて話すことができ，お互いの文化への理解が進んだと考える．

観光の日は，韓国の歴史や偉人についていろいろ説明をしてもらい，知識を深めることができ

た． 
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ＵＯＳのオーガナイザーがかなり良くしてくださり，本当に楽しく，充実した一週間を過ごした．これ

ほど仲良くなれるとは思っていなかったので，とても嬉しく，また貴重な体験だった．研究面でも英

語の面でも，思っているよりもかなり多くのものを得ることができた．今後もぜひこのプログラムを

続けてほしい．ＵＯＳ学生が次ＴＭＵに来てくれたときに，ＴＭＵ側が素敵な対応ができるよう，私

もサポートしていきたい． 

  

 

終記入日時：  2019/02/14 16:32:43 

 

 

終記入日時： 2019/02/15 1:08:30 

 

（３） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学(宮内真帆)

実 施 者： 宮内真帆（M1) 

実施場所： ソウル市立大学 

対象・人数：8 人 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日 

 

＜概要／目的＞ 

今回の交換留学プログラムでは 

・UOS の各研究室に滞在することで、研究内容の理解やお互いの情報交換を行う 

・英語による学生同士のコミュニケーションやポスター発表を行うことで、国際交流スキルを向上

させる 

・日本と韓国のお互いの文化や考え方を知る 

・TMU と UOS の親交をより深める 

ことを目的とした。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1.UOS の各研究室に滞在し、研究室メンバーから実験を指導して頂いたり、研究内容の情報交

換を行った。また UOS-TMU Life Science Joint Conference では英語にてポスター発表・ディスカ

ッションを行った。 

2.韓国の生活や文化、歴史に触れることでお互いの国の理解・親交をより深めた。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

1/28 

仁川国際空港に到着後、UOS までリムジンバスで移動し、到着後ウェルカムパーティー参加し

た。ウェルカムパーティーでは UOS と TMU、それぞれの大学を紹介するプレゼンテーションを行

った。私は清水さんと一緒に英語にてプレゼンテーションを行い、TMU の研究室と所属する学生
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の紹介を行った。 

 

 

1/29 

午前中は UOS のキャンパスツアーを行い、UOS の様々な施設を見学した。今年は UOS 創立 100

周年だったため、記念館にて UOS の歴史を知ることができた。 

午後はお世話になった Celluar Biology Lab にて、研究室メンバーのポスターや過去に投稿された

論文を見ながら、研究内容を教えてもらった。夕食では研究室メンバーと伝統的な韓国の食事を

食べながら、交流を深めることができた。 

 

1/30 

午前中は研究室にて、研究室メンバーの博士課程の学生から実験を指導して頂いた。Celluar 

Biology Lab はマウスを用いて研究を行っていることから、マウスの脳切片を作成する実験を教え

て頂いた。マウスに触れる機会は初めてだったが、丁寧に教えて頂き、とてもよい経験となった。

また午後は UOS 周辺の街中をめぐり、韓国の学生の日常を知ることができた。 

 

 

1/31 

ソウル市内を1日観光した。韓国の有名な宮殿である景福宮を見学したり、韓国の民族衣装であ
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るチマチョゴリを着て、北村韓屋村を散策した。その後、明洞で夕食を食べ、たくさんのお店を巡

った。この観光で韓国の文化を深く知ることができ、またオーガナイザーをしてくれた UOS の学生

とさらに仲良くなることができた。 

 

 

2/01 

UOS-TMU Life Science Joint Conference を行った。午前中に口頭発表、午後にポスター発表が

行われた。ポスター発表では英語にて自分の研究を伝える難しさとともに、たくさんの人とディス

カッションをする楽しさを改めて感じることができた。 

発表後は研究室のメンバーとさらに交流し、夕食では UOS のたくさんの学生と話しながら食事を

することができた。 

 

 

02/02 

仁川国際空港に向かい、午後 5 時頃に成田空港に到着した。UOS の学生が見送りに来てくれ

て、お別れがとても悲しくなった。 

 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のプログラムでは、オーガナイザーの学生やウェルカムパーティーで仲良くなった学生、お

世話になった Celluar Biology Lab のメンバーと楽しく・充実した 5 日間を過ごすことができた。UOS

のオーガナイザーは 11 月に TMU に来てくれていた学生がつとめていたので、初日から積極的に
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UOS の学生とコミュニケーションをとることができた。 

 

韓国滞在中はすべて英語でのコミュニケーションとなったが、英語で話すことへの抵抗はほとん

どなく、様々な学生と交流することができた。また英語だけでなく韓国語（ハングル語）も UOS の

学生が教えてくれたので、語学を楽しく学ぶことができた。 

 

しかしポスター発表では英語で自分の研究を伝えること・ディスカッションをすることの難しさを痛

感する場面が多々あった。また UOS の学生は TMU に比べて英語が堪能な学生が多い印象も受

け、今後より一層英語を学びたいと思う機会となった。 

 

今回のプログラムに参加する前（11 月の UOS 学生との交流前）は英語で話すことへの抵抗がと

ても強かったが、このプログラムを通して国際交流の楽しさを知ることができた。 

今後もし、今回のような国際交流の場があったら、積極的に参加していきたいと思う。 

 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/14 21:53:02 

 

（４） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学(魏 冉)

実 施 者： 魏 冉(D3) 

実施場所： ソウル市立大学 

対象・人数：８ 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日

 

＜概要／目的＞ 

 

このプログレムは首都大生の国際的交流スキルの向上や経験の重ねに加え、友好校である韓

国ソウル市立大学の学生との関係と理解を深めるものです。このプログレムを実施することは国

際的な研究者を目指す学生にとって、絶好な体験になります。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 

1.研究者たるものは常に勉強し、交流します。 初、三日ぐらいで向こうのラボでラボ生活をしま

す。これによって、自分のラボにないような知識や技術を身につけるいいチャンスです。そして、

後の日開催するカンファレンスで自分の研究内容を発表します。自分の研究成果を世にアピ

ールすることも研究者のスキルの一つです。もちろん他の方の研究をみる、きくことも自分の経験
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や知識になります。 

 

2.世の中に様々な文化を持つ研究者が一緒に研究しています。お互いの文化を知らず、いい交

流にはなりません。プログレムの空いている時間に、韓国の文化を体験することで、これからも理

解が深めます。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

 

1/28 

朝東京発の飛行機で午後にソウルにつきます。夜に盛大な歓迎会をいただいて、首都大学東京

の学生として、一人ずつでキャンパスやラボをソウル市立大学に紹介いたしました。この歓迎会

で、向こうの学生と初めて合いました。 

 

 

1/29 

午前に簡単にキャンパスツアーを案内してもらいました。その後に私が希望していた細胞シグナ

リングラボに訪れました。10 人ほどのラボでした。ウッチンさんとセイロンさんはこちらの案内役を

担当していました。午後にラボのメンバーを紹介していただいて、その二人今やっている研究も

紹介してもらいました。これから一緒にやる実験も説明してもらいました。Wnt シグナルルートは

LRP６受容体と beta&#8212;カテニンのリン酸化に繋がり、さらに beta-カテニンのリン酸化は自身

の細胞内局在も影響します。今回の実験ではその再現と検出を行います。タンパク質電気泳動

と転写を一緒にやってもらいました。同じ原理な実験手法とはいえ、向こうのほうは結構新型な装

置を使っています。そのおかけで使い方まで教えてもらいました。 
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1/30 

この日もラボ生活を続けます。昨日にタンパク質が転写されたメンブレンに抗体をかけて、検出を

行います。こちらでは低濃度の抗体を使い捨てにしていますが、向こうでは高濃度に何回でも使

いまわしをしています。検出の結果から言うと高濃度使い回しのほうが感度が思ったより良かっ

たです。実験が一旦終了し、結果を分析したところ、予想通りでした。細胞内局在を観察するため

にも、蛍光顕微鏡でも観察しましたが、結果は曖昧でした。 

 

 

1/31 

この日はソウル観光を予定していましたが、天候変化に影響され、すこし体調不良でした。その

ため、私はラボに残り、他のラボメンバーと話しながら、自分の発表準備もしました。 

 

2/1 

この日は首都大、ソウル大合同カンファレンスになります。午前からは久永先生、私と tety さんが

口頭発表をしました。初めての口頭発表でしたが、ソウル大の学生たちは真面目に聞いてくれ

て、わからないところも質問してくれました。午後は残りの学生たちがポスト発表を行いました。そ

の時にソウル大の学生研究を拝見させていただきました。色々を教えてもらいながら、こちらから

得意なところからアドバイスもしました。 

 

2/2 

ソウル大の学生たちは空港まで送ってもらい、午後に東京に戻りました。&#8232; 
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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）＞ 

 

この交流プログラムは本当に充実で、首都大とソウル大の交流をさらに深めたと思います。それ

に限らず、私に自身にも大変意味あります。今回の交流により、大変教わりました。新しい実験

手法や、スキルも身につけました。向こう学生にも私が知っていることを教えました。こんな知識

の交換はお互いに成長することにもつながります。このプログラムでこれから自分もこのような交

流活動を企画したいと思います。これも研究者の必要なスキルのひとつと思います。今回の交換

で、自分にもかなり成長したと思います。これから毎年開催すべきと思います 

 

 

終記入日時： 2019/02/14 18:02:15 

 

