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女子中高生夏の学校２０１９ 

～科学・技術・人との出会い～  【実施要項】 
 

１ 趣  旨 

  女子中高生が「科学や技術にふれ」、その世界で生き生きと活躍する女性たちと「つな

がり」、科学や技術に関心のある仲間や先輩とともに「将来を考える」機会として「女子

中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～」を開催します。 
  このプログラムでは、２泊３日の合宿研修期間中、女子中高生が理系の研究者や技術

者、大学生・大学院生等との交流を通じて、理系進路の魅力を知り、あるいは再確認し、

理系に進もうという意思を高めることを目指しています。加えて、合宿研修後にも女子

中高生が進路選択、キャリア形成について考えを深めるための支援を行います。 
 
２ 主  催 

   ＮＰＯ法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト（ＧＳＴＥＭ－ＣＰＰ） 
独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ） 

 
３ 後  援（申請順） 

男女共同参画学協会連絡会 

日本学術会議 

国立研究開発法人科学技術振興機構(ＪＳＴ) 

内閣府男女共同参画局 

文部科学省 

一般社団法人日本経済団体連合会（経団連） 

一般社団法人日本腎臓学会 

公益社団法人日本化学会 

一般社団法人日本応用数理学会 

特定非営利活動法人日本分子生物学会 

一般社団法人日本数学会 

国立研究開発法人理化学研究所 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

一般社団法人日本物理学会 

 
４ 会  場 

   独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）    
〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 番地 

   電 話：0493-62-6724         ＦＡＸ：0493-62-6720 
   Ｅメール：progdiv@nwec.jp      ＵＲＬ：https://www.nwec.jp 
 
５ 期  日 

   令和元年８月９日（金）～８月１１日（日） 
 
６ 参 加 者 

   女子中高生（中学３年生、高校１～３年生、高等専門学校生） … １０３名 

 



７ 日  程  
 

＜第１日 ８月９日（金）＞ 

開校式                             13:00～13:15 

   開会宣言  植松 崇之  実行委員長 

北里大学メディカルセンター研究部門 室長補佐 

   あいさつ  内海 房子  独立行政法人国立女性教育会館 理事長 

   ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  古澤 亜紀  茨城県立水戸農業高等学校 教諭 

 

イントロダクション「自分の将来について考えよう」        13:20～13:30 

   グループ内で自己紹介を行い、合宿研修期間を通してチームとなる仲間のことを知

ります。学生ＴＡ（ティーチングアシスタント）からの説明により、合宿研修のねら

いや目的を理解し、主体的に参加する気持ちを高めます。 

 

キャリア講演                          13:45～15:00 

   女子中高生にとって魅力的な科学・技術の研究を行っている方から、現在の生活や

仕事のことなど理系進路の魅力について話を聴き、将来理系で学ぶこと、働くことの

意義や理系進路の多様性について理解を深めます。 

  「私らしい仕事のつくり方～ハードウェアスタートアップでの起業」 

講師  矢島 佳澄  合同会社 techika 代表 

「失敗を力に」 

講師  加藤 芽里  東芝メモリ株式会社 
メモリ技術革新推進部 技術改革担当 

        

学生企画「リケジョちゃんに叱られる」              15:15～16:15 

ロールモデルとなる先輩の講演を聴いた上で、女性のキャリア形成を考える時に直

面する社会問題について認識を深め、どのようなキャリア形成が考えられるのかディ

ベート形式で深めていきます。 

 

学生企画「サイエンスバトル！？」                 17:00～18:00 

   グループ内ではもちろん、グループ間でも協力し合い、ＳＤＧｓ*の１７の目標達成

を目指し、カードゲームを通して誰もが生きやすい世界づくりを学びます。 

＊ＳＤＧｓは Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。 
２０１５年９月の国連サミットで採択された、国連加盟１９３か国が２０１６年か 

ら２０３０年の１５年間で達成するために掲げた目標。 

 

     夕 食                          18:15～19:15 

 

研究者・技術者とのキャリア・進学懇談会  ＜希望者のみ＞      19:15～20:00 

   理系進路選択に向けて、研究者・技術者とさらに話をしたいという参加者のために、

進学や就職など、将来に関する懇談会を行います。 

 

＜第２日 ８月１０日（土）＞ 

  サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」         9:00～11:30 

   理系の専門分野の研究者・技術者の指導の下、実験・実習にじっくりと取り組みま



す。日常を科学する「不思議体験コース」と専門性の高い「チャレンジコース」の２

種類の実験があります。実験を行うだけでなく、その意味や結果についても考察して

みましょう。 

      

昼 食                          11:45～12:45 

     集合写真の撮影                      12:45～13:00 

 

サイエンスアドベンチャーⅡ「研究者・技術者と話そう」      13:00～15:00 

協力学会、企業、大学で様々な理系キャリアを歩んでいる方がポスター展示や演示

実験を行います。様々な理系分野で活躍する方々に最先端の技術や各分野で必要とな

る基礎知識、さらにその分野で活動する方がどのようなライフスタイルをとっている

のかを知る機会です。研究者、技術者、女子大学生・大学院生に進路選択やキャリア

に関する疑問や不安を相談する機会としても活用してください。 

 

学生企画「ＧＡＴＥ ＷＡＹ」                   15:15～16:45 

   女子中高生が理系の進路についてさらに深く知るため、理系の学びや進路について、

多様な理系分野の様々な年代の人々と話し合います。 

また、学生企画「キャリア・プランニング」に向けて、科学者・技術者や学生ＴＡか

らアドバイスを受けます。 

 

  学生企画「キャリアプランニング」                17:00～17:30 

19:00～20:00 

   夏学での学びをもとに、各グループでお互いの考えを話し合いながら、一人一人の

具体的な進路を模索し「タイムライン」としてまとめます。 

 

交流会                             17:40～18:50 

   夕食をとりながら、参加者同士、講師や実行委員、学生ＴＡと交流します。 

 

＜第３日 ８月１１日（日）＞ 

学生企画「キャリアプランニングポスター発表会」           9:00～11:00 

学生企画「キャリアプランニング」で作成したタイムラインを用いて、班で一つの

ポスターを作成し、夏学を通して考えた自分の将来について発表します。 

 

  学生企画「夏学振り返りと表彰式」                11:15～11:45 

   参加者が一堂に会し、３日間の振り返りを学生スタッフの企画により行います。 

 

サイエンスアンバサダー任命式・閉校式              11:45～12:00 

   女子中高生参加者全員をサイエンスアンバサダーとして任命します。アンバサダー

は、自分の学校や地域に戻った後、学校や友人に夏学の体験を伝えます。 

任命     今井 桂子   副実行委員長 

中央大学理工学部 教授  

中央大学高等学校 校長 

説明     大山口 菜都美 秀明大学学校教師学部 講師 

閉会あいさつ 植松 崇之   実行委員長 

北里大学メディカルセンター研究部門 室長補佐 



８ 参加にあたって 

本事業の活動・成果を普及するため、当日の様子を録画・撮影して、ＮＷＥＣ及び「女

子中高生夏の学校」の公式ホームページ・ＳＮＳに掲載、また各種会議等で報告する予

定です。あらかじめ御承知おきください。 



 
 

女子中高生夏の学校２０１９参加の皆さんへ 

～生活上の諸注意～ 

実行委員・生活指導担当 

古澤 亜紀（茨城県立水戸農業高等学校） 

 

2 泊 3 日の「夏の学校」では、日常の生活では得られない体験ができます。また、日本全国から、同

じ目的を持つ新しい仲間たちが集まっています。でき得る限りたくさんのものを得ることができる 3 日

間にして欲しいと思います。そこで、この合宿を有意義に、お互いが気持ちよく過ごすために、次の 5

つのことをお願いします。 

 

１．コミュニケーションの基本は挨拶です！ 

 挨拶は、人間関係をスムーズにするための基本です。この合宿中、施設内ですれ違う人達は、すべて

「夏の学校」の関係者です。自ら、元気良く、きちんと挨拶をしてください。 

 また、「夏の学校」では、普段は中々お話する機会の少ない、大学や研究施設などの先生や先輩たち、

違う地域で生活する仲間たちが一緒に生活しています。グループ内の仲間とはもちろん、たくさんの先

生や仲間たちと、積極的にコミュニケーションを図ってください。 

 

２．時間は絶対に守りましょう！ 

 「夏の学校」は、皆さんに１つでも多く新しい経験や発見をして欲しいと、盛りだくさんのプログラ

ムを用意しています。その為、決められた集合時間に遅れてしまうと仲間たちに迷惑がかかります。常

に「１０分前行動」を心掛け、早めに次の準備をしましょう。もしも、やむを得ない事情で時間に遅れ

そうなときは、必ず近くの先生やＴＡの学生さんに連絡してください。 

 

３．3 日間、元気に過ごすコツは、早寝早起きときちんとした食事です！ 

 新しくできた仲間たちとの楽しい時間は、夜更かしをしたり、お菓子を食べすぎたり、食事の量が普

段と異なったりと、生活が不規則になりがちです。しかし、夏の蒸し暑さと慣れない環境での生活は、

予想以上に体力を消耗します。体調を崩して、貴重な体験のチャンスを失うことが無いよう、夜の点呼

後は自分の部屋で静かに休みましょう。また、朝は早く起きて、しっかり朝食を食べ、日中の活動時間

を元気よく過ごせるように、自分で体調を管理しましょう。水分補給も忘れずに！ 

 

４．貴重品の管理をお願いします！ 

 これまで、合宿中に盗難があった事はありませんが、万が一の為にも、財布・定期券・携帯電話等の

貴重品は、しっかり管理をしましょう。 

 

５．困った時は・・・（緊急時の対応について） 

 もしも、具合が悪くなったり、けがをしたりといった場合に備えて、救護担当の方が待機してくださ

っています。また、近くに病院もあるので、体調不良は、決して我慢せず申し出てください。 

 その他にも、困ったことがあった時は、すぐに先生やＴＡの学生さんに相談してください。 

  ※夜間時の緊急連絡先（０９０－７８３５－９９２５ 事業課 櫻井） 



 

女子中高生夏の学校２０１９  【連絡事項】 

 

 

夏の学校開催期間中 

 

１ 各プログラムの会場は、この開催資料の日程表、会場図などをよく見て確認してください。 

 

２ 体調管理、水分補給など各自で十分注意してください。期間中、体の調子が悪くなったり、けが

をしたりした場合、近くにいる実行委員(赤色ストラップ名札)、学生ＴＡ(ピンク T シャツ)、会館

職員（緑色ストラップ名札）に申し出てください。なお、夜間の場合は、（０９０－７８３５－９

９２５ 事業課／櫻井）まで連絡してください。 

 

３ コインロッカー（料金１００円、使用後は返却されます）は、研修棟１階及び本館１階ロビーに

ありますのでご利用ください。 

 

４ フロントでは、ナイトウエア、アイロン、ドライヤー（数台）を無料で貸し出ししています。全

ての宿泊室には、バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、ハンドソープ、ティッシュペーパーが

用意されています。 

 

５ 売店（営業時間８：３０～２１：００）は、本館正面玄関を入って右側のフロント横にあります。

文具、生活用品、飲食物等を販売しています。また、宅配便も取り扱っています。 

 

６ 飲み物等の自動販売機は、研修棟１階ラウンジ、研修棟２階ロビー及び本館１階（食堂前・ロビ

ー横）、宿泊棟Ｂ棟１階にあります。 

 

７ 公衆電話は、本館１階食堂前、研修棟１階カウンター横にあります。なお、宿泊室の電話からも

会館外部へ電話ができます。使用した場合は退館時に電話代をフロントで精算してください。 

 

８ 宿泊室は、毎日１０：００～１５：００の間に清掃が入りますので、貴重品は各自管理をお願い

します。なお、宿泊室の鍵は一部屋に２本ずつしかありません。一人に１本ずつはお渡しできませ

んのでご了承ください。 

 

９ 食堂の利用時間は、朝食７：００～８：３０ 昼食１１：３０～１３：３０ 夕食１８：００～

２０：００です。なお、食事は全員同じメニューになります。食物アレルギーがある人については、

注意してください。１０日の昼食はお弁当、１０日の夕食は立食でのバイキング形式です。 

 

10 基本的に「夏の学校」期間中、館外への外出はできません。やむを得ず外出する場合は、必ず担

当の学生ＴＡへ連絡の上、２２：００までに帰ってきてください。２２：００には正面玄関を施錠

しますので、注意してください。 

 

11 ９日及び１０日の共同浴場（大浴場、小浴場）の入浴時間は、１７：３０～２３：３０です。 

 

12 コピー機は研修棟事務室前と本館ビジネスセンターにあります。１枚１０円です。 

 

13 研修中、わからないことがありましたら、班付きの学生ＴＡか近くにいる緑色のストラップをつ

けた会館職員に問い合わせてください。 

 

14 本館２階に女性情報等をＰＣで自由に検索できる「女性教育情報センター」があります。開室時

間は３日間とも９：００～１７：００です。１階のアーカイブ展示室（「ベアテ・シロタ・ゴード



 

 

ン展」展示中）の開室時間は３日間とも９：００～１９：００です。 

 

15 その他の連絡は、各班担当の学生ＴＡを通じて連絡します。 

 

16 参加者の名簿は、関係者にのみお配りしているものです。取扱いには十分注意してください。 

 

17 開催中、記録広報用として録画・録音・撮影を行います。ご了承ください。 

 

 

８月９日（金）  （１日目） 

 

１ 研修棟大会議室での学生企画「リケジョちゃんに叱られる」終了後、本館へ移動してください。 

 

２ 本館への移動後、１６：１５～チェックインとなります。本館で各班まとまってチェックインを

してください。 

 

３ １７：００～本館ロビー・ラウンジ・談話室等を使い、学生企画「サイエンスバトル！？」を行

います。終了後、１８：１５～夕食となりますので本館１階食堂（レストランらん）へ集合してく

ださい。 

 

４ １９：１５～「研修者・技術者やＴＡのキャリア・進学相談会」は、希望者のみの参加です。な

お、２０：００まで開催しています。 

 

   

８月１０日（土） （２日目） 

 

１ ９：００～サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」は、参加する実験・実習の場所、

集合場所を「研修棟配置図」で確認の上、移動してください。 

 

２ １２：４５～講堂前（外）で女子中高生、学生ＴＡの写真撮影を行います。係が指示しますので

速やかに整列するように協力をお願いします。また、１２：３０～実行委員、実験・実習・ポスタ

ー展示スタッフの写真撮影を同じく講堂前で行いますので、ご都合のつく方は是非ご参加ください。 

 

３ １７：４０～夕食をとりながらの交流会を開催します。時間までに本館１階食堂に集まってくだ

さい。立食でのバイキング形式です。 

 