（５） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学 (横塚)

実 施 者： 横塚未来 (M1) 

実施場所： ソウル市立大学 

対象・人数：8 人 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日

 

＜概要／目的＞ 

今回の交換留学プログラムでは UOS の各研究室に滞在し研究の理解やお互いの研究の情報

交換を行い、英語を通して研究発表やコミニュケーションを図ること、また滞在中に韓国の生活に

触れ、お互いの文化の相互理解を深めることを目的とした。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1. UOS の各研究室に所属して、研究室での実験の見学や体験を行ったり、研究室のメンバーと

英語を用いてお互いの研究の情報を交換したり、コミニュケーションをとった。また UOS-TMU 

Life Science Joint Conference で英語でポスター発表を行った。 
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2. 韓国の生活、食事、文化に触れ、お互いの国の文化について理解を深めた。 

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

01/28 

午後 2 時 30 分頃、仁川国際空港に到着。空港内で食事を済ませたあとリムジンバスで移動。初

めに UOS のドミトリーに行き、その後ウェルカムパーティーが行われた。ウェルカムパーティーで

はお互いの大学についてプレゼンテーションを行い、その後各研究室について一言ずつ紹介を

行った。その後韓国の食事をごちそうになり楽しんだ。 

 

01/29 

午前中、UOS のキャンパスツアーに参加し、図書館や各研究棟、敷地を見学した。また UOS 創

立 100 周年の記念館で UOS の歴史に触れた。その後各研究室に向かい、研究室での活動を行

った。私は Molecular Cellular Physiology Laboratory に滞在し自己紹介やメンバー紹介が行われ

た。その後研究室でウエスタンブロッティングの実験を行い、抗体の反応やタンパク質の検出方

法について学んだ。その後日本のお土産のお茶やお菓子を食べながら、お互いの研究や日本と

韓国の文化について話し合った。夕食は研究室のメンバーも加わり、外に食べに行った。 

ファイルへのリンク 

 

01/30 

昨日のウエスタンブロッティングの続きを行い、主にゲルの作成とタンパク質の検出について学

んだ。抗体を付けたバンドが検出された後はパソコンなどを使用し、結果を解析するところを見学

した。また午後は UOS 周辺の街中をめぐって楽しんだ。夕食は UOS のメンバーとともに外で食べ

た。 

 

01/31 

一日ソウル市内の観光に出かけ、初めに朝鮮 高位の宮殿である景福宮を見学した。その後韓

国の民族衣装である韓服(チマチョゴリ)を着て、北村韓屋村の一帯を巡った。その後明洞の街に

移動し、夕食を食べ、様々な店を回った。気温が低く、外はとても寒かったがそれ以上に様々なと

ころを見て吸収し、韓国の文化を体験できるとても充実した一日になった。 

 

02/01 

UOS-TMU Life Science Joint Conference が開催された。午前中は口頭発表が行われ、昼食を

はさみ、午後はポスター発表が行われた。この発表会を通して生命科学に関する新たな知識を

得たり、お互いの研究についてディスカッションすることができた。また自分の研究に対して多く

の質問や意見を得ることができた。発表後は研究室で過ごした後、UOS のメンバーとともに夕食

を食べに行き、そのあと皆でカラオケに行った。カラオケは操作盤がハングル表記になっていて

戸惑ったが、日本にはない経験でとても新鮮だった。 

画像へのリンク 

 

02/02 
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UOS のメンバーとともに仁川国際空港に向かい、荷物の手続きなどを行った。午後仁川国際空

港を出発し、午後 5 時頃に成田空港に到着した。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

今回のプログラムが初めての韓国訪問であり、かつ初めての海外訪問になったがとても充実し

た日々を過ごすことができた。研究室での実験は普段行っていないウエスタンブロッティングだっ

たが、研究室の方がとても丁寧に説明してくださり、理解することができた。また自分が知らなか

った生命科学の知識を得るいい機会にもなった。また私のポスター発表では 6 人ほどの UOS の

学生さんが聞きに来てくださった。しかし分野の異なる学生さんへの英語での説明はとても難し

かった。しかしそのこともあってか自分では気にも留めなかった点について質問や意見があった

りと、割と楽しくディスカッションすることができた。滞在中コミニュケーションはほとんど英語で行

われたが、私の話す英語は発音が悪く時に伝わらなかったり、また表現が分からず写真などを

見せて話すこともあり、自分の英語の苦手さを意識するいい機会にもなった。英語に関しては今

後一層努力する必要があると思った。またお互いに韓国語と日本語の表現を教えあう機会もあり

これはとても良い経験になった。また覚えた韓国語の表現は様々な機会に使用してみた。また今

回韓国の様々な食文化に触れたが日本との違いもあれば日本と似たような食事も存在し非常に

興味深かった。UOS の学生さんはとても親切で様々な面で私たちに付き合ってくださり、手助けし

てくださったので今度 UOS の学生さんが日本に来た時には同じくらい充実した経験ができるよう

手助けできたらいいと思った。 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/14 16:32:43 

 

（６） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学 (Ha Ngoc Linh)

実 施 者： Ha Ngoc Linh (M1) 

実施場所： University of Seoul 

対象・人数：8 people 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日 

 

＜概要／目的＞  

This program aimed to promote international educational and cultural exchange to develop mutual

understanding between TMU and UOS students. It also helped students to exchange the 

biological knowledge and to enhance the relationship between the two universities.  

ファイルへのリンク 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

1.        To exchange biological knowledge by participating in UOS laboratories, doing experiments
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with UOS students, attending and presenting a poster in the 2018 UOS-TMU Life Science Joint 

Conference. 

2.        Experiencing the Korean culture through Korean foods and famous places.  

 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

01/28 

We arrived Incheon International airport at about 3 p.m, and then we go to UOS by bus. After 

arriving UOS dormitory, we were invited to the welcome party held by UOS students. In this party,

both UOS and TMU students showed short and funny presentations about our universities, 

laboratories and our professors. 

 

01/29 

It was a campus tour in the morning. The UOS students showed us their university with a long 

history and many interesting buildings.  

After the campus tour, we came to different laboratories. Firstly, I introduced myself to the 

laboratory members, and explained to them my research. Secondly, they also introduced 

themselves, their laboratory and their researches. After that, they allowed me to observe and do

their experiments. 

 

01/30 

I continued to enjoy the laboratory life. The students in Laboratory of Neuroscience taught me 

how to separate a tetis from a male Drosophila, then how to test some protein in the tetis. They

taught me very carefully, so I can understand very well about their experiments.  

 

01/31 

We experienced the beauty of Gyeongbokgung palace and the peace of Hanok old village in Seoul.

We tried a lot of delicious Korean foods. It was a long and very cold day but we had enjoyed a lot.

 

02/01 

We attended in the 2018 UOS-TMU Life Science Joint Conference, which was held in UOS. In 

this conference, there were several oral presentations in the morning that help me to gain a lot of

biological knowledge. There was also a poster presentation section in the afternoon, which 

brought to me a general understanding about researches in TMU and UOS.  

In the evening, there was a Gala Dinner with professors and students of UOS. It was a great time

for us. 

ファイルへのリンク 

 

02/02 

The UOS students took us to Incheon airport. Then we arrived at Narita airport at about 5 p.m. 
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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）＞ 

This program is very wonderful and rewarding. It should be maintained and developed in order to 

help both TMU and UOS students have an opportunities to interact, learn and expand their 

knowledge, and also in order to enhance the relationship between the two universities as well as 

the relationship between two metropolitan Tokyo and Seoul.  

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/11 21:01:49 

 

（７） 

タイトル：  2019 年度 UOS-TMU 交換留学 (Tety)

実 施 者： Tety Maryenti (M2) 

実施場所： University of Seoul 

対象・人数：8 people 

実施期間： 2019 年 1 月 28 日 ～ 2019 年 2 月 2 日

 

＜概要／目的＞Purpose 

Experiencing the atmosphere of international exchange program in University of Seoul and 

expanding the knowledge of Biology through communication in English. 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞Method feature 

 

1.Exchanging the knowledge between Tokyo Metropolitan University and University of Seoul by 

joining the laboratory for few days, doing experiment together, and attending the symposium, and

doing oral presentation. 

2. Learning Korean culture and experiencing the beauty of Korea by going to the sightseeing 

places. 

 

＜活動内容／具体的成果＞What you did 

 

01/28 

We arrived at Incheon airport about 3 PM and went to the UOS by bus. We got off from the bus at

Cheongyangri Station, nearby the University of Seoul. After having a short time of rest, we were 

invited to the welcome party held by UOS students. They introduced us about UOS and warmly 

welcomed us. After the UOS introduction was finished, We also introduced Tokyo Metropolitan 

University and told them about the department that we belong to.  
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01/29 

1. At 10.00 AM, We had a campus tour. UOS students introduced us about the old and new 

buildings in UOS, laboratories, and some of the essential buildings that are used for anniversary. 

The thing that I was interested the most for campus tour was the building that showed the the 

history of UOS, since it was created and up to this time. I could see how much the improvement

was progressed, the achievement they got, the important people who graduated from UOS, and 

the universities that have a good cooperation with UOS. 

2. I went to the laboratory of Molecular Physiology Laboratory. 

At the beginning, I introduced myself to all lab members, and explaining my research to them. 

They also explained me about their research and taught me about Western blot method. I got the

general protocol for western blotting that will be used also for the next experiment. We did not 

have enough time to continue the experiment since western blot needs incubation time, so during

the waiting time, I was brought to another lab to listen the explanation of their lab. 

 

Link to images  

3. Lab members held a welcome party for me at the dinner time. 

 

01/30 

Since western blot needed two days of working day, so we continued doing yesterday's 

experiment. I learned about how to make the gel electrophoresis. The lab member taught me 

about the mechanism how the protein can be separated using gel electrophoresis. He taught me 

also about the function of antibody, and showed me the result of his target protein levels. The 

senior taught me very well, so I could understand about the method.  

 

01/31 

We experienced the culture and beauty of Korea by eating korean food, going to the sightseeing 

places, e.g Gyongbokgung palace and Hanok Bukchon Village and wearing traditional Korean 

clothes, "Hanbok". 

We had a very good time since we went to many places. Even though the weather was very cold,
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but luckily we could enjoy the time. 

 

02/01 

I attended the symposium of UOS-TMU. I obtained much knowledge by attending this occasion. I

also felt honored since I could do oral presentation and present my current research. The people

kept asking me questions that did help me to understand my research deeply. 

I also joined the poster session and asked many questions during poster session time. UOS and 

TMU students are doing very interesting researches that are very helpful to boost my knowledge.

 

Link to images  

 

02/02 

We went to the Incheon airport and UOS students escorted us. We arrived safely at Narita airport 

in the noon. 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞Comments 

 

International exchange program in University of Seoul is a program that needs to be maintained. It

is very helpful since the students can learn many things, for example; new research, new 

knowledge, new idea and communication skill. It is indeed make the students be brave in 

explaining their own researches in English, and learn their researches deeply. It was my first time

doing western blot method, and I felt happy that I could learn it. I hope I can apply it someday for 

my own research. It was my pleasure that I could join such a wonderful exchange program in UOS,

do oral presentation in another country and learn many things. Thank you TMU and UOS. 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/11 18:33:03 

 

（８） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院および学部４年生招聘事業の運営（国際実践演

習） 

実 施 者： 清水優紀、中越智也、知久朋樹、宮内真帆、金室晶貴、和田優之介、マリエンティテ

ティ、志村知美 

実施場所： 8 号館イニシアティブスペース、国際交流館など 

対象・人数：ソウル市立大学大学院生・学部４年生および教員、本学生命科学専攻の各研究室
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とその構成員 

実施期間： 2018 年 11 月 18 日 ～ 2018 年 11 月 23 日 

 

＜概要／目的＞ 

国際化しつつある現代社会において、研究をはじめ日常生活においても母国語以外の言語を話

す必要性は多くある。大学院という研究・教育機関において学生がグローバルな経験を得るに

は、海外留学生との交流体験は も効率的で有意義な手段のひとつである。本事業は、生命科

学という同じ分野からの留学生を招聘・歓迎することで、英語でのコミュニケーションスキル、発

表の技術や企画運営能力といった社会で求められる能力の多方面からの成長を参加者に促す

ことを目的としている。研究を基盤にした留学生との交流やその企画・運営を行うことで、自らの

能力と研究に対する意識を向上することができる有益な機会と考えている。また、日韓両国の学

生交流により互いの文化や考え方への理解を深め合い、両国にとって良い将来につながる活発

な関係を築くことも重要な目的である。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

ソウル市立大学大学院生と本学生命科学専攻の大学院生との研究交流を促進するために、ソ

ウル市立大大学院生とのメールによる事前の連絡のやりとり、各研究室への受け入れ打診やス

ケジュールの調整などの受け入れ手配の活動を行った。上記以外にも、研究ポスターシンポジウ

ムの運営、歓迎会や懇親会の開催、その他滞在中のサポートなどを行った。また、留学生と招聘

委員で都内の有名箇所を観光し、日本の歴史や文化を紹介したり実際に体験したりすることで国

際的な視野を広げ日本の文化を知ってもらうことを目的とした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

１０月下旬～ 準備 

・企画メンバーの公募、企画内容の選定 

・歓迎会、研究発表会および送別会の企画・準備 

 

１１月１８日(日) 

ソウル市立大学大学院生および学部４年生の迎え 

ホテル周辺の案内 

 

１１月１９日(月) 

首都大学東京キャンパス内の案内 

各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

（研究室で行う基礎的な実験技術の紹介・実践、研究内容の発表など 

歓迎会の開催 

 

１１月２０日(火) 

各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

（研究室で行う基礎的な実験技術の紹介・実践、研究内容の発表など） 
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１１月２１日(水) 

各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

（研究室で行う基礎的な実験技術の紹介・実践、研究内容の発表など） 

 

 

１１月２２日(木) 

各受け入れ研究室と留学生との交流促進 

（研究室で行う基礎的な実験技術の紹介・実践、研究内容の発表など） 

研究発表会および懇親・送別会の開催 

 

 

１１月２３日(祝・金) 

ソウル市立大学大学院生および学部４年生と東京観光および見送り 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

昨年の経験を踏まえ、M1 の学生のサポートを主に行った。またイベント係も担当し、UOS 留学生

に有意義な時間を過ごしてもらえるよう様々な企画や手配を行った。 

ウェルカムパーティーでは多くの学生に参加してもらえるよう対面での呼びかけを行い、活発な

交流を図ってもらえるよう企画した。個人としては前年に UOS でお世話になった学生に再開する

ことができ、いい国際交流を築くことができた。 

また、東京観光では UOS 学生への説明を積極的に行うことで、日本の文化を知ってもらうことが

できたと思う。途中急な変更や予定通りにいかないこともあったが、みんなで協力して臨機応変

に動けた。1 週間という短い期間ではあったが良い国際交流の経験になった。また、いままで交

流のなかった M1 と少しでも親睦を深められた良い機会になったと思う。（分子遺伝学研究室 M2 

志村知美） 

 

私は、本企画において会計係を担当し、ソウル大学の学生のための予算や、ウェルカムパーティ

ーやフェアウェルパーティーなどの資金の管理をした。本企画の委員や先生、事務の方と話し合

いながら予定ごとの予算を設定できたのではないかと考える。また、予定外のことが発生した場

合においても、委員と話し合い決定することができた。しかし、直前や前日になって準備すること

などがあったため、その点については反省し、自分の今後の活動に活かしたいと思う。 

本企画では、英語でコミュニケーションを取らねばならず、自らの英語力の無さを改めて実感し

た。しかし、相手の話がわかり、自分の意見を理解してもらった時の嬉しさも学ぶことが出来た。

また、日本語についての質問などもあり、日本語や英語についても改めて考える機会となった。

本企画を踏まえ、自らの英語や日本語に対する姿勢や考え方を改める機会となった。(植物生態

学研究室 M1 中越智也) 

 

私は、本企画で会計係を担当し、また、ソウル大学の学生１名を研究室に受け入れ、研究内容

の説明等を行った。会計に関しては、集計を担当していたが、ソウル学生受け入れ責任者からの
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レシートの回収を効率よくできず、直ちに集計をすることができなかった。今回何にいくら使ったか

を明確にすることは来年以降の活動の重要な参考資料になるので、しっかりとまとめ、次の担当

者に引き継ぎたいと考えている。ソウル大学の学生受け入れに関しては、積極的に交流をしに行

き、その場を盛り上げることが出来た。また、私の研究室のテーマや研究内容についても理解を

深めて頂けたと感じている。総じて、企画の内容は、ソウル大学の学生には有意義な１週間にな

ったと思うが、他国の人と交流をするという点で、準備不足等が所々あったので、もう少し念入り

に計画を立てる必要があったと感じ、今後国際的な交流をしていく上での良い経験になった。（神

経分子機能研究室 M1 知久 朋樹） 

 

I was in charge in contacting UOS students before coming to TMU and during their stay in TMU 

and giving them the information in general. At the beginning, to give them a warm hospitality, i 

contacted them by sending an e-mail, asking about the dietary restrictions, interest food and 

place to visit. The information I got was able to help organizer in arranging the schedule. I was able

to communicate with them very well and somehow it also boosted my communication skill 

indirectly. I introduced them about TMU at the beginning of their arrival together with other 

organizers, but I felt that I should have given more information about our university. Preparing the

detail information about our university might give them a good impression about TMU. This point 

was still lacking during the TMU introduction since I just knew general information about TMU. 