 

８月１１日（日） （３日目） 

 

１ 宿泊室の鍵は、研修棟に向かう前の８：５０ までに本館フロントへお返しください。その際、

宿泊部屋から外部にかけた電話代を精算してください。 

 

２ 閉校式終了後、「アンケート用紙の提出」をお願いします。班付きの学生ＴＡに渡してください。 
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８月９日（金）13:00～13:15 大会議室  

 

 

開会宣言         実行委員長 

北里大学メディカルセンター研究部門 室長補佐  

植 松 崇 之 

 

あいさつ        独立行政法人国立女性教育会館 理事長  内 海 房 子 

 

オリエンテーション  茨城県立水戸農業高等学校 教諭        古 澤 亜 紀 

 

 

開校式 
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植松 崇之 女子中高生夏の学校 2019 実行委員会 実行委員長 

北里大学メディカルセンター研究部門 室長補佐  日本分子生物学会 

  
     ８月９日（金）13:00～13:05 大会議室  

   

女子中高生夏の学校（夏学）へようこそ！！今年も全国からたくさんの女子中高生のみなさんを迎え、

15 回目の夏学を開催することができました。夏学では様々な新しい体験をしたり、たくさんの素敵な仲間

に出会うことになるのではないかと思います。３日間というとても短い期間ですが、次のことを少し意識しな

がら、夏学のプログラムを満喫してください！ 

 

１. 好奇心をもって積極的に学んでみよう！ 

みなさんには人それぞれ得意な教科や苦手な教科があると思います。また、テストで良い点数を取

ることが出来ても、あまり「面白い！」と感じることが少ない教科もあるかもしれません。夏学では、理系

のいろいろな分野を専門とする科学者や技術者が集まって、みなさんに様々な話題を提供します。今

まで苦手だったり、興味がないと思っていたことでも、最初から目や耳を塞がずに、普段+α の好奇心

をもって積極的に学んでみてください。 

 

２. 勇気をもっていろんな人に話しかけてみよう！ 

夏学には女子中高生の参加者だけでなく、全国から様々な年齢、所属の人が集まっています。グル

ープの仲間はもちろんのこと、学生 TA の先輩、実験・実習やポスター展示の説明をしてくれる研究者

や技術者の方に、ぜひ積極的に話しかけてみてください。聞いてはいけないことはありません。みんな、

あなたの一言を待っています。 

 

３．夏学で得たことを、さらに育ててみよう！ 

夏学は３日間で終わってしまいますが、夏学で得た全ての経験は、これからのみなさんの人生の歩

みにとっての大きな力になるはずです。あなたはもう昨日までの自分とは違います。「昨日までの自分」

を越えて、「今日からの新しい自分」をぜひ見つけてください。 

 

さあ、２０１９年の夏学がはじまります。夏学をみなさんにとってのとびきりの体験にしてください！ 

 

「夏学で得てほしいこと」 
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今井 桂子 副実行委員長 

中央大学理工学部 教授 中央大学高等学校 校長 日本応用数理学会他 

 
     ８月９日（金）13:20～13:30 大会議室  

  夏学へようこそ！ 

夏学でたくさんの出会いを見つけて、夏学を充分に楽しんで頂くため、その歩き方をご紹介しま

す。 

夏学には、様々な分野の理系女子学生、研究者・技術者・教員など 150 名を超えるスタッフが参

加しています。さらに全国から理系に関心のある中高生の仲間が 100 人も集まっています。この３

日間で、どんな出会いや交流があるでしょう。 

あなたの第一のミッションは、「科学・技術・人との出会いを通じて将来のキャリアプランを立

てる」ことです。キャリアプラニングって何から始めれば良いのだろうと思う人のためにも、手が

かりをつかむために、若手研究者・技術者のキャリア講演をもとに、将来出会うであろう問題につ

いて考える「リケジョちゃんに叱られる」を企画しました。そのあとは、「サイエンスバトル！？」

で思いっきり体を動かし、仲間や先輩と笑ってください。さらに、実験・実習「ミニ科学者になろ

う」、ポスター展示・キャリア相談「研究者・技術者と話そう」など、たくさんのプログラムを用

意しました。理系へ進むかどうか迷っているあなたも、目指す方向は決まったけれど不安を抱える

あなたも、様々な出会いの中から、科学・技術の世界で活躍するあなたの将来の職業像を見つけて

ください。 

さて、あなたには、もうひとつ重要なミッションがあります。それは、３日間であなた自身が「サ

イエンスアンバサダーに変身する」ことです。夏学で出会った人々のこと、科学・技術の世界の魅

力を、どのように友達に伝えよう、何を持ち帰ったらこの楽しさを伝えられるだろう、ということ

を仲間と一緒に考え、話し合ってください。ちなみに、あなた自身のキャリアプランも、サイエン

スアンバサダー活動に

役立ちますよ。 

 さらに、夏学の友達と

地元の情報を共有する

こともサイエンスアン

バサダーの大切な任務

です。 

 この３日間で、たくさ

んの出会いとともに、サ

イエンスアンバサダー

活動の種がいっぱい見

つかりますように願っ

ています。 

  イントロダクション   

   「自分の将来について考えよう」 

ディズニー・アンバサダー 

 

1965 年誕生。 

ウォルト・デイズニーの代

わりに、ディズニーランド

を紹介したり、特別なゲス

トを案内したりする役割を

務める人。 
 

サイエンスアンバサダー 

 

2008 年誕生。 

夏学での出会いや体験、 

科学・技術の世界の魅力

を、家族や友人、先輩や後

輩に伝える人。また、地元

での体験したことを夏学

の仲間と共有する人。 
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「私らしい仕事のつくり方 

           〜ハードウェアスタートアップでの起業〜」 
 

矢島 佳澄  合同会社 techika 代表 

應義塾大学 環境情報学部 非常勤講師 

   ８月９日（金）13:45～15:00 大会議室  

● はじめに 

 私はハードウェアエンジニアとして「柔らかいハードウェア」をテーマに、ひとり会社を起業し

て活動しています。プログラミングや電子工作を駆使して、布などの柔らかい素材や、葉っぱや水

などの有機物をセンサーにしたり、モーターで動かしたりしています。本講演では、起業にいたる

までの道のりや、女性がエンジニアとして生きていくことについてお話しします。 

● 高校時代 

 数学は好きで理系に興味はあったのですが、「女の子が理系に進んでも意味ないよ」と、母親に

言われたこともあり、文系を選択しました。その頃は芸術系の大学にも興味があったため、自分自

身の選択には後悔はしていませんが、女性が理系に進むともっとひどい言葉が投げかけられるかも

しれない、ということは実感しました。 

 高校２年生の終わりに見に行った文化庁主催の「メディア芸術祭」という展覧会が私の転機とな

ります。そこではじめてメディアアートというものに触れました。その中で感銘をうけた作品の作

者がのちに指導教授となります。コンピュータを使った表現を私もしてみたいと思い、慶應義塾大

学 SFC の環境情報学部を志しました。 

● 大学時代 

 慶應義塾大学環境情報学部に入学し、2 年次からインタラクションデザインの研究室に所属しま

した。この研究室の教授が高校生の時に感銘をうけた作品の作者でした。学生 VR コンテストや学

会等での発表をするなかで、プログラミングや電子工作の実装力を高めました。私もメディアアー

トの作家になりたいと考えていました。乙女電芸部という部活を結成し、研究室ではできない、た

だ単に欲望を叶えるものづくりをはじめました。 

● 大学院時代 

 理系のアカデミックな論文に縛られず作品制作をしたかったため、東京藝術大学大学院に進学し

ました。芸術家が指導教授になったため、これまでの学問とはまったく違う考えで戸惑い、私はア

ーティストにはなれないと悟りました。大学院時代には、メディアアートユニットの作品制作をエ

ンジニアとして手伝ったり、Panasonic の展示会での展示物をつくったり、仕事として受託制作を

するようになりました。乙女電芸部で子供向けの電子工作ワークショップをするようになり、全国

の科学館等から声がかかるようになりました。 

 

キャリア講演 ① 
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● 起業 

 就職したい企業がなかったことと、すでに大学院時代からクライアントがあったため、起業をす

ることにしました。たまたまそのタイミングで、DMM.make AKIBA というものづくりスタートアップ

を支援するシェアオフィスがオープンし、そこのスカラシップ生として採択されたため、家賃がほ

とんどかからずにオフィスを持つことができました。 

● 現在 

 「柔らかいハードウェア」をテーマに、企業の展示会等で展示する一点物を受託制作しています。

２０１７年には、Panasonic×GO ON のプロジェクトに技術協力し、西陣織をタッチセンサーにする

作品を制作して、世界最大の国際家具見本市ミラノサローネに参加しました。乙女電芸部のワーク

ショップも百貨店や全国の FabLab などで引き続き活動しています。 

 ひとり会社は孤独ですが、自分の名前に仕事が来ることはとてもやりがいがあります。理系に進

むことは、「自分の名前に仕事が来る」ということへの近道だと思います。女性のキャリアにとっ

て非常に重要ですので、ぜひ皆さんがどんな専門性を高めたいか、考えてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

矢島 佳澄（やじま かすみ） 

合同会社 techika 代表 

2012 年 慶應義塾大学環境情報学部卒業。インタラクションデザインを専攻 

2015 年 東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。メディアアートを専攻 

学生時代より国内外でのアート作品展示・設営に携わる 

2015 年 合同会社 techika を創業。「柔らかいハードウェア」をテーマに、主に家電メーカーの製品

コンセプトモデルの受託開発を行う。 

乙女電芸部というグループを主宰し、手芸と電子工作を組み合わせたワークショップを全

国の科学館や Fablab などで開催 

2016 年より女性のためのスマート防犯ブザー「しっぽコール」を株式会社ルースヒースガーデンと

共同開発 

2019 年より慶應義塾大学環境情報学部非常勤講師 
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「失敗を力に」  

加藤 芽里  東芝メモリ株式会社  

メモリ技術改革推進部技術改革担当 

   ８月９日（金）13:45～15:00 大会議室  

● はじめに 

皆さんは「失敗」、したことありますか？「失敗」と聞くと、一般的には目標を達成できない、

方法を間違えていた等、悪いイメージが多いのではないかと思います。でも実際は、理系において

「失敗」は成功の源であり、人生において「生きる力」を生み出します。私はこの講演を通じて、

中高生の皆さんが「失敗」を恐れず、自分の「好き」へ挑戦することを応援したいです。 

● 理系キャリアの選択と大学受験の失敗 

 私の小学生時代の夢は「通訳」で、中学生時代から、数学や理科が得意ではありませんでした。

そのため、高校 1年生で進路選択をする際も「文系」を選ぼうとしましたが、技術者だった父から、

「今文系を選んだら、ますます数学と理科が苦手になる」と忠告され、「理系」を選択しました。

高校は非常に優秀な人が多く、理系が苦手な私はとても苦労しました。大学受験は失敗、不本意な

大学生活をスタートすることになりました。私は自らを振り返り、原因は３つあると考えました。

まず 1 つは「父のせい」にしたこと。自分で文系・理系を決められないが故に、父の選択に任せ、

自分のキャリアを考え抜く努力をしませんでした。２つめは「精一杯の努力」をしなかったこと。

努力はカッコ悪いという見栄があり、十分頑張りませんでした。そして３つめは、自分の「好き」

を見出す努力をしませんでした。この振り返りを元に、自分で決めた選択を二度と後悔しないよう

「大学生活を楽しむ」、同時に「好き」が見つかった際選択できるよう「精一杯勉強する」、という

２つを目標にしました。 

● 大学生活におけるダブルキャリア 

 楽しむために大切な自分の「好き」は何だろう？と考えた時、小学校時代の夢である「通訳」が

思い浮かびました。新しい世界の扉を開いてくれる「語学」がずっと好きで、出来る限りの語学を

学ぶことにしました。理学部化学科に在籍しながら、文学部の学生とともに、フランス語、中国語

の授業を受けました。部活も ESS(English Speaking Society)という英語サークルに入り、休日を

利用して他大学の人達と活動に取り組み、とても楽しく充実した時間を過ごすことが出来ました。

大学の勉強も精一杯やったことで、第一志望の研究室に入ることができました。学部４年になると

生活は実験中心になり、座学と違う「面白さ」を感じました。その「面白さ」を追求したいと考え、

大学院進学を選択しました。理系大学院の選択と私が好きな「語学（特に英語）」、関係ないように

思うかもしれませんが、密接に関係しています。世界最先端の研究情報は、多くの場合「英語」の

雑誌に掲載されます。そのため研究室に入ると英語の論文を日々読み書きし、発表機会もあります。

また研究室には外国籍研究員もいたので、日々英語で議論していました。 

研究は「糖リン酸エステルを利用した金属錯体」という化合物合成を行いました。実施例のない

研究で参考論文もなく、実験は「失敗」。途方に暮れながら実験ノートを振り返り気が付いたのは、

キャリア講演 ② 
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「自分は出来ないと思い込んでいる。」ということでした。その日を境に、検討した実験を単なる

「失敗」ではなく、「成功」への選択肢を 1 つずつ確認しているのだと考え、全実験結果を観察し、

現象やモデルを考えた上で次の実験を実施する、という日々を繰り返しました。そしてついに合成

を実現することができ、博士課程を修了することが出来ました。 

● 「好き」を極める 

 自分は何が「好き」？就職するにあたり、私は再度考え直しました。英語と同じく、実験も好き。

実験の何が好きだろう？と考えた際、自分は実験を通じて行う「ものづくり」が好きだと理解し、

ものづくりの場である「製造業」への就職を決めました。そして、大学の先生から紹介されたのが

「フラッシュメモリ」の技術者という仕事でした。人の笑顔につながるものづくりに関わりたく、

世界中の人が使っている「フラッシュメモリ」に自分が役立てるならば、挑戦したいと考えました。

入社直後は半導体の知識がなく苦労しましたが、技術者の仕事は「失敗」の連続。日々膨大な実験

を行い、数々の現象を物理や化学で理解し、再度実験を行いながら、製品を作り上げていきます。

日々当たり前に存在する沢山の製品が、多くの技術者の努力で作られていることに感動しました。

数年間英語は全く必要ない職場でしたが、諦めず英語の勉強を続けていたある日、技術者英語教育

を立ち上げる機会に恵まれました。自分の「好き」を両立できる仕事に恵まれたことが嬉しくて、

３か月一人で英国に行き、語学研修を立ち上げることが出来ました。 

● マイキャリアを振り返って 

 私は「理系」を選択しながら「文系」も好き。自分の「好き」をどう生かせばよいのか分からず、

沢山の「失敗」を経験しながら紆余曲折しました。それでも、自分の「好き」を両立できている今、

諦めないで良かったと心から思います。出産そして復帰の際沢山の困難もありましたが、「好き」

で頑張ることができる仕事があったことは、人生の「支え」になりました。仕事と家庭の両立は、

大変なことも沢山ありますが、仕事を通じて得られる知識、経験そして人との出会いは私の人生を

とても豊かにしてくれています。 

 若い中高生の皆さんには沢山の選択肢があります。だからこそ迷い、正解が分からず不安になる

と思います。でもどうか、自分の可能性を信じ、「好き」を見つけて下さい。「失敗」は時に痛みを

伴いますが、その痛みを振り返り学んだことは、必ず皆さんの「生きる力」になります。 

「失敗を力に」、皆さん１人１人が素敵なマイキャリアを築かれること、心から応援しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