From this exchange program, not only the communication skill that was boosted, but also the 

teamwork. I was glad that the organizers translated the conversation into English in the group 

chat, so I was able to follow the flow. Communication is the essential key to build up a good 

teamwork. In brief, I am glad that I could be involved in this project and run my job well. (Plant 

Development and Physiology Laboratory, (M2) Maryenti, Tety) 

 

私は本企画において、イベント係を担当した。 

ウェルカムパーティーでは当日の準備・進行がスムーズに進められるようにスケジュールを立

て、パーティーの宣伝・買い出し・設営などを行った。またパーティーでは、韓国の学生が固まり

がちだったため、できるだけ韓国学生の輪の中に日本の学生が入れるように積極的に声かけ・

交流を行った。 

ポスターセッションではより多くの学生・研究室に参加してもらえるように、積極的に呼びかけを行

った。その結果、当日は予想よりも多くの学生が参加し、とても盛り上がったポスターセッションと

なった。 

終日の観光は、できるだけ UOS の学生の意見を考慮できるよう、事前に行きたい場所などを

確認し、スケジュールを組み立てた。当日急な変更などはあったが、臨機応変に対応し、UOS の

学生と楽しい時間を過ごすことができた。 

私は英語が苦手という意識が強く、今まで国際交流の場に参加したことはなかった。しかし本企

画に参加したことで、UOS の学生と仲良くなることができ、国際交流の楽しさを知ることができた。

来年の 2 月くらいに韓国に行くので、それまでに英語を勉強したいと思った。（細胞生化学研究室

M1 宮内真帆） 

 

私は本企画において、イベント係を担当した。イベント係の一員としてウェルカムパーティーを生
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命科学コース内に知らせるポスターの作成・配布や、ＵＯＳ学生に向けた研究室紹介のパワーポ

イントの作成、パーティーの設営を行った。ウェルカムパーティーでは円滑に進められるように受

付を担当し、お金の回収や参加者のチェックを行った。ポスターセッションでは、周りの学生にポ

スターを出してもらうように頼んだり、ボードの運び出しなどを行った。 

自分の研究室にＵＯＳの学生の受け入れはなかったが、ＵＯＳの学生を受け入れたほかの研究

室の手伝いなどを行い、ＵＯＳ学生とのコミュニケーションを深めた。しかし、本企画では、英語で

コミュニケーションをとることがほとんどであり、聞き取ることはできるが単語の英語が出てこない

などの、自分の語彙力のなさを痛感した。今後、英語でコミュニケーションをとる機会が多くなると

考えられるので、日々英語の勉強を積み貸せ寝ようと思った。（光合成複合微生物研究室Ｍ1 

金室晶貴） 

 

私は本企画でリーダーを担当した． 

この企画の特徴は，ほとんど０の状態から学生が主体となって，UOS学生を迎え入れる準備を行

うところである． 

私が行ったことは主に2点である．①スケジュールを計画し，その計画に伴う仕事をリスト化をし，

役員内で割り振りを行った．②委員内でのコミュニケーションが円滑に運ぶようにした． 

 まず①スケジュールの計画だが，どのような企画をすれば，UOS の学生の方々に満足してもら

えるのか考えるために，他の係と連携して UOS 学生に聞きながら計画をたてた．また，他の係の

仕事の進行度合いに合わせて，仕事をリスト化し，やることを見える化することで，役割分担が比

較的うまくできたと考える．また，準備の「もれ」をなくすことができた．しかし，スケジュールを

UOS 学生に提示するタイミングが遅れてしまったのが反省点である． 

 次に，②委員内でのコミュニケーションが円滑に運ぶようにしたことについて述べる．招待委員

は留学生の方もいらっしゃったので，UOS に対してだけではなく，招待委員の中でも英語でやりと

りを行う必要があった．しかし，しばしば LINE などのアイテムを用いて日本語だけで情報共有さ

れてしまう場面があった．日本語は使わず，かつ委員内で円滑なコミュニケーションをとることが

できるようにするために，私は自ら積極的に英語を使ったり，また直接会って話すミーティングの

機会を複数回設けるなどをした．その結果，委員の中で情報格差がうまれるようなことはなく，招

待委員内の雰囲気も良く，当日を迎えることができたと思う． 

 今回のプログラムで，今まで苦手意識のあった英語に向き合うことができた．また，異なる言語

を使う人と交流する際，英語は非常に便利であり，かつ重要であるということを強く強く認識した．

ポスター発表があったが，自分の研究内容の説明をスムーズに行うことができず，悔しい思いを

したので，来年 2 月に私たちが留学する際には，ポスター発表をスムーズに行えるよう準備した

い．(発生生物学研究室 M1 清水優紀） 

 

私はこの企画の運営において学内の連絡を担当した。この仕事は主に他の係が計画した予定を

学内全体に周知すること、もしくは他の受け入れ研究室代表に仕事の連絡をおこなうことだった。

しかし、今回の運営では他の係からの情報を受け取り損ねてしまい、連絡が直前になってしまう

ことが多々あった。そのため、次回の運営では各係の計画に連絡係等が直接参加してタイムラ

グを減らすようにしたほうが良いと感じた。また、係以外の仕事としてウェルカムパーティの準備、

片付け、ポスターセッションの会場設営をおこなった。これらに関しては若干の人手不足と時間管

理の甘さを感じた。これらの作業をする際は UOS の学生を巻き込むわけにはいかないため、研
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究室の先輩方に学生を預けてから準備に参加していた。しかし、その時間が想像よりも長くなっ

てしまったことは反省したい。これらの反省から、企画の運営における情報伝達の重要性と時間

配分の大切さを学ぶことができた。（動物生態学研究室 M1 和田優之介） 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/11 13:58:24 

 

（９） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生の実験補助と交流: Plant 

development and physiology laboratory  

実 施 者： Tety Maryenti (M2), Deushi Ryoya (M1), Hanifah Aini (M1) 

実施場所： Plant development and physiology laboratory 

対象・人数：UOS undergraduate student : 1 person 

実施期間： 2018 年 11 月 19 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞  

To gain better understanding in the research, exchanging the research knowledge with the people

from the different field is a good thing to be done. In this great exchange program, we aim to 

broaden our horizon in the research by explaining and discussing each others work that we 

usually do, as well as improving our language skill so that people will understand about the 

information that we want to deliver. 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

Have the UOS student stay and learn the research for four days. During those days, we attempt 

to exchange the information of each other's research field and discuss the research. Moreover, 

experimental activities will be performed to give better understanding in the real research. Giving 

the information and doing the experiment are important factors to successfully distribute the 

knowledge. 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

Day 1 

1. Discussion about each others research content. 

I explained the main research of my laboratory to her using slides, video, and poster. She also 

explained what kind of research she is doing in UOS 
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2. Tour to the greenhouse 

In order to give her a better understanding about the plant that we usually use in our experiment,

I invited her to go to the greenhouse to see the plant used for the experiment. I explained how to

select a good flower so that we can obtain a good quality of sperm cell and egg cell for gametes 

isolation. 

 

Day 2 

1. Isolation of the rice ovaries, cutting procedure of rice ovaries, and isolation of egg cell. 

After getting the sample from the greenhouse,I taught her about the mechanical technique to 

isolate the rice ovaries under the microscope. It was quite difficult for her to remove the rice 

bracts and isolate the rice ovaries. Then, cutting procedure using razor blade also was being 

taught and isolation the egg cell under the microscope. At the end of the experiment, she could 

obtain one egg cell and transferred it successfully to the droplet. 

 

Day 3 

1. Isolation of the rice sperm cells. 

I explained about how to isolate the rice sperm cell by breaking the anther using forcep inside 

mannitol solution. After that, I explained about how to isolate the sperm cell under microscope . 

This technique was quite easy for her, but since the rice sperm cell was very small, it took longer

time for her to isolate the sperms cell. 

 

Day 4 

1. In vitro fertilization (IVF) procedure in rice. 

We both isolated egg cell and sperm cell of rice. After getting those gametes. I taught her how to

do in vitro fertilization in rice. At the beginning, she could not do it, but at the end she could 

successfully fuse the gametes of rice and obtain the zygote.  

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

 

One of UOS student came to our laboratory since 18/11/19 until 18/11/22, her name is Park 

Sohyun. She was 4th years student and will graduate soon in her university. In her first day in our

laboratory, we were very glad to meet her, she was very kind and started to learn about our work
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in laboratory. Second day she started to pick up the rice flower in green house and learned to 

isolate the ovary, I taught her how to cut the ovary to release the egg cells using razor blade. She 

was very talented, in her first time trying she could isolate the rice egg cell. In the evening we held

welcoming party for her, I was very glad to discus and talking with her, about culture and our 

study. In her last day we took picture and went together to department seminar in International 

House, the speaker was her supervisor from UOS. It was very impressive as long as she here in 

our laboratory (Hanifah Aini, M1). 