加藤 芽里（かとう めりい） 

1997 年 福岡県立福岡高等学校 卒業 

2006 年 奈良女子大学人間文化研究科人間環境科学専攻博士後期課程修了 博士（理学） 

2006 年 株式会社東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 入社  

2012 年 3 か月間英国に滞在し、技術者教育を企画し、全社へ展開 

2015 年 産休・育休取得 

2018 年 日本女性技術者フォーラム(JWEF)奨励賞 審査員特別賞受賞 

2019 年 株式会社東芝メモリ メモリ技術改革推進部にて技術広報担当に従事 





 キャリア講演①（矢島 佳澄さん）を聞いて 

          班：      名前：          

 

※ 班の TA に渡して下さい！ 

  講演内容まとめ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「質問したい！」こと 

 

 

 

 

 

 

 

  感想・考えたことなど  

・将来の自分に活かせることはありましたか？ 

 

 

 

 



 キャリア講演②（加藤 芽里さん）を聞いて 

          班：      名前：          

 

※ 班の TA に渡して下さい！ 

  講演内容まとめ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「質問したい！」こと 

 

 

 

 

 

 

 

  感想・考えたことなど  

・将来の自分に活かせることはありましたか？ 

 

 

 

 



Ⅰ－６ 

  
 

 

 

 
    ８月９日（金）15:15～16:15 大会議室 

   

今の時代でも、女性のキャリアには様々な困難が立ちはだかります。 

そんな中でも、様々な問題と向き合い、自分らしい人生を歩む先輩たち…。 

 

人生の岐路に立ったとき、どんな気持ちで何を思って、その道を選択したのでしょうか？ 

 

 

女性のキャリアってどんな形があるの？ 

自分らしくはたらく、生きるってどういうこと…？ 

そのために、今の自分は何を頑張ろうかな…？ 

 

視野を広げ、新しい視点をもつきっかけを作ろう！！ 

 

  学生企画「リケジョちゃんに叱られる」 



 

Ⅰ－７ 
 

  
   

 
 
 
                       ８月９日（金）17:00～18:00 本館・宿泊棟等 

   

初めて出会う仲間たちと力を合わせて世界を作ろう！ 

 

皆さんは班ごとにプロジェクトを行うことで、小さな世界を作ってもらいます！ 

自分の行動で経済がよりよくなる。その代償に環境が破壊されてしまうなど、 

皆さんのアクション次第で世界が変わっていきます！！ 

 

自分自身の幸福と世界の幸せは実現できるかな？？ 

  学生企画「サイエンスバトル！？」 



 

Ⅱ－１ 

  
  

 
 
 

  ８月１０日（土）9:00～11:30 各研修室 
   

これから実験・実習の世界に入っていきます。 

皆さんが参加する実験・実習には、どんなことが待ち受けているでしょうか？ 

 

「自分が知らない実験でびっくりした！」 

「楽しい講師の皆さんにお会いできて、充実できた！」 

「同じ実習に参加した仲間たちとたくさん交流できてとっても良かった！」 

 

など、初めてのことばかりで、ワクワク・ドキドキの 2時間半となることでしょう。 

是非自ら積極的に参加し、充実した時間にしてください。 

 

また、自分の部屋に戻ったら、どんなことがあったのか、皆さんで情報共有をしましょう。 

 

 

さあ！新しい実験・実習の世界へ冒険だぁ！！！ 

 

 

サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」 



※不思議体験コース…文系か理系か進路選択に迷っている人向けの実験・実習
※チャレンジコース…より専門性の高い内容の実験・実習

記号 学会名等 コース 実験題目 内　　容 講師等 会場

Ａ
一般社団法人
日本蚕糸学会

チャレンジ
コース

カイコの体の中で作
られた成分の利用
法を知ろう

このコースは、昆虫カイコの体の中で作られた成分と、身近な
微生物類が反応する現象を実験・観察し、それが役立つ製品と
して利用されている事を理解するのを目的として実施します。カ
イコの血液（体液）は、体外から侵入してきた異物に対して反応
すると黒くなる（メラニン化という）性質があります。これを利用
すると、微生物を検出する診断薬として活用できます。このよう
なカイコの持つ不思議について一緒に学びませんか？

比嘉 友紀子
１０８

研修室

Ｂ
公益社団法人
日本化学会

不思議体験
コース

楽しく、美しい化学
の実験に挑戦！

化学実験のおもしろさを、楽しく、美しく体験できます。
実験①「美しい金属樹をつくってみよう」～酸化還元反応～
イオン化傾向を使って、さまざまな金属樹を作ります。
実験②「カラフルな人造イクラを造ろう」～マイクロカプセルの化
学～昆布にも含まれるアルギン酸を使って人造イクラを作りま
す。

前田 直美
田村 定義
松本 真哉
竹内 恵

３０４
研修室

C
一般社団法人

日本数式処理学
会

チャレンジ
コース

「数式処理」体験 --
コンピュータをつ
かった数学探究活
動--

コンピュータの誕生以来、コンピュータを利用してさまざまな数
学の問題が解かれてきました。コンピュータを使うと、学校の先
生でも知らないような数学の世界を見ることができます。この夏
学の実習では、RaspberryPiという、安価で小さなコンピュータを
使って、いくつかの探究活動をしてみようと考えています。一緒
にコンピュータで数学してみませんか。

大橋 真也
マルチ
メディア
研修室

D
公益社団法人
日本技術士会
埼玉県支部

不思議体験
コース

砂の性質～様々な
地域の砂を使って
オリジナル砂時計を
作製してみよう

“砂”について、どのようなイメージを持っていますか。日本は急
峻な地形で火山も多いため、地域によって色合いや粒の大きさ
が異なります。また、乾燥しているか、湿っているか、水で飽和
しているかによって性質が大きく変わります。実験では日本の
様々な地域の砂の特性や性質を学びその特性を活用し、オリ
ジナルな砂時計を作ります。身近にある不思議な“砂”の理解
を深めてみませんか。

佐々木 修平
黒澤 兵夫

３０６
研修室

E
一般社団法人
日本生態学会

不思議体験
コース

身近に生きる生物
たちの生態

本実習では、国立女性教育会館周辺でみられる生物を採集・
観察し、生物同士のつながりや環境との関係を探求することを
目的とします。前半は会館周辺を散策しつつ生物を採集・観察
し、どのような生物がみられたか記録します。後半は研修室に
戻り、センサーカメラで撮影した直接観察が難しい生物の映像
を紹介します。どのような環境にどのような生物がいるかをまと
め、採集・観察で記録できた生物同士のつながりを考えてみま
しょう。

黒瀬 奈緒子
１０３

研修室

F
原子力発電

環境整備機構
チャレンジ

コース

地層処分と放射線
‐ 不思議な砂、ベン
トナイト

原子力発電を利用することで発生する「高レベル放射性廃棄
物」。その処分方法としては「地層処分」が国際的な考え方と
なっています。私たちの実験実習では、高レベル放射性廃棄
物って何？地層処分って何？どうして地層処分なの？などの疑
問に答えます。また、放射性物質を地下深くに閉じ込めるため
に使用する「ベントナイト」という不思議な砂を用いた実験を通し
て、その性質を体験できます。

吉田 芙美子
森 沙紀

仁戸部 真生

３０３
研修室

G
日本金属学会
日本鉄鋼協会

不思議体験
コース

金属の不思議

金属は加工熱処理によって性質が大きく変わり、それを利用し
て様々な分野に使われています。まず、身近な金属材料を用い
て、熱処理や加工をすることにより、磁性、強さがどのように変
化するかについて体験してみましょう。また、チタンと酸素を結
合させることで、無色透明の薄膜を合成し、『色』をつけてみま
しょう。最後に、融点が低い金属を使って好きな形でメダルを
作ったり、形状記憶合金を好きな形に記憶させてみましょう。

御手洗 容子
戸田 佳明
増山 晴己
松田 洋修

１０９
研修室

H
株式会社
学研プラス

不思議体験
コース

科学教材作りを通し
て科学コミュニケー
ションを体験しよ
う！

本実習を通して、参加してくださった皆さんが、「科学教材を実
際に組み立ててみたら、科学・技術を伝える方法のひとつが分
かった」「自分ならばこんな教材や方法で子供たちに伝えてみ
たい」「『知っていること』と『できること』、『学ぶこと』と『伝えるこ
と・教えること』にはギャップがあるんだ」と実感してくれたら嬉し
いです。話題のSociety5.0についても考えてみます。

田村 尚志
１０７

研修室

８月１０日（土）９：００～１１：３０

サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」実験・実習一覧
女子中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～



※不思議体験コース…文系か理系か進路選択に迷っている人向けの実験・実習
※チャレンジコース…より専門性の高い内容の実験・実習

記号 学会名等 コース 実験題目 内　　容 講師等 会場

８月１０日（土）９：００～１１：３０

サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」実験・実習一覧
女子中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～

I
日本地球惑星

科学連合
（JpGU）

不思議体験
コース

私たちが暮らす平
地はこうして出来
る！（地形形成の模
型実験）

私たちが暮らし、農地や工場がある平地の多くは、川と海が長
い時間をかけて作った地形です。とても長い時間なので、それ
がどのように出来るのか、実際にイメージすることは簡単では
ありません。その長い時間を短い時間に縮めて観察してみよ
う、というのが模型実験です。私たちの実験・実習では川から海
へかけての地形変化を再現できる模型装置を使って、川と海が
どのように平地を作るのか、ビジュアルに体験し学習します。

古市 剛久
天野 敦子
小川 佳子

２０２
研修室

J 日本地形学連合
不思議体験

コース

マインクラフトで好き
な土地に家を建てて
みよう

あなたは、どこに、どんな家を建てて住んでみたいですか？こ
の実験では、マインクラフトという、ブロックを積んでバーチャル
な世界の中に建物や庭や畑を作れるゲームソフトを使います。
地形の成り立ちや地質がわかる地図、活断層の位置がわかる
地図、災害の危険がある場所がわかる地図、そして道路や市
街地の地図、色々な地図を見ながら、暮らしやすくて安全だと
あなたが思う土地に、好きなデザインの家を建ててみましょう。

岩橋 純子
南雲 直子
松本 誠子

２０８
研修室

K
地球電磁気・

地球惑星圏学会
チャレンジ

コース

作って・見て・測って
知る、地球と宇宙の
「波」のふしぎ

我々は、オーロラを引き起こす波の研究や、光や電波を用いた
惑星の環境の研究をしています。私たちが普段の生活で使っ
ているスマートフォンや電子レンジなどでも電波やマイクロ波と
いう波が利用されています。この実験では、ゴムひもとストロー
を使用して普段は目に見えない波を可視化するウェーブマシン
という簡単な装置を自作し、作ったウェーブマシンを用いた実験
を通して波の性質を学びます。

大矢 浩代
佐藤 由佳
高見 康介
吹澤 瑞貴

３０１
研修室

L
一般社団法人
日本物理学会

チャレンジ
コース

その光、白熱灯？
蛍光灯？それとも
LED？　〜スペクト
ルが織りなす輝きの
本質〜

一見似た色の光に見えても、まったく別の光源だったりすること
を知っていますか？17世紀にニュートンが初めてプリズムを
使って太陽の光を七色に分解して以来、スペクトルは、物理や
化学の発展に大きな役割を果たしています。本演習では、簡易
的な分光器を作成し、様々な光源のスペクトルを観察してその
特徴を調べ、発光メカニズムの違いを学びます。デジカメやスマ
ホでうまく写真にとれれば、○○○○映えするかも？？

門 信一郎
２０３

研修室

M
一般社団法人

日本女性科学者
の会

不思議体験
コース

自然放射線の測定
から入る宇宙とエネ
ルギー

アフリカの森で人類が二本足で歩みだしたころから、人類と太
陽と仲良しでした。19世紀の終わりにMs.Curieがラジウムを発
見し、「原子が不分割・不壊でないと分かったこと」が発端とな
り、星が核融合の場であることが解明されました。宇宙の星に
ついて、宇宙を流転して地球に辿り着いて私たちを形作ってい
る原子について、そして今も宇宙から降り注いでいる放射線に
ついて学びましょう。先ず「測定」から始めてみませんか。

中山 榮子
荒谷 美智
宮本 霧子

石川 稚佳子

１０４
研修室

N
一般社団法人
日本数学会

チャレンジ
コース

地図の塗り分けに
ついて〜四色定理
を体験する〜

四色あれば、どんな地図でも隣り合う国々が異なる色になるよ
うに塗り分けられることが知られています。この事実は、四色定
理（四色問題）と呼ばれており、そのシンプルな主張もさること
ながら、証明にコンピュータが用いられた点も興味深いポイント
となっています。この実習で実際に四色定理が成り立つことを
体験し、これまで経験したことない数学を味わってみませんか。

河村 建吾
３０２

研修室



Ⅱ－１－A 

  

Ａ「カイコの体の中で作られた成分の利用法を知ろう」  
 

比嘉 友紀子 シスメックス株式会社 バイオ原料開発部 係長 日本蚕糸学会 

（実験企画：日本蚕糸学会男女共同参画推進委員会） 

 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 １０８研修室 

目的 
この実習では、昆虫（カイコ）の体の中で作られた成分と、身近な微生物類が反応する現象を実

験・観察し、それが皆さんの身近なところで役立つ製品として利用されている事を知りましょう！ 

地球上の動物の４分の３(100 万種)を占める昆虫の不思議とパワーに触れてみませんか？ 

 

 実験１：昆虫の持つ生体防御機構を利用する！ 
予備知識  実験内容 

① カイコは開放血管系で、体の中は体液（血

液）で満たされています。 

 

② カイコの体液が、微生物などの感染を防ぐ

働きをしています。 

 

 

 ① カイコの幼虫を持って、足や尻尾をハサミ

で切ってみよう。ポタポタと出てくるカイ

コの体液を集めよう。 

 

② 集めた体液に死んだ微生物の溶液を、スポ

イトで入れてみよう。 

 

③ 実際の製品の試験管にも、死んだ微生物の

溶液をスポイトで入れてみよう。 

 

④ 変化が起こるまで 30 分位かかるので、様子

を観察しよう。 

 

 実験２：昆虫の持つ蛋白質を利用する！ 
予備知識  実験内容 

① ホタルは、自分が体内で作った発光タンパ

ク質（ルシフェラーゼ）と、発光基質（ル

シフェリン）、ＡＴＰ（アデノシン三リン

酸）を使って、お尻を黄色く光らせていま

す。 

 

② ＡＴＰは、生きている生物が持っていて、

死ぬと無くなります。 

 

③ カイコは発光タンパク質や発光基質は持

っていませんが、ホタルの発光タンパク質

の遺伝子をカイコ体内に入れて、カイコで

発光タンパク質を作ることができます！ 

 ① 発光タンパク質（ルシフェラーゼ）と発光

基質（ルシフェリン）の入った試験管に、

ＡＴＰをスポイトで入れてみよう。 

 

② その混合液の入った試験管を、暗箱に入れて、

のぞいてみよう。ホタルのお尻みたいに光っ

ているかな？ 

 

実験・実習 
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 実験３：昆虫の中でヒトの蛋白質を作って、利用する！ 
予備知識  実験内容 

① 怪我をするとかさぶたができるように、哺

乳動物の血管は、そこが破れると、血管の

内面にある凝固タンパク質と血液中の

色々な成分が反応して、血液が固まりま

す。 

 

② カイコは開放血管系で、体の中は体液（血

液）で満たされています。 

 

③ カイコは血液を固める凝固タンパク質を

持っていませんが、ヒトの凝固タンパク質

の遺伝子をカイコ体内に入れて、作ること

ができます。 

 ① カイコで作った凝固タンパク質の試験管

に、ウシの血液成分（血漿）をスポイトで

入れてみよう。 

 

② 時々試験管を斜めにするなどして、溶液の

変化を観察しよう。 

 

 実験した現象は、いつ、どのような場面で使われているのかな？ 
実験１は？  

死んだ微生物と接触して、色が変わったよ。カイコの体液で何が分かるかな？？ 

実験２は？ 

生きている生物が持っているＡＴＰで、光ったよ。生きているのか死んでいるのか分からない生

物って何かな？ 何を調べられるだろう？ 

実験３は？ 

カイコが作ったヒトの凝固タンパク質で、血液成分が固まったよ。血の固まり具合を調べるのは、

どんな所で使われるのかな？ 

 最後に。 
カイコという１種類の昆虫でも、自分達の身近なところで、たくさん活用されています。 

地球上の動物の４分の３(100 万種)を占める昆虫は、まだまだ分かっていないことがいっぱいです。 

みなさんも一緒に研究してみませんか？ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

名前：比嘉 友紀子 

所属：シスメックス株式会社 バイオ原料開発部 

経歴： 

高校生の頃 物理・化学を選択し、機械系に進学した

いと思っていたが、担任に一蹴される。 

2000 年 4 月 植物の色素について研究がしたい！と思い、九州大学農学部へ入学。 

2002 年夏 蚕学研究室(現昆虫ゲノム科学研究室)の先生に惹かれ、蚕の研究へ。 

2006 年 4 月 修士課程終了後、片倉工業株式会社に入社。蚕の研究を続ける。 

2011 年 4 月 シスメックス株式会社に入社。診断薬原料の開発と蚕の飼育管理を行う。 

現在  二人の子供の育児と仕事の両立に悪戦苦闘中。 
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B「楽しく、美しい化学の実験に挑戦！」 

前田 直美  品川女子学院 教諭         日本化学会 

田村 定義  慶應義塾女子高等学校 教諭     日本化学会 

松本 真哉  横浜国立大学 教授         日本化学会 

竹内 恵    日本化学会企画部          日本化学会 

          ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ３０４研修室 

美しい金属樹を作ってみよう  

～さまざまな金属を使ってイオン化傾向について考える酸化還元反応～ 

酸に金属を入れると、溶けて水素が発生します。この反応は、

どんな金属でも起こるのでしょうか？色々な金属を使って実験

をすると、それを確かめることができます。金属は溶けると陽

イオンになるので、金属の溶けやすさは「イオン化傾向」と呼

ばれています。では、銀イオン Ag+を含む水溶液に銅 Cu を浸し

てみると、どうなるでしょう。銀 Ag よりもイオン化傾向の大き

い銅 Cu は銅(Ⅱ)イオン Cu２＋となって溶け出し、イオン化傾向

の小さい銀 Ag は金属となって析出します。これを銀樹といいま

す。色々な金属とその水溶液を使って、「イオン化傾向」を確か

めてみましょう！ 

 

カラフルな人造イクラを作ろう  

～アルギン酸を使って人造イクラを作るマイクロカプセルの実験～ 

昆布などに含まれているアルギン酸をつかって、溶液

を包んだカプセル（人造イクラ）を作り、その性質を確

かめてみましょう。 

（1）アルギン酸ナトリウム水溶液に少量のアントシア      

ニン色素を溶かす。⇒Ａ 

（2）プラスチック製コップに塩化カルシウム水溶液を

入れる。⇒Ｂ 

（3）ＢにＡの溶液を滴下して、アントシアニン色素入

りの人造イクラを作る。⇒Ｃ 

（4）Ｃの人造イクラを取り出し、そこに酸やアルカリの溶液を滴下します。このとき

の色の変化を観察し、各液について pH 試験紙を使って pH を調べます。 

（5）ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液、デンプン溶液の入った人造イクラをそれぞれ作る。 

（6）デンプン水溶液入り人造イクラはヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に、ヨウ素ヨウ化

カリウム水溶液入り人造イクラはデンプン溶液に、それぞれ浸して変化を観察し、アル

ギン酸の膜の性質を確かめてみましょう！ 

実験・実習 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

★前田 直美（まえだ なおみ） 

私が化学の道に進んだきっかけは、中１の時にみた「アンモニアの噴

水」の実験。皆さんは見たことがありますか？ミクロな変化が起こっ

ていることを実験で確認できるのが、化学の面白さだと思います。色々

な実験をして、化学を楽しみましょう！ 

 

★田村 定義（たむら さだよし） 

学生時代は環境化学を研究。日本化学会では、化学だいすきクラブ

「News Letter」や「化学と教育」の編集委員、実験教室などを担当。

幼いころからの理科好き、機械好きが高じて理科の教員になりました。

楽しい化学の世界を伝えられたらと思います。 
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C「『数式処理』体験 --コンピュータをつかった数学探究活動--」 

 
大橋 真也 日本数式処理学会 

本多 理紗 筑波大学大学院  

伊藤 綾音 筑波大学 

 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 マルチメディア研修室 

 みなさんは、学校の数学の問題をコンピュータを使って解いたことがあるでしょうか。中学校や

高等学校の数学は、一部の単元を除いて、ほとんどが手作業で問題を解きます。しかし、コンピュ

ータを使って解くと、今まで手作業ではあきらめていたような問題を解くことができます。 

 オイラーなどの昔の数学者は、大きな数や抽象的な概念も見えていたのかもしれません。普通の

人が手作業ではあきらめていたような問題もどのような結果になりそうか推測や洞察する力があ

ったのだと思います。みなさんもコンピュータの力を借りれば、そのような大きな数にかかわる問

題も簡単に解くことができ、その先にある法則性や性質も見ることができるようになります。 

 今回の実験で使用するコンピュータは、RaspberryPi(ラズベリーパイ)という小さなコンピュー

タです。価格も 5,000 円もしないようなおもちゃのよう

なコンピュータです。でもそんなコンピュータでも数学

の問題を解くことができ、今まで見えなかった世界を開

くことができます。みなさんにもそんな世界の一端を体

験してもらおうかと思っています。 

 この小さなコンピュータの中で使用する数学のソフ

トウェアは、Wolfram Language といいます。このソフト

ウェアは、数学の専門家や研究者なども使っているソフ

トウェアでもあります。普通に購入すると数十万円もするソフトウェアですが、この小さなコンピ

ュータの中では無料で提供されています。 

 ここで、実験の前に 1 つだけ問題を提示しておきます。できれば解いてみてください。(実験の

当日にはもっと難しい問題を解く予定です。) 

問 

 (1) 1 から 10 までの整数の中で約数を最もたくさん持つ数は何か。 

 (2) 1 から 100 までの整数の中で約数を最もたくさん持つ数は何か。 

 (3) 1 から 1000 までの整数の中で約数を最もたくさん持つ数は何か。 

 (4) 1 から 10000 までの整数の中で約数を最もたくさん持つ数は何か。 

 (5) どのようなことを考えたら、約数の多い整数を探すことができますか。 

 

(1)や(2)は、容易に解くことができるでしょう。でも(3)、(4)となると考えてしまいます。コン

ピュータで力任せに計算することもできますが、自分の頭脳も使って考えてみましょう。コンピュ

ータ任せではなく、人間の頭脳も合わせると、素晴らしい発見をすることができます。 

 例えば、(2)の答えは約数をいくつ持っているでしょうか。また、約数を並べてみるとどうなる

実験・実習 
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でしょうか。そこには性質があるでしょうか。 

 数が大きければ約数はたくさん持つのでしょうか。たとえば、216 と 256 では、どちらが約数を

多く持つでしょうか。この答えは、216 ですが、なぜ 256 は、多くの約数を持つことができないの

でしょうか。考えてみましょう。 

 コンピュータで数学を解くことは、昔はよくないことであるといわれていた時期もありました。

コンピュータを力任せに使って答えを出すことは、人間の頭脳を使わなくなるので、「数学の学習

には向いていない、本当に理解することにはならない」という人たちもいました。でも、人間の頭

脳を補強する道具として、コンピュータを使ってみてはどうでしょうか。今まで見えなかったもの

が見えるようになる。顕微鏡や天体望遠鏡を使うのと同じように使ってみるのです。 

 みなさんも一緒に実験してみませんか。 

（下の図は、1から 1000 までの整数の約数の個数をグラフにしたものです。） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

実験ＴＡ 

本多 理紗（ほんだ りさ）筑波大学大学院システム情報工学研究科（博士前期課程）１年 

大学院では社会工学専攻のサービス工学学位プログラムで数理最適化を研究しています。好きなも

のはディズニーで世界のディズニー（パーク）を回りきることが夢です。 

実験ＴＡ 

伊藤 綾音（いとう あやね）筑波大学理工学群数学類４年 

計算機代数を専攻しており、現在はグレブナー基底について勉強しています。猫とトランペットと

昼寝が好きです。 
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D「砂の性質～様々な地域の砂を使ってオリジナル砂時計を作製してみよう」  

佐々木 修平 公益社団法人日本技術士会埼玉県支部 科学技術振興委員会 技術士（建設） 

黒澤 兵夫  公益社団法人日本技術士会埼玉県支部 副支部長 科学技術振興委員会 委員長 

技術士（総合技術監理、情報工学） 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ３０６研修室 

はじめに 

 昨今は、地球温暖化に伴う豪雨などの異常気象や大きな地震動による天災が頻繁に発生していま

す。その天災のたびに、地すべりや液状化などの地盤変状によって、人命や私たちの生活が大きな

影響を受けています。 

地盤は内部の様子が目に見えないため、どのような動きをしているのか確認することが難しい分

野です。また、ある一部の地域では上記のような被害を甚大に受けているのに対し、その近くでは

被害が少ないケースがあります。これは、砂の性質が大きく左右しています。 

今回は日本各地の様々な砂を使って、性質を学習し、オリジナルの砂時計を作製していきます。 

 また、理工系の女子中高生が将来価値のある資格となります「技術士」の必要性、及び女性技術士の

活躍について述べます。 

Ⅰ.実験内容 

1. 様々な地域の砂の観察 

日本は諸外国と比べて急峻な地形であり、火山が多く存在するため、各地域によって砂の性

質が異なります。日本全国 10 地域の砂を集めてみましたので、色合いや粒の大きさなどを観察

してみましょう。また、各地の砂はどのような成分で出来ているのでしょうか。 

【観察内容】 

・様々な地域の砂の色合いや粒の大きさ・かたち、触りごこちなど気づいた点を纏めてみよう。 

2. 砂の安息角 

平らな板の上にサラサラの砂を上から落としてい

くと、山が形成されることは想像できると思います。

同じ砂ではこの山の角度が一定になるのです。例え

ば、板の形を円形・正方形・三角形としても、同じ

角度になります。この崩れることなく安定を保つ斜

面の最大角度を安息角といいます。 

【実験内容】 

・受け皿の上に、円形・正方形・三角形などの 

プラ板を設置し、上から砂を落としていく。 

・その斜面の角度を調べてみよう。 

・各地域の砂を使って、どの砂が一番大きな角度 

で安定しているのか見てみましょう。 

3. 砂の最適な水分量 

これまではサラサラの砂の場合における性質を見てみました。では、水を含むとどうなるの

実験・実習 
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でしょう。地盤は、砂の粒子と空気と水の３つで構成されています。先ほどは、水が含んでい

ないので砂の粒子と空気だけでした。この隙間に水が入り込んで、水と砂粒に表面張力が作用

し、地盤は締まっていきます。しかし、水を多く与えてしまうと、斜面の角度は安定性を失い、

流れて行ってしまいます。これが豪雨などで発生して土砂が流れる原理です。この土砂は水の

重さに加えて、土の重さがさらに加わるため、水圧よりも大きな力になって作用します。 

【実験内容】 

・先ほどのサラサラな砂で出来た斜面に水を軽く噴霧し、手で軽く押さえながら更に高い斜面 

を造っていきましょう。 

・ある程度の高さになったら、さらに水を噴霧し、斜面の様子を観察してみましょう。 

4. 砂時計の製作 

これまで様々な砂の性質を見てきました。それでは最後に砂時

計を製作していきましょう。砂時計に適した砂とはどのようなも

のでしょうか。砂時計に適したサイズや砂の配合を各自考えて、

オリジナルの砂時計を製作し、これまで学んだ砂の性質を見てみ

ましょう。 

 【実験内容】 

  ・12cm×18cm の発泡スチロールの表に砂時計の輪郭線を描き、 

その線に沿ってカッターナイフや定規を使って切り抜く。 

  ・片面に透明プラスチック板を両面テープやのりでしっかり貼る 

（ハンカチ等を使ってしっかりと押さえる）。 

  ・裏面にも同様に両面テープを貼る。 

・そこに使いたい砂を一定量（大さじ 3杯程度）入れる。 

・入れ終わったら、両面テープの紙をはがし、のりを使ってしっかり貼る。 

・砂が漏れないように外周部をマスキングテープで貼り付ける。 

・落ちてくる砂の角度を測ってみる（時間が余ればイラストを描く）。 

Ⅱ. 女性技術士の活躍について 

  技術立国日本の技術者の最高峰と言われています「技術士」について述べます。 

  ・女性技術士の活躍 

  ・技術士とは？ 

  ・技術士制度と変革 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

①佐々木 修平（ささき しゅうへい） 

 大学時代（土木工学部）は、土質力学のゼミで粘土の中の水の流れ方を研究していました。その

後、農業土木や基礎・地盤の建設コンサルティング会社に所属し、今は、あるハウスメーカーで地

盤調査や地盤解析、地盤改良工事などの開発や現場支援を行っています。なお、今回の実習で使う

砂の大部分は、応用地質株式会社 上堂薗 四男様からご提供頂きました。砂の手配や洗浄、乾燥、

試料ビンへの梱包等、色々な面でご協力頂き、厚く御礼申し上げます。 

②黒澤 兵夫（くろさわ たけお） 

日本技術士会埼玉県支部副支部長 科学技術振興委員会委員長 
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E「身近に生きる生物たちの生態」 
 