 

 

私は主に、イネの卵細胞・精細胞の単利の方法やそれら細胞の融合のやり方を説明したり、実

際に実演して理解を深めてもらった。英語が得意でないので、あらかじめパワーポイントで模式

図を作成して説明の手助けとして利用したりした。また、細胞の単利はほかの細胞と見分けが困

難であるので、随時細胞の判別をしました。これらの作業は非常に時間がかかるので、これを応

用した実験の話にあまり時間をさくことができなかったことが反省点でありました。また、研究室

内での交流を深めるために研究室内での食事会を企画・運営にも携わりました。お互いの国の

文化や、研究の話をフランクに話し合えたので、自身にとってもラボのメンバーにとっても有意義

な時間になったと感じています。（M1 出牛 稜也） 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2019/02/08 12:40:27 

 

（１０） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生の実験補助と交流：植物生態学

研究室 

実 施 者： 田中紫苑、中越智也、西脇花恵 

実施場所： 植物生態学研究室、松木日向緑地、高尾山 

対象・人数：UOS の院生 1 名 

実施期間： 2018 年 11 月 19 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞ 

研究者は、研究室での研究内容のみならず、関連した内容も研究室外に発信していくことが求め

られる。発信先は生物学の予備知識を持たない人から、研究に関わる人まで様々である。今回

受け入れた UOS の学生は植物についての講義をあまり受けておらず、生態学についてもあまり

深くは講義を受けていなかった。したがって本企画の目的は、以下の 3 点を設定した。 

植物生態学が扱う対象を、基礎的な内容から説明できるようにする。 

説明者は自身の研究内容を英語で伝えられるようになる。 

実施者と対象者の双方が問題を認識し、議論できるようになる。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 

本研究室では野外で調査を行ったり、圃場や人口気象室での実験を主に行っている。植物に関

する研究があまり行われていない UOS では目にすることの少ないものである。そのため、高尾山

での自然観察会やUOSでは概論のみとなっている生態学のセミナーに参加していただくような企

画をした。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

高尾山自然観察会 

韓国と日本の動植物の違いについて考えてもらう事を目的とした。また高尾山山頂からふもとま

での道のりを、季節の植物や研究室の学生が対象としている動物に着目しつつ進んだ。植物の

みならず、高尾山の歴史的背景についても概要を説明した。 

授業・セミナーへの参加 

本学の大学院の英語のプレゼンの授業へ参加して頂いた。普段から、活発に議論を行う授業で

あるが、普段よりも活発な議論を行えた。 

本研究室が開催しているセミナーへ参加して頂いた。セミナー自体は日本語で行われたが、実験

データを発表するセミナーであったことと、実施者が資料などを補佐することで、議論に参加して

頂いた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

本企画で難しいと感じた点は、一つ一つの植物や自分の行なっている実験の単語などがすぐに

出てこず、上手くコミュニケーションを取ることができなかった点です。言葉での説明より、身振り

手振りを加えての説明が主になってしまった。しかし、高尾山の植物についての簡単な説明や自

身の研究の大枠については説明できたのではないかと感じた。今後はよりスムーズに説明や議

論が行えるようにより英語の能力やそれぞれに対する知識を増やしていきたいと思う。(M1 中越

智也) 

 

急遽セミナーに参加するとのことだったので、留学生への配慮ができない発表になってしまった。

しかし、発表資料にグラフが多かったことや発表中に他の学生の英語での補助があったのでセミ

ナーに参加していただけたと思う。とっさに英語が出てこないことが痛感できたので、英語による

コミュニケーションの能力を鍛える必要がある。（M1 田中紫苑） 

 

英語のプレゼンの授業では、エリザベス先生が英語で積極的に UOS の学生に声をかけてくださ

り、UOS の学生もよく理解でき、正しい英語の文法や発表方法などについて学ぶこともできてい

たように思う。また、その日は私の研究室の先輩が研究について発表してくださったため、植物

生態学研究室で行われている研究の一部を理解してもらえたと思う。研究室のセミナーでは、発

表中に筆談で内容を伝えるよう努力した。発表後に UOS の学生に質問があるかを聞き、出た質

問に答えることができた。 

さらに、私はオーガナイザーではなかったが、出迎えや見送り、食事、他のラボ担当の UOS 学生

への対応、観光など UOS の学生全員ともよく活動させて頂いた。積極的に活動に参加し、コミュ

ニケーションを取ることで、UOS の学生達にも喜んでもらえたと思う。今回の活動を通し、英語で

のコミュニケーション能力にある程度自信がついたが、同時に不足も感じた。これからも英語の
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能力の向上に努めたい。（M1 西脇花恵） 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/12/31 17:36:02 

 

（１１） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生の実験補助と交流：動物生態学

研究室 

実 施 者： 和田優之介、矢崎英盛、岸村真央 

実施場所： 動物生態学研究室、松木日向緑地、高尾山 

対象・人数：UOS の学部生 1 名 

実施期間： 2018 年 11 月 19 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞ 

研究において、自分の研究内容を判りやすく説明する力というものは重要だ。そして、説明すべ

き相手は自分たちの研究分野に詳しいとは限らない。例えば、今回受け入れた UOS の学生は動

物の生態について基本的な事柄以上の講義をあまり受けていない。そのため本企画の目的とし

て、自分たちが扱う対象について興味を持ってもらえるような説明をすること、研究内容をわかり

やすい英語で表現することを設定した。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

動物生態学研究室では研究室外で調査をしたり採集を行ったりすることが多い。このような経験

はおそらく UOS ではあまり行われていないだろう。そこで本企画では、実際に野外に出て様々な

動植物に自分自身で触れてもらえるような内容にした。そのために高尾山での自然観察会、松

木日向緑地での自然観察と採集を企画した。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

【高尾山自然観察会】 

韓国と日本の動植物の違いについて考えてもらう事を目的とした。また高尾山山頂からふもとま

での道のりを、季節の植物や研究室の学生が対象としている動物に着目しつつ進んだ。 

【松木日向緑地案内】 

日を分けて日向緑地の生物について解説を行いながら実際に緑地を案内した。1 回目は主にひ

ょうたん池に生息する動物について、特に外来種であるブルーギルの特徴について解説した。2

回目は主に林道を案内し、冬眠前の昆虫の行動やこの季節でも見られる昆虫について解説し

た。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 
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この企画を通して、研究紹介やコミュニケーションをとるときに大事なものは英語力や語学力では

なく、伝える側の伝えるものに対する理解力や教わる側の興味なんだということを痛感した。特に

自分の研究について紹介する際には、相手の興味を引くような話をできず自身の未熟さを思い

知った。一方で相手からの質問に答える場合は、実物を見せたり簡単な単語のみで表現したり

すれば自分の英語力が多少弱くても伝わるということも実感した。このように私はこの企画から、

語学ももちろん大事だが、それ以上に相手の興味を引くプレゼン能力やそれを可能にするような

豊富な知識も必要だということを学ぶことができた。 

また、この 4 日間の計画を立てる上で少し準備不足であったことを反省したい。結果としては問題

なかったのだが、もしもこの期間中に強い雨が降ってしまったらどうするべきだったか何も考えて

いなかった。研究室の方々への連絡も遅れてしまい、全体的に準備期間を無駄にしてしまった。

この反省を生かして、今後の研究計画や企画の立案の際にはもう少し早めに動き出せるようにし

たい。（M1 和田優之介） 

 

筆者は主に、11/22（木）に開催した学内での自然観察会を担当した。参加者は動物生態学研究

室と他研究室の受け入れ学生も含めて韓国から 4 人＋和田さんであった。プログラムの目標は、

まずは直接参加者自身に学内の自然に直接触れてもらい、多摩丘陵の生物や環境に対する感

覚を養ってもらうことをベースにして、その上で生態学的な観点からの解説を行うことに置いた。

午前は松木日向緑地を歩きながら、森の中では、鏡を通して上空に目線を向けながら歩くこと

で、樹冠の環境を下から観察するアクティビティを実施しながら、森の成り立ちや、照葉樹と落葉

樹の特徴の違い、そして薪炭林を中心とする「里山」という概念について解説した。また観察会中

に登場した昆虫類について随時解説を行い、特に筆者の研究対象である蛾類に関して、晩秋に

登場するニトベエダシャクを通じて、蛾の雌雄の違いや、フェロモンを通じたメイティングの方法、

そしてクロスジフユエダシャクを通じて、雌の翅が退化して飛べない「フユシャク類」について紹介

した。蛾の紹介には、韓国側の教授の方も飛び入りで参加してくださり、ランダム要素の強いフィ

ールドサイエンスの面白さ、という点で意見交換を行うことができた。その他、越冬中のウラギン

シジミやサザンカの葉についた虫こぶなどが、参加者の興味を惹いた。 

午後は、11 号館前の池を対象にモツゴを参加者に釣ってもらった。モツゴは「クチボソ」という別

名で知られる通り小さい口で餌を器用に飲み込む習性があり、魚の習性をよく観察してコツをつ

かまないとなかなか針にかけることができないため、エサ釣りの対象として人気がある魚である。

参加者はみな釣り自体がほぼ初めてということで、 初の 1 時間ほどは魚に翻弄される様子だっ

たが、次第に習熟して 終的には 50 頭近くの魚を釣り上げた。これらの魚のアロメトリーを計測・

比較することを当初は計画していたが、釣り上げ始めるまでに時間がかかったことと、参加者の

盛り上がりが大きく、時間いっぱいまで釣りを続けた結果、計測までは至らなかった。ただ、釣り

の仕掛けを介して生きている魚と感覚的に直接やりとりし、またそれを釣り上げるために餌の状

態や池の環境、仕掛けを入れる深さなどを試行錯誤することによって、魚の生態について探索す

る契機とすることはできたと考えている。 

私自身は、学外で定期的にネイチャーガイドとしての活動を行なっているが、本格的に英語だけ

で観察会を実施するのは久しぶりのことであり、コアな部分は英語でも伝えられたという手応え

と、具体的な種名などを英語で説明できないもどかしさが並存する感想を抱いた。今後の機会で

より効果的に自然に触れる意義を伝えられるよう、英語でどのように日本の自然を紹介するか、

今回の経験をもとに模索していきたいと思う。（M1 矢崎英盛） 
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今回は M1 の和田君がオーガナイザーを兼ねていたので、私は主に歓迎会の準備等で席を外す