黒瀬 奈緒子 名古屋市立大学大学院医学研究科法医学分野 日本生態学会 

 

 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 １０３研修室 

   

＜生態系を形作る生き物のつながり＞ 

生態系は、さまざまな生物が他の生物と関わり合い、形作られています。例えば図 1 のように、

動物のほとんどが他の生物をエネルギー源として利用しています（捕食− 被食関係）。また植物は、

光や水など、成長に必要とする資源が共通しているので、これら資源を互いに取り合っています（競

争）。捕食− 被食関係や競争だけでなく、お互いに助け合う関係（相利共生）や、他の生物内で栄

養を得る関係（寄生）など、さまざまな関係があるため、生態系内の生物同士のネットワークは複

雑で、未知な部分が多くあります。従って、生態系の理解を深めるためには、生き物同士がどのよ

うにつながっているかをよく理解する必要があります。 

 

 
図１。森林生態系における食物網（捕食— 被食関係のネットワーク） 

理科ネットワーク デジタル素材より 

 

<実習の内容> 

本実習では、国立女性教育会館周辺でみられる生物を採集・観察し、それら生物同士のつながり

や環境との関係を探求することを目的とします。会館は、雑木林や都幾川に隣接しているため、多

くの動植物が生息しています。このような場所は、生物の観察・探究に適しています。 

実験・実習 
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 実習の前半では、会館周辺を散策しつつ生物を採集・観察し、どのような生物がみられたか記録

します。採集の方法として、捕虫網を使った採集（飛翔性・樹上性の昆虫など）などの手法を用い

ます。体が小さい生物や、土壌中に隠れている動物などは比較的観察が難しいので、注意して観察

しましょう。  

 実習の後半は研修室に戻り、直接観察が難しい生物を観察するために、赤外線センサーカメラ（ほ

乳類・鳥類の撮影、図２）を使った際の映像などもご紹介します。普段はなかなか観察できない動

物についても、理解を深めてほしいと思います。また、採集・観察で記録できた生物同士のつなが

りを考えます。場合によっては、グループでディスカッションしてもらったり、どのような生物同

士のつながりがみられたか発表してもらったりします。 

 

 
図２。センサーカメラで撮影できたニホンイタチ(2015年撮影) 

 

<実習のポイント> 

採集・観察した生物が、環境や他の生物とどのような関係にあるか考えながら実習に取り組んで

みてください。特に、前述した捕食− 被食関係や競争、相利共生などは、野外で一般的にみられる

生物同士のつながりです。つまり、生物同士のつながりを考える基本となりますので、しっかり記

録しましょう。実習中、生き物の名前が分からなかったり、何か疑問に思うことがあったりしたら、

遠慮せずに、すぐに講師に質問してください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

黒瀬 奈緒子 KUROSE、 Naoko（博士（地球環境科学）） 

名古屋市立大学大学院医学研究科法医学分野 

生態系の上位に位置する食肉目を対象に保全生物学的な研究を進めています。長野の高山で絶滅危

惧種のオコジョを追いかけたり、都内でニホンイタチなどを撮影しています。外来種についても関

心を持っており、アライグマやハクビシン、ネコについても造詣が深い。著書『ネコがこんなにか

わいくなった理由 ～No.1 ペットの進化の謎を解く～』（PHP 研究所）、『ネコとはじめる統計学』

（オーム社）。Web サイト：https://naokokurose。wixsite。com/naoko-kurose 
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F「地層処分と放射線－不思議な砂、ベントナイト」  
 

吉田 芙美子 原子力発電環境整備機構（NUMO）技術部 

森 沙紀 原子力発電環境整備機構（NUMO）広報部 

仁戸部 真生 原子力発電環境整備機構（NUMO）事業計画部 

 

    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ３０３研修室 

   

概要 

原子力発電を利用することで発生する高レベル放射性廃棄物の処分について、どうして地層処分

なの？地層処分ってどうするの？という疑問に答えます。また、放射性物質を地下深くに閉じ込め

る技術について実際に使用するベントナイトという不思議な砂を用いた実験を通じてその性質を

体験できます。 

 

内容 

１．地層処分について 

資源の乏しい我が国では、原子力発電所で

使い終わった燃料を再処理し、再び燃料とし

て利用します。この再処理の過程で再利用で

きない成分を含む廃液が、重量にして約５％

残ります。この約５％の廃液を高温で溶かし

たガラス原料と混ぜ合わせ、ステンレス製の

容器に流し込んで冷やして固めます。これが

「ガラス固化体」すなわち高レベル放射性廃

棄物です。 

このような高レベル放射性廃棄物が人間に

影響を及ぼさないためには、どのような処分

方法がよいのか、世界各国で様々な方法が検

討されました。地上で人間が管理し続ける長

期管理、ロケットで宇宙へ処分する宇宙処分、

深い海底に処分する海洋底処分、南極大陸の

氷の下に処分する氷床処分などです。しかし、それぞれ技術的な課題等を抱えており、現在では、

深い地層が持つ物質を閉じ込める性質を利用した「地層処分」が最良の対策であるというのが世界

共通の考え方となっています。 

地層処分では、まず、ガラス固化体をオーバーパックと呼ぶ金属製の容器に入れ、その周りを緩

衝材と呼ぶ、水を通しにくく、放射性物質を吸着する性質をもつ粘土（ベントナイト）で覆います。

これらを、地下３００ｍより深いところに埋設します。人工バリアの外側の岩盤は、地下水の流れ

が極めて遅く、放射性物質を吸着し、移動を遅らせる働きをします。これを天然バリアと呼びます。

実験・実習 
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このように、地層処分では、人工バリアと天然バリアを組み合わせた多重バリアシステムで放射性

物質の動きを抑え、閉じ込めますが、数万年以上の安全性を確保する必要があり、人類がこれまで

経験したことのない挑戦的な課題です。 

 

２．ベントナイト実験について 

人工バリアのひとつである緩衝材は、ベントナイトという特殊な粘土を主成分とします。ベント

ナイトとは海底・湖底に降り積もった火山灰や溶岩が熱や圧力の影響を受けて性質を変えることで

できあがった粘土鉱物の一種です。ベントナイトは、①水を吸うと何倍にも膨張する、②膨張する

と水を通しにくくなる、③放射性物質を吸着しやすい、といった特徴を有します。 

【ベントナイト実験】 

ここではベントナイトが水を吸うことによって膨張し、水を通しにくくなるという性質を実験で

体験してもらいます。 

また、ベントナイトがなぜそのような不思議な性質を有するのかをわかりやすく説明します。

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

森 沙紀（もり さき）  

大学で生物化学を学んでいたが、震災をきっかけに原子核工学の大学院に進学。大学院で学ぶ中で、

原子力を取り巻く問題の複雑さとそれを広く伝える重要性を感じ、2017 年に原子力発電環境整備機

構に入構。技術者と一般の人との橋渡し役を目指し、広報・対話活動を行っている。 

 

仁戸部 真生（にとべ まお） 

大学、大学院ともに生物学（系統分類・進化発生学）を学ぶ。教育活動など次世代に関わる仕事に

関心が強く、将来世代のために何か出来る仕事を探す中で地層処分事業に出会い、2018 年に原子力

発電環境整備機構に入構。地層処分に対する社会の関心や価値観、対話の方法などを扱った研究の

支援事業を担当している。 
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G「金属の不思議」  
 

御手洗 容子  物質･材料研究機構 構造材料研究拠点 耐熱材料設計グループグループリーダー     

              日本金属学会･日本鉄鋼協会 

戸田 佳明   物質･材料研究機構 構造材料研究拠点 耐熱材料設計グループ 主幹研究員   

              日本金属学会･日本鉄鋼協会 

TA 増山 晴己 芝浦工大 工学部材料工学科  修士 1年 

        物質･材料研究機構 構造材料研究拠点 耐熱材料設計グループ 日本金属学会 

TA 松田 洋修 芝浦工大 工学部材料工学科  修士 1年 

        物質･材料研究機構 構造材料研究拠点 耐熱材料設計グループ 日本金属学会 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 １０９研修室 

 『金属』というとどんなイメージがありますか？硬い？強い？金属光沢？さび？どんなところに、

どんな金属が使われているか知っていますか？そしてそれはなぜ？同じように見える金属でも、特

徴や個性はさまざまです。いくつかの実験を通して、金属によってどれだけ性質が違うのか体験し

てみましょう。 

 

実験 1：金属の熱の伝わり方を調べてみよう 

色々な金属線を加熱して、熱の伝わり方の違いを感じてみましょう。 

 

実験 2：金属の硬化と軟化を調べてみよう 

加工や加熱によって金属の硬さ・柔らかさはどのように変化するで

しょうか？それは金属の種類によって異なっている？硬さ・柔らかさ

だけでなく、磁性についても調べてみましょう。 

 

実験 3：熱処理と特性の関係を調べてみよう 

先ずピアノ線を加熱。そしてその後の冷却の仕方で大きくピアノ線

の特徴が変わります。果たして何が起こるのか！やってみてのお楽し

み。 

 

実験４: レインボーメタルの秘密に迫る 

 『チタン（Ti）』は軽い・強い・錆びない・人にやさしい金属です。そ

の表面のチタンと酸素を結合させることで、無色透明の薄膜を合成し、色』

をつけてみよう。 

1. 純チタン板を直流電源の＋極、ステンレス鋼板を－極に接続し、リ

ン酸水溶液に浸漬させる。 

2. チタン表面を観察しながら、10～80 V の電圧を数秒間印加する。 

 Ti + 2H2O → TiO2 + 4H
+ + 4e- 

3. 水で洗浄し、キムワイプで水をふき取ると、レインボーメタルの完成。 

実験・実習 

金属線をたたいたり、温

めたりしてみよう。 

色がつく仕組み 
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条件を変えていろいろな色をつけてみよう。自分だけのキーホルダーを作ってみよう！ 

 

実験５：形状記憶合金の動きを体験しよう 

形状記憶合金は、ある温度（変態点）以下で変形しても、その温度以上に加熱すると、元の形状に回

復する性質を持っています。この性質を利用して、衣類、めがねのフレーム、様々な温度センサーやア

クチュエータ（駆動用の機械要素）として使われています。まず、形状記憶合金（Ti-Ni 合金）のワ

イヤを曲げてステンレスなどの金属と比べて見ましょう。次に形状記憶合金のバネをお湯の中に入

れて見ましょう。あら不思議! バネが元に戻ります。 

まっすぐなワイヤを    くるくる丸めて      温めると        元に戻る! 

実験 6：低融点合金でオリジナルメダルを作ろう 

 金属を融点よりも高い温度で熱して液体にした後、型に流し込み、冷やして目的の形状に固める

加工方法を鋳造と言います。鉄、アルミニウム合金、銅合金等から鋳造により、エンジン部品、硬

貨、水道管、マンホール、鍋･釜等の日用品が作られています。 

 一般的に金属の融点は非常に高温なので、金属を溶かすのは非常に困難です。しかし、中には融

点が 100℃以下の合金もあります。この実験では、融点が 78.8℃の Bi-In-Sn 合金をホットプレー

トで溶かし、粘土で作った型に流し込んでみましょう。冷えて固まると、ほらっ! あなただけのオ

リジナルメダルができあがり。お友達や恋人にプレゼントしてみたら。

 
粘土の型を作って     溶かした合金を    型に流し込みます   冷えて固まれば、ほら! 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

御手洗 容子 

「俺は日本刀を作れる！」と大ボラを吹いた先生にだまされて金属工学科に進み、気づいたら金属

の研究をやっています。ジェットエンジン等に使われる高温材料や高温で動く形状記憶合金も開発

中！みなさんと同世代の大３と高３（でも男子）は巣立ちつつあり育児は卒業間近。 

 

戸田 佳明 

 大学の金属工学科を卒業して、今の研究所に就職しました。火力発電プラント等に使われる耐熱

鋼の研究開発をしています。９歳と７歳の育児に比べれば、金属の研究はとってもカンタン。だっ

て、金属って、とっても素直だから。 
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Ｈ「科学教材作りを通して科学コミュニケーションを体験しよう！」  

 

田村 尚志  株式会社学研プラス STEAM 事業室 室長 

 堤 金幸   株式会社学研プラス STEAM 事業室 

 栗山 佳恵  株式会社学研プラス STEAM 事業室 

 倉本 康子  日本精工株式会社 
 

    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 １０７研修室 
   

■本実習の目的 

本当に楽しいこと、ワクワクする喜びは、ちょっぴり手間がかかり、苦労を強いることもありま

す。でも、その楽しさ・ワクワクは傍観者には味わえないあなただけのスペシャルなもの。そし

て、その楽しさや喜びが今後の皆さんの今後のキャリアにもきっと役立つはずです。 

短い時間ですが、皆さんと一緒にそんな体験をしてみたいと思っています。 

 

■今回の実習テーマ 「エンジニアリングとベアリング」 

国内ベアリングメーカー最大手の日本精工株式会社（NSK）さんから、ベアリングやベアリング

にまつわる科学技術を子供たちに伝える方法を一緒に考えたいというお話がありました。 

 

 「ベアリングって知っていますか？」「ベアリングって見たことがありますか？」 

 「ベアリング、どこに使われているかわかりますか？」 

 

そこで、ベアリングを使った科学教材を開発し、その科学教材を使ったワークショップでの実体

験を通して、面白さと奥深さを知ってもらおうと考えました。そして、その興味が持続する学び

になるためにはどうしたら良いかを議論してきました。 

ベアリングは生活に欠かせないパーツであるとともに、エンジニアリングを体験するのに最高の

素材でもあります。エンジニアリングの現場にいらっしゃる NSK の方から貴重なお話も聞けます。 

 

■開発の経緯 

 さて、どんな教材を作って、どんなことをワークショップで体験してもらえば良いでしょう。 

  