際の待ち時間を担当した。私自身が昨年度ソウル市立大学に行った際、実験準備時間の研究室

の方々との交流は韓国の色々な話が聞けて非常に有意義な時間であった。その事もあり、待ち

時間は研究の話以外でも話題を振り、早く打ち解けようと心掛けた。 

2 日目には簡単に自分の研究内容を紹介した後に作業を一部体験してもらった。昨年の韓国で

の発表のおかげか研究自体は伝えることが出来た半面、作業の指示を英語で行うといった即興

の対応は上手くできなかったことが反省点である。 

また、2 日目にはひょうたん池、4 日目には M1 の矢崎さんに同行し 11 号館前の池で釣りを行っ

た。2 回の活動を通してこれらの池が距離的には近いが生息する生物の異なる事を認識してもら

った。その理由を一緒に考え、鯉とウシガエルの捕食-非捕食関係やヒキガエルの繁殖地記憶の

話など様々な要因が関わている事などを話した。 

学会の準備などがあり、昨年度よりも自分自身のやる事が多く、関わる時間としては少なかった

が主体性を持って交流に臨めたと感じた。もちろんその理由は昨年度の UOS の皆さんに良くして

頂いた事だが、自身の反省点としてはその経験を自分の中だけで留めてしまった事である。来年

度以降も二大学間の交流を続け、相手方の学生により良いおもてなし出来るようにするために

は、向こうでの体験を周りにも伝えていく事が重要だと感じた。 

来年度からは国際交流に力を入れた職場で働くので、今回の経験と反省を上手く活かしたい。

（M2 岸村真央） 

 

 

記入内容の目安です。項目名は必要に応じて上書き変更して下さい。 

グループでの活動は， 終項目のみ，全員記入ください．  

 

終記入日時： 2018/12/30 11:20:08 

 

（１２） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生へのポスター発表：細胞遺伝学

研究室 

実 施 者： 橋本莉穂、林凌也 

実施場所： 国際交流館 

対象・人数：ソウル市立大学大学院生及び学部生 

実施期間： 2018 年 11 月 22 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞ 

研究成果を多くの人へ発信することは、研究生活において必要不可欠である。 

情報発信の方法には様々な媒体や方法があるが、研究成果をわかりやすく伝える能力が共通し

て重要である。今回、研究内容から言語や背景知識がことなる UOS の学生を相手に研究内容を

説明することにより、英語を介して伝えることの経験と能力向上を目的とする。 
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＜方法／企画としての特徴＞ 

大学院生である私たちの研究内容の発表場所は、研究室内のセミナーや国内の学会発表が多

くである。このような場合では、英語を用いることもあるが同じ母国語の相手への発信である。言

語や背景知識がことなる UOS の学生を対象にポスター発表を行う。これにより、英語を用いて母

国語が異なる人同士でのコミュニケーションを実際に経験できる。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

【ポスター発表】 

実施者はそれぞれの研究内容をポスターにまとめ発表を行う。ポスターや発表は英語で行った。

この発表により、UOS の学生から質問や一緒に議論をすることができた。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞（7） 

この企画を通じて、私は英語運用力に加え相互理解の大切さと文化的差違について肌で学ぶこ

とができました。表現したい内容や考えを正確に伝えるために語学能力の大切さはもちろんのこ

と、話す内容について相手の背景を考えることの難しさを痛感した。このような機会は生活なかで

貴重なので、国際活動に視野を広げ携わる時間を増やせていければと思う。また同時に、研究

内容を発信することの責任・楽しさの一端を学ぶ機会となった。（M1 林） 

 

私はポスター発表をする機会が、今企画で 2 回目だったため、自身のポスターや、表現、またプ

レ全力の見直しをするよい機会となった。また、学術的な内容について英語でコミュニケーション

を取ることにより、語学の勉強にもなったと感じている。私の研究の楽しさや、バックグラウンドを

英語で表現することの難しさを感じ、私の今後の課題となった。ソウル市立大の学生とディスカッ

ションをする中で、研究内容を簡潔にまとめることが、相手へわかりやすく内容を伝えるための

も効率のよい手段であることが学べたため、今回感じた感覚を次回のポスター発表の際にも行

かしていきたいと思う。 

（M1 橋本） 

 

 

終記入日時： 2018/12/28 19:13:19 

 

（１３） 

タイトル：  2018 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生の実験補助と交流：進化遺伝学

研究室 

実 施 者： 青木花織、高橋佳乃子、ミノヴィッチあに香、近藤朋希 

実施場所： 進化遺伝学研究室 

対象・人数：ソウル市立大学学部生 1 名 

実施期間： 2018 年 11 月 19 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大学から留学生 1 名を研究室に招待し、実験指導、研究に関するコミュニケーション
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及びディスカッションを行う。研究を行っていく上で、英語を介したコミュニケーションやディスカッ

ションを行う能力は重要である。また同様に、専門外の方に研究内容をより正確に伝え理解して

もらうことも重要である。今回、ソウル市立大学からの留学生に実験方法を詳しくレクチャーし、

研究に関してディスカッションを行うことで上記の技能を習得することを目的とする。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

当研究室で行われている様々な研究について、学生それぞれが留学生とともに英語によるディ

スカッションを行った。また、彼女の研究内容に関しても同様にディスカッションを行った。異なっ

た専門の研究者に自らの研究をより的確に伝える術を相互に学ぶ事が出来た。さらに進化の基

本となる DNA に関する知見を深めてもらうため、当研究室で使用しているショウジョウバエを用い

て DNA 抽出実験を行った。得られた塩基配列から複数の遺伝子の配列を決定する方法までを

体験してもらった。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

・研究紹介 

ポスターやスライドを用いて、当研究室で行っている様々な研究を紹介した。 

・DNA 抽出 

複数種のショウジョウバエからシリカゲル法を用いて DNA を抽出した。 

・PCR 反応、シークエンス反応 

抽出した DNA を用いて PCR 反応をシークエンス反応を行った。シークエンサーは 415 室にある

ABI3130xl を用いた。 

・塩基配列解析 

シークエンサーで読んだサンプルのリードに関して、MEGA を用いて配列決定した。また、MEGA

を用いた系統樹の作成方法について学んだ。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

私は、留学生との連絡係、日程や時間の調整、ポスターセッションへの参加を担当した。M1 がほ

ぼ全員授業があるという想定外の状況で、何ができるのか、どうやって時間を作り出すのか、誰

に手伝ってもらうのかが鍵となった。また、自分はオーガナイザーあてにも送られていたメールを

委員あてのものを思い込んでいたため全く情報がなく、かつ企画期間前から体調を崩してしまっ

た。そのため委員との連絡および研究室内との連絡が滞ってしまった。よって他の M1 は当日に

なって慌てて実験等の計画を立てなければならなくなってしまった。当研究室及び他の研究室の

方々の助けがなければこの企画が成功することはなかった。そのため今後の課題として、事前に

ある程度の予定や時間配分について、ラボのメンバーの予定も考慮しつつ考えておくべきであっ

た。また、実験の空き時間についてもその場で留学生と相談して何をするか決めていたので、留

学生の興味関心や希望についても事前に調査する必要があると感じた。（M1 青木） 

 

私は、実験計画と実験のプロトコル作成、実験指導の 3 点を主に担当した。これに加え、自分の

研究紹介をスライドを用いて行った。実験指導に関しては、事前に英語版のプロトコルを作成した

ことによりスムーズに行えた。実験計画に関しては、比較的ハードスケジュールであったため、休

憩時間をもう少し入れるべきであった。実験内容に関しては、留学生が興味を持っていた内容で
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あったため結果的には良かったものの、事前に興味のある分野を細かく聞くべきであった。 

UOS 留学生の研究生活での話が刺激的で、見習うべき点が多々あった。英語の苦手意識が強

いため国際交流に関しては今まで非積極的であったが、今回の経験から国際交流に対して前向

きの姿勢に変わった。（M1 高橋） 

 

私は実験指導・補助や自分の研究についての紹介とディスカッションを主に行った。実験指導・

補助に関しては、自分があまり行ってこなかった実験だったこともあり、準備の面で他のメンバー

に負担をかけてしまった。もっと早くから企画の全貌を明らかにし、メンバー全員が同程度準備が

できるようにしておくべきだった。自分は英語が得意ではないため研究紹介やでジスカッションが

うまくできるか不安であったが、随時相互の理解度を確認することで、誤解などを極力減らすこと

ができた。（M1 近藤） 

 

私は実験指導、実験補助を主に担当し、特に英語でのコミュニケーションをサポートした。実験の

プロトコルや目的について英語に置き換えて説明する事が難しかった。そこで伝わるように、相

手に適宜言いたい事が伝わっているか、疑問点はないかなど確認するなど工夫をして実験を一

緒に行った。本人の希望で他の研究室の見学を行った。期間も長く首都大学東京の生命科学の

研究室は非常に数が多い事から、1 つの研究室だけでなく、はじめから UOS の学生にそれぞれ

の研究室が研究紹介、実験などスケジュールを決めて共有し、そこから複数の研究室を訪問す

る形にすればより有意義な留学になるのではと考えた。 

課題としては、自分が今回おこなった実験についてあまり詳しくなく、実験の補助に戸惑ってしま

うことが多かったことが挙げられる。今後十分に実験補助をする際は十分に予習したうえで取り

組みたいと思った。 

(M1 ミノヴィッチ)  

 

終記入日時： 2018/12/15 10:29:11 

 

（１４） 

タイトル：  2017 年度 ソウル市立大学大学院生および学部生の実験補助と交流：神経分子機

能研究室 

実 施 者： 伊藤圭哉 

実施場所： 神経分子機能研究室 

対象・人数：１名 

実施期間： 2018 年 11 月 20 日 ～ 2018 年 11 月 22 日 

 

＜概要／目的＞ 

ソウル市立大学より留学生一名を招き、研究紹介等の交流を行った。英語でのコミュニケーショ

ン能力の向上だけでなく自分たちとは違う分野で研究を行っている学生と英語で議論、交流を行

うことによってお互いの研究をより発展させる。 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 



 - 113 -

２日間のラボ訪問プロジェクトにおいて、当研究室で普段用いる実験器具や方法を用いて研究紹

介を行った。また当研究室の学会ポスターを用いて研究の紹介を行った。 

＜活動内容／具体的成果＞ 

主に、研究室のメンバーの研究を聞いてもらいディスカッションする。 

一日目 

当研究室の学会ポスターやその他の資料を用いて研究を紹介した。英語で説明し議論した。ま

たショウジョウバエを顕微鏡下で観察をしその形態や色素蛍光などを観察した。ショウジョウバエ

の解剖も見学してもらった。 

 

二日目 

研究室のメンバーの研究を聞いてもらいディスカッションする。また夕方には細胞生化学研究室

と合同で夕食会を開き交流を深め、研究のことだけでなく文化や習慣などを話し合った。 

 

三日目 

二日目同様に他の研究室のメンバーの研究を聞いてもらいディスカッションする。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

研究室配属がされていない学部生に対し、各々の研究テーマを英語で伝えるということで、話

手、聞き手同様に苦労し努力していたが、両者に対して新鮮な良い経験になったことは間違えな

いと思う。また UOS の学生からは自分から何かを学ぼうという主体性が大いに感じられ、学ばな

くてはならないと感じた。また、UOS の学生曰く、日本の学生は、英語が出来ないことをネガティ

ブに考えていないと言われ、両国の国際化に関する考えの違いが印象に残った。 

 

 

終記入日時： 2018/02/11 14:50:39 

 



 - 114 -

 

Ⅴ 外国研究 

（１） 

タイトル：  Drosophila suzukii における産卵基質の選択に関わる化学物質及び微生物の解明

実 施 者： 佐藤 愛莉 

実施場所： Pacific Biosciences Research Center, University of Hawai'i at Manoa, USA 

対象・人数：1 人 

実施期間： 2018 年 11 月 5 日 ～ 2019 年 2 月 8 日 

 

 

 

 

＜概要／目的＞ 

 ショウジョウバエは一般的に熟した果実を産卵場所として利用し繁殖の拠点としている。しかし

近年害虫として世界各地でベリーやブドウ、サクランボ等小さく薄い果皮を持つ農作物への被害

を与えている Drosophila suzukii は大きく発達した鋸歯状の産卵管を持ち、果皮の硬い若い果実

への産卵を可能としている。産卵場所として利用する果実の選択性の進化プロセスにおいて、D. 

suzukii の産卵管の形態の進化、果実の異なる熟成段階への好みの変化、柔らかい産卵場所の

選択性の減少、新しい栄養素組成への適応等様々な要因が考えられていた(Karageorgi et al., 

2017)。 しかし、ニッチを共有しながら生息している野生環境を考慮すると、産卵選択基準に他種

のショウジョウバエが与える影響も考慮し調べる必要があると考えた。また、先行研究により D. 
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suzukii は他種である D. melanogaster が事前に添加された培地を嫌悪し、産卵数・次世代数が減

少することが知られていた(Shaw et al., 2018) 。そこで、今派遣では他種のショウジョウバエの何

が D. suzukii の産卵数に影響を与えるのか、要因を絞り込むことを目的とした。考えらえる要因と

して、フェロモン等の体表から発せられる化学物質とハエのフンに含まれる腸内細菌の影響が挙

げられた。そこで、その二つが D. suzukii の産卵場所選好性に影響を与えるかを調べた。 

 

 

＜方法／企画としての特徴＞ 

 今回の受け入れ教官である Dr. Joanne Yew は、ショウジョウバエのフェロモンや情報伝達に用

いられる化学物質、また腸内細菌等をご専門とされていた。そのため研究室には化学物質の計

測に一般的な GCMS (Gas Chromatography - Mass spectrometry)のみでなく、不定形のものの化

学物質をイオン源にかざすだけでダイレクトに化学物質の組成が計測できる DART MS（Direct 

Analysis in Real Time Mass spectrometry）など首都大学東京では使用することのできない機材が

多くあった。 

 

↓ラボの様子 

 

 

↓ハエベンチ 

 

 

↓GCMS 
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↓DART MS 

 
 

＜活動内容／具体的成果＞ 

今回の派遣ではメインのテーマである 

D. suzukii の産卵基質選択に影響を与える要因の絞り込み 
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に加えて 

D. suzukii の成虫、卵、Ejaculatory bulb の化学物質の計測 

を行った。 

 

↓実験の様子 

 

 

 

↓フィールドワークの様子 

ハワイ・オアフ島の野生の D.suzukii を採集することが出来、メス 1 匹から単離し持って帰りまし

た。 
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実験結果以外にも、 

ショウジョウバエの化学物質や腸内細菌を産卵実験選択培地に添加する手法 

化学物質の抽出方法、計測する機械の操作方法 

ショウジョウバエの化学物質や腸内細菌に関する知識 

を得ることが出来た。また、英語でのプレゼンやディスカッションの経験を積むことが出来た。 

 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

私は以前、1 週間神戸の理化学研究所で行われた研究インターンに参加したことがありました。

そちらもショウジョウバエを扱う研究室でしたが、いつも使用している環境やメンバーに慣れてい

るということもあり、日本語を用いる国内の研究室でさえ難しく感じました。それ以上に海外の研

究室では、英語力、コミュニケーション力などの基本的な能力をはじめとし、この研究分野のバッ

クグラウンドの知識量、基本の生物学の英語での知識量、器具や機材などの英語名、作業環境

への慣れなど、幅広く様々な知識が求められました。私はまだ様々な面で未熟で、特に初めのこ

ろは説明を繰り返してもらい、分からない用語を逐一調べながら生活していました。修士1年の間

にこのような経験が出来たことは他には代えられない貴重な財産であり、人生を大きく変える経

験になったと確信しています。研究者にはどのようなものが必要かを感じることが出来、自身の

なりたい研究者の理想像を見つけることが出来ました。 

かけがえのない研究者のコミュニケーションや友人関係も築くことが出来良かったです。 

 

↓Dr. Joanne Yew の研究室のメンバー 
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↓３か月１０日間受け入れてくれたホストファミリーと５人のハウスメイト 

 

 

↓頻繁に見れる虹 

 

 

 

その他写真を共有します。 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0yBwkwVNIq1v2TTrgV4---ue7V0Arv7?usp=sharing 

 

終記入日時： 2019/02/15 11:43:26 
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（２） 

タイトル：  好熱性光合成細菌の地理的隔離による環境適応と進化

実 施 者： 河合 繁 

実施場所： アメリカ・モンタナ州立大学、イエローストーン国立公園

対象・人数：１人 

実施期間： 2018 年 8 月 13 日 ～ 2018 年 8 月 18 日 

 

<概要、目的＞ 

温泉に分布する微生物群集は、有機物の供給が乏しいことから、光合成を行う微生物が優占し

ている。世界中に存在する温泉は、その泉質が幅広く、多様な微生物群集が観察されている。本

研究で扱う Chloroflexus 属細菌は、日本だけでなく、海外の国々でもその存在が確認されてお

り、微生物群集中で重要な役割を担っていると考えられる。本研究では、様々な泉質の温泉が複

数存在するアメリカ、イエローストーン国立公園にて微生物群集を採取して Chloroflexus 属細菌

を分離し、その生理・性状試験やゲノム解析を行うことで、地質化学的要因によって引き起こされ

る生物の環境適応戦略とその進化を検討することを目的とする。 

 

＜活動内容、野外調査＞ 

8-14-2018        Fieldtrip notes (Shigeru Kawai, Marcus Tank, David M. Ward) 

Protocol: 

 

8-14-2018: 

 

1.        Narrow Gauge Spring: source pool did not appear to have a Chloroflexi mat. Collections 

were made downstream in possible Chloroflexi mat beneath cream streamers (59.1C) and in a 

cyanobacterial mat (54.7C). Small samples were collected with forceps or #4 cork borer and 

transferred to 15 ml Falcon tubes wrapped in foil and kept at ambient temperature. [This was my

standard collection procedure at each collection site.] 

ファイルへのリンク         

 

2.        “Bath Lake Vista Annex”: good green Chloroflexi mat in source, downstream 

Thermchromation mat and good temperature gradient with cream streamers and downstream 

cyanobacterial mats. 

 ファイルへのリンク         

I collected the Chloroflexi mat (48.6C), Thermochromatium mat (47.4C), cyanobacterial mat 

(43.8C). 

 

3.         “New Pit” Spring: Good Chloroflexi mat (56.1C; pH 6-7 paper and 6.17 meter ): 

 ファイルへのリンク         

I took one 2X#4 sample of the mat (left side, saving right side for NASA work). 
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4.        Clearwater Springs: We mapped the area wrt temperature and pH. Assuming CWS is also 

the same as Pool A (), the next northerly spring we called CWS-1, more acidic springs east of the 

mound we called CWE and a more alkaline spring on the north side of the mound we called CWN.