 「ベアリングの役割」「ベアリングの特性」 

  

これらを体験できる教材を開発することにしました。さらに、ベアリングを使って「不思議な力」

も体験できるよう、ちょっと欲張った教材を考えていきました。 

さて、どんなものができたのでしょう…。 

実験・実習 
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■完成した実験キット 

 

 ※皆さんの作っていただくキットはここまで出来ていません。あしからず。 

 

■実験キットを組み立ててみよう！ 

組み立てながら、いろいろ考えてみてください。 

「なぜ、わざわざキットを組み立てさせるのだろう。完成品で実験すればいいのに。」 

※実は学研の商品は未完成のものが多いです。へんな会社！ 

「組み立て説明書がわかりづらいな…。自分なら、こんな表現をするのに。」 

「この材料、不思議。なんでこんな材料にしたのだろう。自分なら、こんな材料を使うのに。」 

 

■実験してみよう！ …ようやく実験までたどりつきました。 

実際に動かしてみることで、さまざまな体験ができます。 

「こんな使い方もできるのでは？」というアイディアを思いついたら教えてください。 

 

■自分の体験を表現したり、伝えるには？ 

自分の体験を他人・子供に伝えるにはどうしたら良いでしょう。言葉で体験を伝えるのは簡単そ

うで難しいもの。このあたりがコミュニケーションのキモですね。エンジニアリングと同様、思

いのままに操れれば、向かうところ敵なし、と言えるかも。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

田村尚志（たむらたかし） 

予備校講師（理科担当）、電気系出版社（エレクトロニクス関連）を経て学習研究社入社。 

理科学習参考書編集、科学系情報誌（国立科学博物館「milsil」、文部科学省「子ども科学白書」ほか）、

科学系デジタルコンテンツ（JST 理科ねっとわーくほか）、電子回路シミュレーターほかアプリ開発プロ

デューサを経て、現在、実験・科学イベント、科学館指定管理業務、科学教材開発等を STEAM 事業とし

て統括。趣味は顕微鏡蒐集・メンテと家電修理。第１級アマチュア無線技士。 
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I「私たちが暮らす平地はこうして出来る！（地形形成の模型実験）」  

 

 古市 剛久 北海道大学理学研究院・学術研究員 日本地球惑星科学連合 

 天野 敦子 産業技術総合研究所・主任研究員 日本地球惑星科学連合 

 小川 佳子 会津大学先端情報科学研究センター・上級准教授 日本地球惑星科学連合 

 

    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ２０２研修室 

   

はじめに 

山、丘、川、海岸などの「地形」は長い年月に亘り変化し形成されてきた地球表面の形態であり、

とても身近な「地球の姿」です。それがとても身近にあり、時間が経ってもあまり変化しないこと

が多いので、私たちは地形を「そこにあるもの」として見ていることも多いでしょう。しかし地形

はゆっくりと、しかし洪水が起った時などは数時間といった短い時間で、変化しています。 

 私たち人間は、移動しやすく使いやすい平らな場所を好んで集落を作り、農地を整備し、工場を

建てていますが、その平地も、埋立地など人工の土地を除けば、長い時間をかけて自然が作った土

地であり、現在でもその形が少しずつ変っています。この実験・実習では、その地形の変化を短い

時間で見ることが出来る模型装置を使って、川から海へかけての地形が変化する様子を観察します。

そしてその観察を基にして、地形が変化するしくみを皆と一緒に考えてみましょう。 

 

川から海へかけての地形 

今回注目するのは、川が地面を削る様子、削られた土砂が川によって運ばれて堆積する様子、そ

の結果出来る地表面の形の特徴です。その土地の条件により地形の変化には様々なパターンがあり

ますが、下の写真に見られるように、川の中流部には「河成段丘」が、川が海へ注ぐ場所には「平

野」が形成されることが多くの地域で見られます。そして、その地形（土地）を作っている「堆積

物」にもそれぞれの地形に対応した特徴があります。 

 

  

  川が地面を削った地形（岩手県和賀川）   土砂が海岸に堆積して出来た地形（富山県黒部川） 

 

実験・実習 
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地形の変化を見るための模型実験 

今回行なう模型実験では、下の写真のように、最初は平らに設定した模型の地形が川の作用によ

ってどのように変化するかを観察することができます。興味深いことに、その変化は、川の水の量、

川が運ぶ土砂の量、川の勾配、海の深さ、更には最初に設定する地表の形などの「条件」を変える

ことによって、様々なパターンを持ちます。実習では様々な条件を設定して実験を繰り返します。 

    

         実験前の地形                実験途中／実験後の地形 

 

変化した地形の特徴を観察して整理しよう 

模型実験で試したそれぞれの条件で、地形はどのように変化したか、まとめてみましょう。整理

した実験条件と地形変化の結果から、地形変化の特徴やその原因について何か気付く点がないか、

自分で考え、友達と相談してみましょう。 

 地形は動いていて、その動きは条件によって決まる法則性を持っています。しかし地形の動きに

対する条件は非常に複雑であるため、法則性が見えずらい場合もあります。地形の研究は、複雑な

地表面変化の法則性を探ることを一つの目的にしています。そして、現在では、地形の研究の対象

は、地球だけでなく、月や火星など太陽系の惑星や衛星にまで拡がっています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

古市 剛久 

東京都出身。東北大学理学部、東北大学理学研究科を経て、オーストラリア国立大学にて Ph.D 取

得。専門は地形学。若い頃は運動ばかりしていましたが、大学時代に出会った地形の論理性（プロ

セスと年代によるパターン）に感銘を受けて研究者の道を歩んでいます。現在は気候や環境の変化

が地形の動きに対して如何に影響してきたか／影響しているかを研究しています。 

天野 敦子 

香川県出身。愛媛大学大学院理工学研究科修了。専門は堆積学。子供の頃、赤潮を見て、瀬戸内海

の環境に興味を持ち、海の研究がしたいと思って大学に進学しました。大学入学時は生物を勉強し

ようと思っていましたが、「過去を読み解く」という地質学の面白さを知り、地質学の研究室に進

学し、海底堆積物の研究を始めました。今は、琉球諸島や伊勢湾などの堆積物の形成過程や過去の

海洋環境の変化について研究しています。 

小川 佳子 

埼玉県出身。東京大学大学院理学系研究科修了。専門は惑星科学。とくに月や火星の表層環境に興

味をもっています。水や生命があふれる地球と大きく異なる環境を知ることは、地球がいかにユニ

ークで、どうやって生まれたのかを、知ることにつながります！ 近年は月探査機「かぐや」や海

外の火星探査機の観測データの解析をしています。過去には、火星熱水システムの解明や凍土融解

シミュレーション研究の経験も。 

→
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J「マインクラフトで好きな土地に家を建ててみよう」  
 

岩橋 純子  国土地理院 地理地殻活動研究センター 地理情報解析研究室 主任研究官 

南雲 直子  土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター 専門研究員 

松本 誠子  早稲田大学大学院 教育学研究科 社会科教育専攻 修士１年 

 

    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ２０８研修室 

 

実習の目的とねらい 

あなたは、どこに、どんな家を建てて住んでみたいですか？ 考える事は色々ありますね。通勤

や通学の便利さ、土地や家の値段、買い物する場所、保育所や学校、家の日当たり・・・。 

忘れがちなのが、その土地の地形やなりたちです。日本は地震や土砂災害、火山噴火による災害

が多い国です。土地の地形やなりたちを調べる方法を知っていれば、同時に、災害の危険が大きい

場所を知ることもできます。 

この実習では、パソコンを使

います。まず、土地の地形やな

りたちを、インターネット上の

地図を使って調べる方法を学び

ます。それから、バーチャルな

地形の上で、好みの土地に家を

建ててみましょう。それらを通

じて、地形や防災について色々

考えてもらうことを実習の目的

としています。実習には、人気

のゲームソフト「マインクラフ

ト」を使います。 

 

地図から防災に必要なことを調べよう 

地図には、道路や市街地の地図だけでなく、防災に必要な知識が

得られる色々な地図があります。地形を見やすく表示できるデジタ

ル地図、地形の成り立ちや地質がわかる地図、活断層の位置がわか

る地図、災害の危険がある場所がわかる地図。そして多くの地図は、

実は、今では、インターネットで見ることができます。 

まず、色々な地図を調べてみましょう。水に漬かりやすい低い土

地はどこにあるのか、過去の洪水や土石流によってできた地形がど

こにあるのか、地震を起こすかもしれない活断層はどこにあるのか、

などを知ることができます。そして、地形を形作っている岩石や堆積物の種類を色分けしたのが地

質図です。地質図は、「大地の履歴書」です。私たちが暮らす大地の特性や歴史が記されています。

実験・実習 
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これらの地図やデータを元に、ハザード

マップが作成されています。防災に役立

つ色々な地図をインターネットで観察し

て、調べ方を学びましょう。 

※このタームでは、お役立ちサイト集を

専門家の協力の元にまとめた資料を配り

ますので、自宅でもゆっくり復習するこ

とができます。（協力：産業技術総合研究

所地質調査総合研究センター 西岡芳

晴・川畑大作、東北大学災害科学研究セ

ンター 岡田真介（敬称略）） 

 

実習：マインクラフトで地形モデルの上に家を建ててみましょう 

この実習では、マインクラフトという、ブロックを積んでバーチャルな世界の中に建物や庭や畑

を作れるゲームソフトを使います。 

まず、地形を観察してみましょう。

そして、開拓者の気分になって、ど

こに建てるか考えてみましょう。ど

んな家なら大丈夫そうですか。 

暮らしやすくて安全だとあなたが

思う土地に、好きなデザインの家を

建ててみましょう。 

※この図はイメージです。 

※データを持って帰りたい人は、USB

メモリを持ってきてください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

岩橋 純子：大阪市立大学理学部地学科卒、千葉大学大学院人間環境科学研究科後期博士課程修了、

博士（理学）。地形データと地理情報システム（GIS）を利用して、数値地形解析や、土砂災害に関

する研究をしています。 

 

南雲 直子：東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士（環境学）。東南アジアの河

川がつくる地形や、水災害の軽減、古代遺跡の立地と地形の関係について研究を進めています。 

 

松本 誠子：早稲田大学大学院 教育学研究科 社会科教育専攻 修士１年。敦賀湾の砂浜堆積物を対

象に研究を進めています。 
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K「作って・見て・測って知る、地球と宇宙の「波」のふしぎ」	
 

大矢 浩代 千葉大学・助教    地球電磁気・地球惑星圏学会 

佐藤 由佳 日本工業大学・講師   地球電磁気・地球惑星圏学会 

高見 康介 東北大学大学院理学研究科博士 3年 地球電磁気・地球惑星圏学会 

吹澤 瑞貴 東北大学大学院理学研究科博士 1年 地球電磁気・地球惑星圏学会 

 
    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ３０１研修室 

私たちの周りは“波”であふれている、と言われてピンとくるでしょうか？水面の波、音や光、

電波などはすべて波であり、このような波は身の回りにさまざまな形で存在しています。波は何ら

かの情報が振動として周りの空間に伝わっていく現象です。身近なもので例を挙げると、スマート

フォンなどは電波を使って離れた場所でもインターネットや通話をすることができ、声などの音は

空気の振動が耳に伝わることで離れている人に伝えることができます。このように、波にはある場

所での情報を遠くに届けることができるという重要な性質も持っております。 

私たちは、地球や宇宙空間での“波”を捉えて太陽や惑星、その周辺の宇宙環境や惑星の大気、

更に地球表層から内部といった幅広い範囲で起こる自然現象を研究している団体です。自然界で見

られる波は、必ずしも単純な形（正弦波）をしているわけではありませんが、全ての波はこのよう

な正弦波をいくつも重ね合わせたものと見なすことができます。したがって、単純な正弦波の性質

を理解することは、波動現象である多様な自然現象（地震や津波、気象、気候変動、さらに上空の

大気や地球を取り巻く電離圏や磁気圏などの宇宙空間で起こる現象）を理解するための第一歩にな

ります。ここでは、ウェーブマシーンという簡単な波の実験装置を作って波の基本的性質について

学習していきます。 

今回の実習では、オーロラ現象などの地球周辺や宇宙で起こる波について学びながら、正弦波を

観察するためのウェーブマシーンを自作して、

基本的な波の性質を様々な角度から調べてみま

しょう。また、波の波長や速度との関係を測定

し、実際の研究でどのように生かされるかにつ

いても考えてみましょう。 

【ゴムひもウェーブマシンの作り方】  

1. カッターを使って、すべてのストローの中

心にゴムを通せるほどの幅の切り込みを入

れる。 

2. ペンと定規を使って、ゴムひもに 2cm 間

隔でしるしを書く。 

3. ストローにゴムひもを通す。 

4. すべてのストローをゴムひもに付けた

2cm 間隔のしるしに移動させたら、ウェー

ブマシンの完成です。 

実験・実習 
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【ウェーブマシンを用いた観測・測定法】 

 1 組 3 人以上のグループになり、右の図のように 2 人がウェーブマシンの両端を持ちます。実験

では 2 人が息を合わせてウェーブマシンを揺らしたり、1 人が片側から波を起こしたりします。そ

れによって発生した波の様子を、グループの残りの人が観察したり、あるいはストップウォッチを

用いて測定したりします。さらにスマートフォンなどで動画に撮影して、２つの波が出会う瞬間な

どをじっくり観察しましょう。それぞれの役を交代しながら実験を行ってください。特に、波の特

徴を表す以下の量に注目して観察・測定を行ってみましょう。 

＜波の特徴を表す量＞ 

• 振幅（＝振動の大きさを表す量） 

• 波長（＝波の山と山の間の距離） 

• 振動数（＝波が 1秒当たりに繰り返される回数） 

• 速度（＝周囲に振動が伝わる速さ） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

大矢 浩代 (おおや ひろよ) 

千葉大学大学院工学研究院、助教。雷から放射される電磁波や電波時計で使用される標準電波を観 

測・解析し、太陽フレア、磁気嵐、地震発生後、火山噴火後の下部電離圏の応答を研究しています。 

 

佐藤 由佳 (さとう ゆか) 

日本工業大学共通教育学群（物理）、講師。極域のオーロラ現象に伴って発生する電波やプラズマ

波動現象に関して、地上観測をベースに研究をしています。 

 

高見 康介 (たかみ こうすけ) 

東北大学大学院理学研究科博士課程 3 年。ハワイの 60cm 望遠鏡と赤外ヘテロダイン分光器を用い

て金星の雲の上に位置する中間圏と熱圏の温度と風速の観測を行っています。 

 

吹澤 瑞貴 (ふきざわ みずき) 

東北大学大学院理学研究科博士課程 1年。脈動オーロラという点滅するオーロラ発光現象の発生メ

カニズムを解明するために、地上光学観測、衛星観測、シミュレーションを組み合わせて研究をし

ています。  
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L「その光、白熱灯？蛍光灯？それとも LED？  

   〜スペクトルが織りなす輝きの本質〜」  
 

門 信一郎   京都大学エネルギー理工学研究所 准教授 日本物理学会 

中丸 優衣  日本大学理工学部物理学科 ４年 駿河台理科教育サークル 

植松 桃子  日本大学理工学部物理学科 ２年 駿河台理科教育サークル  

    ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ２０３研修室 

   

＜実習内容＞ 

（１）光の色と波長 

 一見似た色の光に見えても、まったく別の光源だったりすることを知っていますか？17 世紀

(1666 年)にニュートンが初めてプリズムを使って太陽の光を七色に分解して以来、光のスペクトル

（波長分布）を分析する「分光学」は、物理や化学の発展に大きな役割を果たしています。この実

習を通じ、分光学の基本的な手法を体験することによって、光に対する「ミカタ」を深めましょう。 

（２）光検出器 

 光を初めて検出したのは「目」。目で見える光を記録することに成功したのは「写真」。カメラの

発明は 1839 年 8 月 19 日。もうすぐ 180 年を迎えます。分光器の出口にフィルムカメラを置いて写

真をとることで、いろいろな光の波長を調べることができるようになりました。さらに光電子増倍

管(フォトマル)や CCD カメラによって光の強度を電気信号に変えて数値化することに成功し、定量

的な扱いが可能になりました。  

（３）簡易分光器をつくってみよう 

 回折格子をつかった分光器をつくり、分光診断の基本を学びます。さらに、身近な光検出器「デ

ジカメ」「スマホカメラ」をつかって、スペクトルの記録にチャレンジしてみましょう。 

 実習で使用できるスマートフォンやタブレットを用意する予定ですが、自分のものがあればそれ

も使ってみましょう。 

（４）光を観察して分類してみよう 

(a)連続スペクトル：物体の温度を反映。熱い固体や液体、（とても濃い）プラズマ*（太陽）、、、 

(b)とびとびスペクトル（輝線）：気体、（それほど濃くない）プラズマ*、、、 

(c)もあもあスペクトル（ルミネッセンス）：液体・固体材料、有機 EL、ホタル、クラゲ、、、 

スペクトルの見え方は(a)と(c)が似ていますが、発光原理はまったく異なります。むしろ(b)と(c)

が近いといえます。不思議ですね。 

 ＊プラズマとは、固体・液体・気体に続く物質第４の状態（The fourth state of matter）です。

中学２年で学んだ「真空放電（歴史的用語）」は、現代科学の用語では「気体放電」、その中でも特

に「低圧グロー放電」と言われる、ごくごく"ありふれた"プラズマ生成装置です。真空放電の輝き、

すなわちプラズマからの発光は、光の本性をつまびらかにする上で重要な役割をはたしてきました。 

（５）発光の仕組みを学ぼう（発展編） 

 科学技術が進むにつれ、ロウソク→ガス灯→白熱灯→放電灯（蛍光灯）→白色 LED（発光ダイオ

ード）と様々な光源が開発されてきました。それらの発光原理の違いを学びましょう。 

実験・実習 
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 さらに、星の光は？炎色反応は？真空放電は？プラズマテレビや有機 EL は？ガスレーザー、レ

ーザーポインタは？疑問はつきません（よね？）。スペクトルの観点から考察してみましょう。 

（６）未知の光の波長を推定しよう（発展編） 

 作った簡易分光器にカメラを組み合わせて、波長が既知の「とびとびスペクトル」を観察します。

そのスペクトルと未知の光を比較して、波長を特定してみましょう。これは波長アサイン

(assignment)によるスペクトル同定(identification)という分光学の研究者が日頃おこなってい

る重要な手法です。 

 研究者はコンピュータをつかって記録しますが、この演習ではスマートフォン上にスケールを表

示するアプリをつかってスクショをとってみましょう。はたしてうまくいくでしょうか？これはみ

なさんのほうが慣れているかもしれませんね。研究者にどこまで迫れるか頑張ってみましょう。 

 既知の波長は NIST データベースという研究者も利用するサイト（英語）から探してみましょう。 

     https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database   (NIST atomic で検索) 

  

＜資料：簡易分光器レシピ（例）＞ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

門 信一郎 

佐賀県立伊万里高等学校出身。京大理卒。九大院総理工修了。博士（工

学）。自然科学研究機構核融合科学研究所助手（現助教）、東大高温プ

ラズマ研究センター、原子力国際専攻准教授を経て 2013 年 2 月より現

職（宇治キャンパス）。専門：プラズマ理工学、核融合学、プラズマ計

測、分光学。趣味：ピアノ。体育会フィギュアスケート部部長を務め

ています（元選手）。５回転ジャンプと核融合発電、人類はどちらを先

に手にするでしょうか。世代を超えた継続的かつ効率的な育成システ

ム構築が重要でしょう。（写真は源氏物語ゆかりの宇治川朝霧橋にて）  
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M  「自然放射線の測定から入る宇宙とエネルギー」 
中山 榮子（農博）  昭和女子大学院 教授 （一社）日本女性科学者の会 理事 

荒谷 美智（理博）  （一社）日本女性科学者の会 サイエンスコミュニケーター 同会名誉会員 

宮本 霧子（理博）  （公財）海洋生物環境研究所 フェロー （一社）日本女性科学者の会 監事 

石川 稚佳子（医博） 東邦大学薬学部鶴風会 理事 （一社）日本女性科学者の会 理事 

      ８月１０日（金）【実験・実習】9:00～11:30 １０４研修室 

【この実験・実習のねらい】私たちの暮らしは、エネルギー無しには成り立ちません。夏の一日、

空の星からエネルギーのことを学んで、根本から考えてみませんか。 

【宇宙論の概要】138 億年前に宇宙は超高エネルギーが１点に集まった状態から「ビッグバン」と

いう爆発で膨張が始まり、高エネルギーの素粒子が飛び散り、それらが集まって陽子（＝水素[1 番

元素]の核）や中性子[0 番]になり、さらに集まっていろいろな原子核になり電子が付いて原子にな

ります。水素原子が、たまたま大量に集まったところが星（恒星＝例えば太陽）で、融合してヘリ

ウム[2 番元素]になり、鉄[26 番元素]まで進みます。太陽の８倍以上の大きい星では、鉄が中心に

集まってつぶれて（重力崩壊）、爆発し飛び散ります。これが超新星爆発です。最近では、超新星

1987Ａ（1987 年の一番先に観測された、という意味）が小柴昌俊博士により岐阜県神岡鉱山跡に設

置された測定器でニュートリノ 11 個から確認、鉄より重い元素（例えばウラン［92 番元素］、等）

が宇宙に飛び散りました（宇宙塵＝チリ＝原子や分子）。チリが衝突し、衝突熱でどろどろの塊に

なり、やがて冷えて海ができ、地球のような水惑星になりました（松井孝典博士の惑星理論)。海

では、先ず藻(植物）が生え、光合成でデンプンを蓄積、やがてそれを食べる動物が現れて進化し、

ヒトが出現、地球上に展開、今日に至りました。今、地球上で一番重い元素は、ウラン（半減期 45

億年）です。超新星爆発時にはカリフォルニウム（98 番元素）までありましたが、短寿命のため崩

壊しました（水素から、ウラン、人工元素も含む重元素まで、すべての元素を並べたものが元素周

期表）。地球は鉄の地磁気や窒素・酸素の大気に守られて、宇宙放射線に曝されることもなく、と

いうことは宇宙服を着なくても生きていられ、概して静穏ですが、宇宙は、今も星がダイナミック

に爆発しながら膨張しています。夏のひと時、地球上で放射線を測ってみてエネルギーについて考

えてみませんか。 

【加速器の発展】近年、加速器という真空装置の中で、ウランのような重い原子でも宇宙初期の高

エネルギー状態が再現できる時代となり、ウランより重い元素を人間が創れるようになりました。

日本（理化学研究所＝埼玉県和光市）でも、[113 番]元素が創られ、元素命名権が与えられて、理

研では「ニホニウム」(＝日本＋ium）という名前を提案、国際的に承認されました。ビスマス［83

番元素］を標的にして、亜鉛[30 番元素]の重イオンビームを当てて創られ[83＋30＝113]、大変壊

れ易いのですが、壊れる時に出る放射線の測定で確かめられ、３回、実験に成功しました。 

【実験方法＝放射線測定】放射線は、核が壊れる時に出ます。何故、壊れるのか？ 不安定でエネ

ルギーの高い状態にあるからです。この現象は自然に起き、高い所にある水が滝になるようなもの

で、人間が人為的に押しとどめることはできません。皆さんの前に放射線測定器*が２種あります。

①アルファ（α）ちゃん、②ベータ（β）ちゃん、です。①はα線という放射線を測る（数える）

もの。α線は、実はヘリウム［２番元素］の原子核のことで、核が壊れる時、エネルギーを持って

核から飛び出してきたものです。②はβ線を数えるもの。β線は、実は電子で、やはり原子核から

実験・実習 
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エネルギーを持って飛び出してきたものです。これらの場合単位時間あたりの個数で量の大小を示

します。この他にガンマ（γ）線という放射線で、エネルギーの高い光子（＝電磁波）を測る測定

器もあります。そのエネルギーは、皆さんがよくご存じのエックス（X）線よりずっと高くて、も

のの中を通りぬけます。それで、ある物質、例えば私たちの身体を通りぬけた時、どのくらい影響

を残すのかについて、単位時間あたりマイクロシーベルト(μSv）という単位を使って示します。 

【測定の実際】測定器は精密器械です。落下、強い振動、衝撃を避けて丁寧に取り扱いましょう。

αちゃん・βちゃんの測定器が入っている箱の中には、身の周りの試料（10 種類）があります。測

定器の背面（裏）に丸い窓があります。その中に、放射線に感じるシリコン（ケイ素）検出器が入

っています。検出器をオンにする前に BATT という位置にスイッチを置いてみましょう。針が BATT

の位置にくれば、「バッテリーが活きていて、使える」という印です。これで、測定が可能です。

試料を平らなところに置き、丸い窓に密着させて、少なくとく 40 秒以上測定してみましょう。ア

ナログ方式なので針が揺らぎますが、中間の値を読み取ります。 

【放射線の遮蔽実験】各種試料の測定が済んだら、鉄板や紙などを試料と測定器の間に入れて測定

してみましょう。この実験は、放射線は遮断できることを知る実験で、安全を理解・実現する上で

不可欠な実験です。 

【屋外＝地球上での放射線測定】室内での測定が済みましたら、測定器を持って屋外に出て、地球

上の土、石（鉱物）、草、木（植物）、大気、など何にでも測定器を向けて測定してみましょう。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊の測定器は(株)日本原燃サイクル情報センター(青森市)のご好意によりお貸しいただきました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

中山 榮子（農学博士） 

京都大学大学院修了後、昭和女子大学へ。現在環境デザイン学科および大学院生活機構研究科教授。 

（一社）日本女性科学者の会と（一社）日本木材学会で理事を務める。この間（独）理化学研究所 

共同・客員研究員、The Natural Resources Institute Finland 客員研究員。 

荒谷 美智（理学博士) 

お茶の水女子大学理学部化学科で物理化学専攻。科学の哲学的基礎を学びたく哲学科編入。後、東 

大核研高エネルギー部門（現 高エネルギー加速器研究機構）で、加速管の継ぎ目無し形成の基礎 

実験を行う。エネルギーの視点から核化学に転じ理研核化学研究室で、核壊変の①化学的影響、② 

計算機メモリーへの影響とその除去。③重イオン加速器の応用に関する研究に従事。定年後、六ケ 

所村の環境科学技術研究所、等で、核・放射線に関する正しい知識を広める仕事に従事。現在に至 

る。 

宮本 霧子（理学博士） 

東京教育大学（現 筑波大学）大学院博士課程を修了後、国立（現 国立研究開発法人）放射線医学 

総合研究所勤務を経て、現在は公益財団法人海洋生物環境研究所で、環境中の放射性核種の研究を 

行なっている。科学者として社会にもかかわりたくて放射能を仕事に選んだ。 

石川 稚佳子（博士・医学） 

東邦大学薬学部卒業後、同薬学部衛生化学教室、臨床薬剤学研究室講師として勤務。同大学退職後、 

登録販売者外部研修会講師、学校薬剤師などを行なっている。また、「薬の正しい使い方」や「ヒ 

トは如何に健康に過ごすことができるか」ということに興味を持っている。 
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N「地図の塗り分けについて〜四色定理を体験する〜」 
 

河村 建吾 大阪市立大学数学研究所 特任准教授 日本数学会所属 

 

      ８月１０日（土）【実験・実習】9:00～11:30 ３０２研修室 

 

■実習の概要 

皆さんは四色定理（もしくは四色問題）という数学の定理をご存知ですか。四色定理の主張は、

「四色あれば、どんな地図でも隣り合う国々が異なる色になるように塗り分けることができる」と

いうものです。例えば、下図は東京 23 区を簡略的に表した地図です。よく観察してみると、隣り

合う２つの区が異なる色になるように四色で塗り分けられていることが確認できます。（印刷の都

合上、チェック柄、ストライプ柄、ドット柄、千鳥格子を使用しています。）この実習では、地図

の塗り分けについて数学的に学んでいきます。 

■四色定理（四色問題）の歴史を簡単に紹介 

 1850 年代に「四色あれば、どんな地図でも隣り合う国々が異なる色になるように塗り分けること

ができるか」という問題（四色問題）が提起されました。1879 年に四色問題はケンペによって肯定

的に解決されたかに思われましたが、1890 年にヒーウッドがケンペの証明の誤りに気付きました。

さらに彼は、ケンペの証明方法を用いると、「五色あれば、どんな地図でも隣り合う国々が異なる

色になるように塗り分けることができる」という定理（五色定理）が成り立つことを指摘しました。

その後、四色問題はしばらく未解決のままでしたが、1976 年にアッペルとハーケンにより肯定的に

解決されました。彼らの証明方法はコンピュータを用いるというもので、当時の数学者たちに大き

な衝撃を与えました。 

実験・実習 
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■グラフを用いる 

 地図の塗り分けは、グラフと呼ばれる複数個の点（頂点）とそれらを接続する線（辺）からなる

図形を用いて調べることが可能です。（皆さんが知っている「関数のグラフ」とは違います。）具体

的には、次の（１）、（２）の手順を踏むと与えられた地図からグラフを構成することができます。 

（１） 各国の領土内にどこでも良いので点を１個置く。 

（２） ２つの国が境界線で隣り合っているとき、その境界線を横断する線によって領土内にあ

る点同士を接続する。 

例えば、手順（１）、（２）を先ほどの東京 23 区の地図に適用すると、下図のようなグラフが得ら

れます。さらに、隣り合う国に異なる色を塗ることは、辺の両端にある頂点に異なる数字を割り当

てることだと解釈できます。下図では、チェック柄に 0、ストライプ柄に 1、ドット柄に 2、千鳥格

子に 3を割り当てています。このようなグラフを用いる利点として、 

 グラフが数学的に扱いやすい図形である。 

 「国々がどのように隣り合っているか」という情報をシンプルに取り出せる。 

 国の大きさや形といった無駄な情報を省くことができる。 

などが挙げられます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★講師プロフィール 

河村 建吾（かわむら けんご） 

青森県出身。大学では教育学部（数学専攻）に所属していました。その頃に出会った結び目理論に

大変興味を惹かれ、現在も結び目理論の研究を続けています。１本の紐を絡めて両端をくっつける

と、３次元空間内にさまざまな「輪っか」をつくることができます。結び目理論とは、このような

輪っか（結び目）の「ぐにゃぐにゃ変形させても変わらない性質」を研究する数学の一分野です。

私の研究の中心は、４次元空間内の曲面がなす結び目（曲面結び目）であり、本来見ることのでき

ない４次元空間内の曲面結び目を視認し、それをぐにゃぐにゃ変形させる毎日を送っています。 





 