 ファイルへのリンク         

I collected from CWE (64C) and from CWS-1 (66.1C and 64.9C sites). 

  

5.        Nymph Creek: mat looked good 

NO PIC 

I collected streamers from a source flow (62C, pH 2.8) 

 

6.        Chocolate Pots Spring: Looked as before. 

 ファイルへのリンク         

I collected mat (51.5C; pH 5.83). 

 

7.        Octopus Spring: South effluent channel looked like it always has. 

ファイルへのリンク         

I collected pink streamers (82C), yellowish transparent streamer (72C), and mat (66C and 60C).

 

8.        Mushroom Spring: still below rim (64C near main effluent); Toadstool full and supporting a

very nice mat downstream. 

ファイルへのリンク         

ファイルへのリンク         

 

8-16-2018: 

 

9.        Mantrap Spring: 82C/pH 7.6 at source, with pH rising to 8.2 at ~60C. No collections were 

made, as we sought a more alkaline spring. 

10.        Heart Pool (Pott’s Basin): pH 10-11 (paper), but 9.75 (meter) and constant between 

source (65C) downstream collection sites (~60C and ~55C). N.B. temperatures were later much 

lower. Source was as low at 62C, 60C site was as low as 52.4C and ~56.5C site was as low as 

45.8C. Possibly source flow shifts combined with wind over shallow outflow. In 2014 there was no

outflow channel. In 1996, there was a flow on the opposite side of the spring at the base of the 

heart. 

 ファイルへのリンク         

I collected samples from 63C, 56C and 54.2C sites. (2X #4, 2X #4 and mat biomass). 

 

 

＜感想、課題等＞ 

初めて海外の温泉及び研究室を訪問し、多くの事を学ぶことができた。 

これまでに日本の温泉は幾度が訪れ、微生物群集を観察してきたが、イエローストーン国立公園
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は雄大な敷地の中に温泉が無数に存在し、そのスケールの大きさに驚いた。微生物群集も、色

や厚みが様々で、非常に多様性に富んでいるように見受けられた。 

研究室では、 終日にセミナーを行った。温泉微生物群集を対象とする、様々な研究者が集ま

り、これまでの研究背景、結果、今後の展望等を直接聞くことができた。また自分の発表では、こ

れまで考えていなかった切り口から指摘を受けたりすることができ、非常に参考になった。PNNL

から来ていた研究チームに共同研究を持ちかける事もできた。 

微生物群集の培養方法も画期的なものが多く、自分の知らない方法で培養しているようなケース

も多く、参考になった。Dr. David M. Ward はとても親切にしてくれ、微生物群集をできるだけ良い

状態で採取する方法なども伝授してもらい、時に本人が実践してくれたりしたので、本当に感謝し

ている。 

今回のアメリカ訪問は、今後の博士課程での研究をより豊かにするものであり、新しい研究テー

マと共同研究を創出することができたことで、得るものが非常に多かった。 

 

 

終記入日時： 2018/09/19 19:10:54 

 

（３） 

タイトル：  マウスを用いた組織学及びイメージング技術の習得

実 施 者： 岡 未来子 

実施場所： Philadelphia, PA, USA 

対象・人数：1 人 

実施期間： 2018 年 11 月 28 日 ～ 2018 年 12 月 28 日 

 

＜概要／目的＞ 

目的は、マウス脳神経細胞を用いた実験手法の習得および英語での研究発表・議論を行い、今

後海外で研究を行う上で必要となるコミュニケーションスキルを向上させることである。 

具体的には、上記の期間、米国 Thomas Jefferson 大学の Gyorgy Hajnoczky 教授（Mito Care 

Center の Director)の研究室にて、Mentor Postdoc とともに、ミトコンドリアの calcium uniporter 

complex の一つである MICU1 の脳神経細胞における役割を調べた。今回の渡米では、MICU1 ノ

ックアウトマウス（KO マウス）を用いた組織学的解析手法、その初代培養細胞を用いた imaging

技術を学ぶことができた。また 12 月 2 日-12 月 6 日には、Pennsylvania Convention Center で開

催された American Society for Cell Biology 学会にてポスター発表を行った。12 月 18 日には、

Mito Care Center のメンバーを対象とした研究セミナーで、自身の研究発表を行った。 

 

＜活動内容／具体的成果＞ 

今回学ぶことのできたマウスを用いた実験手法は以下の通りである。 

１．MICU1 KO マウス胎児からの初代培養神経細胞作製法、トランスフェクション手法といった神

経科学分野でよく用いられる技術の習得。 

２．KO マウスの初代培養細胞内の mitochondria の共焦点顕微鏡を用いたイメージング解析。 

３．グルタミン酸刺激による Neuronal Viability Assay 法。 
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４．KO マウス脳および spinal cord を解剖法。 

５．解剖した脳および spinal cod をゴルジ染色またはニッスル染色し、クライオミクロトームを用い

て凍結切片の作製 

６．ゴルジ染色した大脳皮質の樹状突起の組織学的解析。 

７．ニッスル染色した spinal motor neuron の組織学的解析。 

 

Dr. Gruri のラボはイメージングでとても有名。写真は顕微鏡コレクションの一つ。 

 

＜感想／課題など（企画力／評価力／自主性等の向上を含む）＞ 

マウスを用いた 新の神経科学研究手法を学びたいと考え、Gyorgy Hajnoczky 教授（通称 Dr. 

Gruri）の研究室を訪問した。結果として今回の訪問で、神経科学における基本的な手法から

新のイメージング技術まで非常に多く学ぶことができた。 

また、海外研究室での生活も、とても勉強になることばかりであった。。Dr. Gruri は、何事にも全

力投球なので、仕事もたくさん要求してきた。彼の口癖は【Have a productive day!】。Dr. Gruri は

は 6 人の Postdoc と 1 一人の Tech を抱えており、さらに Director などの仕事で忙しいにもかか

わらず、毎日朝と夕方にそれぞれのメンバー（もちろん私にも）に声をかけ、短時間であっても必

ず研究プログレスを行っていた。Postdoc 間でも積極的に研究に関する意見交換をしており、一

人でふさぎこんで研究する研究者はいなかった。この風通しのいい研究スタイルだからこそ、短

時間でインパクトの高い論文を完成することができるのかなと思った。また Dr. Gruri のラボは国

際色豊かで、ほとんどのメンバーが米国以外の出身。そのため、多くのメンバーがなまりのある

英語を話していた。各国の英語に聞き慣れるのに 2 週間以上かかったのが、今回の課題の一つ

ではあるが、同時にJanglish(Japaneseなまりの英語)を話すことへのコンプレックスはずいぶん薄

れた。 

Mito Care Center での研究セミナーは、今まで も緊張し、1 時間半という も長い発表となっ

た。私のこれまで使ってきた実験動物であるショウジョウバエについての基礎知識から研究目的

の重要性、研究手法、解析手法など、学会などでは議論しきれない細かなところまでたくさん質

問してもらえた。しかしながら、それらに対して英語できちんと解答することの難しさを改めて痛感

した。緊張のせいもあると思うが、Open discussion は、本当に難しい。貴重な経験をさせてくれ

た、Dr. Gruri と Mito Care Center のみんなには本当に感謝している。 

 

研究室以外でも、ラボのメンバーがとてもよくしてくれた。週末には、china town にある dim sum レ

ストランに連れていってくれたり、イケてるコーヒーショップを紹介してくれた。 
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写真は、朝食に dim sum へ行った時のもの。 

また今回の渡米時期はちょうどホリデーシーズンだったので、毎週パーティーが開催され、研究

以外でもアメリカ生活を満期することができた。 

 

 

終記入日時： 2018/02/07 15:25:17 
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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） 

 

1 PDDC 河合繁 硫黄不均化菌と酸素非発生型光合成細菌 Chloroflexus aggregans 

の共生関係 

2 PDDC 鈴木悠希 Clock neurons involved in period dependent long-term memory in 

Drosophila 

3 PDDC 佐藤智士 罰神経系に関連したドーパミン作動性ニューロンの活性化によるショウ

ジョウバエ幼虫の生得的逃避行動 

4 PDDC 戸田絵梨香 An efficient DNA- and selectable marker-free genome editing system 

in rice using zygotes and possible application to other crop species 

5 PDDC 大沼康平 dski3, Novel Gene Associate with Mitochondral Disese is Required for 

Maintainig the Quolity of mRNA Encoing Mitochondral Protain 

6 PDDC 猪崎風葉 緑色糸状性細菌の酸素有無に応答した光合成遺伝子の転写調整 

7 M2 志村綱太 渓畔に生息するオオバアサガラの種生物学的研究 

8 民間 中越智也 植物の光をめぐる地上部競争が葉の切断に対する補償成長に及ぼす影響 

9 民間 西脇花恵 コナラ・シラカンの実生数の地形による違いを生む要因の検討 

10 民間 林 凌也 エピゲノム遺伝における新世代でのエピゲノム形成機構の解明 

～戦略的遺伝学スクリーニング～ 

11 民間 大沼 康平 The SKI complex is essential for maintaining mitochondrial function 

in Drosophila 
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