サイエンスアドベンチャーⅠ「ミニ科学者になろう」まとめ 

 
         班：       名前：              

※班の TA に渡して下さい！ 

実験のタイトル 

 

 

実験の目的 
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もっとさらに深く知りたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感想 

   ・新しく知ったことはありましたか？自分の将来につながる発見が何かありましたか？ 
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２日目昼食（１１：４５～１２：４５）お弁当の場所 

 

 学生ＴＡとの交流、各実験の報告を兼ねた昼食の時間です。皆さんで楽しく食

べましょう。 

 実験終了の時間に、多少の差があると思いますので、下記の表を参考に、各自

移動してください。お弁当は各グループＴＡがまとめて取りに行き、各研修室

で皆さんに配ります。 

 実験・実習で使用した備品等が置いてある場合もあります。手を触れないよう

にしてください。 

 

場所 グループ名 

１０３研修室 ニュートン ローレンツ      

１０４研修室 ファンデルワールス ヘス 

１０９研修室 ボーア メンデル ボイル ド・モアブル 

２０３研修室 アボガドロ ファラデー 

２０７研修室 クーロン ポアソン フック 

２０８研修室 ルシャトリエ ド・モルガン ガウス ケプラー オーム 

中会議室 お弁当を注文した実行委員 

本館レストラン お弁当を注文した実習・実験講師、ポスター展示説明員 

 

 食べ終わったら、周りにゴミが落ちていないか確認してください。 

 使った机や椅子は元のとおりに戻してください。 

 食べ終わった容器は１階カウンターで集めています。 

 合言葉は「来た時よりも美しく」で・・・ 

 

 １２：４５～研修棟前で集合写真を撮りますので、遅れないように学生ＴＡと

一緒に集合してください。 
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  ８月１０日（土）13:00～15:00 １０１・１１０研修室・講堂前玄関ホール 

   

It is like treasure hunting. 
Let’s explore the world of science and technology, and see what you find!  
 

いろいろな学会や団体がブースを設けています。ブースにはポスターが掲示され、またデモンストレーシ

ョン用の実験道具や機器が展示されているブースもあります。このような発表形式をポスターセッションと

いいます。 

自由にブースを回ることができますので、興味のあるテーマのブースはすぐ目に留まるかもしれません。

ポスターを見て、あるいは説明を聞いて疑問に思ったことがあったら質問してみましょう。 

 

関心を持っていない分野のポスターもたくさんあると思います。そんな時は素通り? ではなくて、ポスタ

ー説明のために立っている「お姉さん」や「お兄さん」に「よく知らないので、説明してもらえますか？」とか

言って、発表している人たちが何を面白いと思ってその仕事（や研究）をしているのか、教えてもらいましょ

う。 

もし、それでも興味をもてないと感じたら？ そのままにしてもいいですけれど、ちょっと知恵を絞って、も

うひとつ質問するのもあり。 どんな質問をするかは、もちろん、あなた次第。 

 

進路のこと、学校の勉強のことの相談も Welcome です。 

 

ポスターセッションの会場は１０１・１１０研修室と講堂前の玄関ホールの３カ所に分かれています。見逃

しのないように。 

 

 まとめのページに班名と名前を書いて、ブースを回って面白いと思った事、気づいたこと、考えたことを自

由に記入しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

サイエンスアドベンチャーⅡ「研究者・技術者と話そう」 



№ 団体名 テーマ 概    要

1
一般社団法人

日本女性科学者の会
日本における女性
科学者の活躍

日本女性科学者の会では、医学・薬学・理学・工学・農学などの幅広い分野で活躍している日本の女
性科学者を皆様にご紹介し、キャリア相談に乗ります。未来を拓くのはあなたです。進路決定にお悩
みの方、医歯薬系から農理工系まで多分野の先輩たちがお待ちしています。お気軽に本会ブースに
お立ち寄りください。

2
一般社団法人
日本木材学会

低炭素社会を築く
木質の科学と技術

日本各地の大学に木材について専門的に学ぶ学科があるのをご存知ですか？日本木材学会には木
の研究者や技術者が集まっています。様々な木材の特性を研究し木の良さをもっと活かせる使い方
を探っています。木材は古くから人間の身近にある親しみやすい材料ですが、最近では木材利用が
地球温暖化防止に役立つことも知られています。日本木材学会の若い世代では約3割が女性です。
小枝のストラップを作りながら一緒にお話しましょう。

3
日立技術士会

登録活動グループ
「チーム・技魔女」

「チーム・技魔女の
コミュニケーション
スキルの科学」

日立のグループ会社各所で働くバリバリのエンジニア女子の集まり＝チーム・技魔女。私たちのお仕
事をご紹介！今年はプロジェクトマネジメントエンジニアの重要な科学的スキル「コミュニケーション
力」のワークショップを開催します。あなたのコミュニケーションスタイルは？チェックシートに答えてよ
りよいコミュニケーションスタイルを身につけちゃおう！

4
公益社団法人土木学会

一般社団法人
土木技術者女性の会

くらしと安全を支え
る土木

土木は、道路、鉄道、上下水道、電気など一人一人の日常生活に欠かせない様々な基盤整備を担っ
ています。また、地震、津波、洪水、斜面崩壊などの災害から、命と資産を守るための基盤整備の担
い手でもあります。私たちのくらしに身近な土木を紹介するとともに、簡単な土木技術（橋など）を体験
していただきます。

5 清水建設株式会社
宇宙開発も、ロボッ
トも！建設で「私ら
しさ」見つかるかも

大きなビル、道路、ダム・・ぜんぶ建設業の仕事です。私たちの仕事は、人々にとって安全で心地良い
空間をつくること、より良い暮らしの土台となる社会基盤をつくること。そして、それら「建設」を通じて、
次の世代のために持続可能な社会の実現に貢献することです。建設業の魅力・ものづくりの楽しさと
ともに、女性技術者が活躍する姿をご紹介します。

6
公益社団法人
日本火災学会

火災から命や財産
を守るための最先
端の科学技術を学
ぼう！

「地震・雷・火事・おやじ」と呼ばれるように、火災は、人間にとって昔から恐ろしい現象の１つでした。し
かし、火災現象の科学的な解明により、火災に伴う延焼や煙拡散の予測が可能です。また、初期消
火対応や火災時の避難行動の予測も併せて行うことにより、火災が発生しても安全な建築物やまち
づくりを計画することが可能です。この機会に、女子中高生の皆様も、火災から命や財産を守るため
の最先端の科学技術を学びましょう。

7 （株）リコー
”プリンターの新し
いカタチ”と”色の
形成”

スマホのように持ち歩ける夢のモバイルプリンタがあったら、皆さんはどんなものに何を印字します
か？実際にプリント体験していただき、このプリンターがどういう技術で実現しているのか、その一部
をお伝えします。また同時にコピー画像の色彩がどの様に形成されているのかも解説します。日頃何
気なく見ている画像もルーペで見れば新たな気づきと物理的な興味を抱かせてくれる事でしょう。

8 東芝メモリ株式会社
「フラッシュメモリの
秘密」を探検しよ
う！

東芝メモリは、「フラッシュメモリ」を作る会社です。では、「フラッシュメモリ」とは何でしょうか？例えば
スマートフォン。大切な写真や好きな音楽をいつでも楽しめるのは、スマートフォンの中にある、とても
小さな「フラッシュメモリ」がデータを記憶しているからです。「フラッシュメモリ」は、世界中の人の「暮ら
し」と「想い」を支えています。女性エンジニアとともに、その「フラッシュメモリの秘密」を探検しましょ
う！

9
一般社団法人 情報処理学
会　Info-WorkPlace委員会

女性IT技術者・研
究者の活躍／ITで
実現しようワークラ
イフバランス

日本の女性IT技術者研究者の活躍に加え、情報処理学会認定ワークライフバランス伝道師による多
様な視点からのライフハック（タスク管理、育児、介護、リモートワーク等々）の概要を紹介します。また
ジュニア会員（小中高生・大学1～3年、会費無料）対象のイベント案内やジュニア会員が情報学の専
門家に質問できる本学会誌「情報処理」の連載、「先生、質問です！」の紹介もあります。キャリア相
談もお待ちしてます！

10

公益社団法人
計測自動制御学会

一般社団法人
システム制御情報学会

「命を救うロボット
技術」と計測と制御

近年、地震、火災、台風、豪雨などのニュースが続いていますが、災害時に活躍するロボット開発も
急速に進んでいます。ロボットは計測と制御でうごいています。はかるって何を？制御するって何？シ
ステムなんて聞いたこともない！そんな人にもわかりやすく「計測と制御・システム」を説明します！是
非お立ち寄りください。

11
一般社団法人

日本応用数理学会
超立方体とゾノトー
プ

超立方体とは正多面体の1つである正六面体（立方体）を一般化した多面体であり、4次元以上の高
次元でも定義できます。3次元の世界にいる人間には高次元多面体を想像することは難しいですが、
高次元多面体を3次元に射影することで4次元以上の高次元の世界をのぞくことができます。超立方
体の射影をゾノトープと言います。ゾノトープを紙工作することで高次元の世界を体験してみましょう。

12
一般社団法人

日本数式処理学会

計算力の限界を探
る ー手計算の限界
を超えてひらける
世界ー

数式処理は計算式を通して人とコンピュータの会話を助けてくれる技術です。数式処理システムを使
うと、電卓ではできないような計算や複雑な式変形、また、方程式が成り立つ条件を見つけることもで
きます。 な・の・で、計算が苦手な人でも数学を楽しむことができるんです！ぜひ、コンピュータが可能
にする数学の世界を体験しにきてください。ポスター、計算デモ、懸賞問題を用意して皆さんをお待ち
しています。

13 WiN-Japan
サイエンスコミュニ
ケーションって何？

サイエンスコミュニケーションは、人文学や工学も含めた「サイエンス」に 関する専門家と市民との間
の双方向のコミュニケーションのことです。 サイエンスコミュニケーションや非常に近い領域にあるリス
クコミュニケーションについて、なぜこれらのコミュニケーションが重要なのか？ どのように実現してい
くのか？ など、簡単なクイズを通して、紹介していきます。

14
原子力発電

環境整備機構

技術系の仕事・
なんでも相談コー
ナー

技術系の仕事になんとなく興味がある人、技術系だけどそれ以外の仕事もやってみたい人、やりたい
仕事がばっちり決まっている人…、どんどん相談・質問してくださいね。お話ししながら一緒に考えて
いきましょう。
・どんな仕事ができるの？ ・会社では、やりたい仕事をやらせてもらえるの？
・仕事も自分の生活も大切にしたい。 ・結婚したり、子どもが生まれたりしたらどうなるの？
・仕事は楽しい？  仕事のやりがいは？

女子中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～
サイエンスアドベンチャーⅡ「研究者・技術者と話そう」ポスター展示出展団体一覧

８月１０日（土）１３：００～１５：００



№ 団体名 テーマ 概    要

女子中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～
サイエンスアドベンチャーⅡ「研究者・技術者と話そう」ポスター展示出展団体一覧

８月１０日（土）１３：００～１５：００

15
一般社団法人

プラズマ・核融合学会

次世代エネルギー
源　核融合とプラズ
マ

石炭や石油を使うことなく皆さんの生活を支えるエネルギーを供給する究極のエネルギー源として、
核融合は、現在世界各国が協力して研究を進めており、女性研究者も活躍しています。ポスターブー
スでは核融合研究の最先端を説明します。また、フランスに建設している核融合炉の状況をその場に
いるようなバーチャルリアリティ（VR）で体験いただけます。世界最先端の大型プロジェクトをVRで目
の前で見てみませんか。

16
日本女性技術者

フォーラム

女性技術者のロー
ルモデルを見つけ
よう！

みなさんは、企業・会社で働くイメージがわきますか？日本女性技術者フォーラムには、たくさんの企
業で働く先輩がいます。将来どんなふうに会社で仕事をすることになるのかな？育児や家事との両立
は？会社の制度はどんな感じ？そんな疑問に答えられるブースで、みなさんをお待ちしています。

17
公益社団法人

日本農芸化学会

身近で役立つバイ
オの主役：もっと知
ろう！農芸化学

食品、生物、自然環境など、身近にあるものを化学的に研究し、役立つものを開発する・・・そんな、私
たちの生活に密着した学問が農芸化学です。本展示では、食品や微生物を使った実験を見て・知っ
て・体験していただき、農芸化学の魅力をお伝えしたいと思います。

18
一般社団法人
日本結晶学会

結晶: 原子・分子が
織りなす自然美と
物質科学・生物科
学から芸術まで

結晶は原子や分子が三次元的に規則的に配列して形成されています。結晶にX線・中性子線・電子
線を当てると回折現象が起きます。この性質を使って、無機化合物・有機化合物・タンパク質の構造を
得ることができます。また結晶が、原子・分子の規則的集合体であることから生じる性質を利用し、多
くの材料が開発されています。結晶学は、結晶の外形の研究から始まり、現代では、科学全般、さら
には、生活を支える学問になっています。

19 日本海洋学会
「海」には謎がいっ
ぱい―海の謎を探
る研究あれこれ

海洋学は、物理・化学・生物学・地学すべてと関わりのある総合科学です。興味のある分野を通して、
海の謎に迫ってみませんか。ミニ実験・観察を用意してお待ちしています。

20
公益社団法人
日本天文学会

宇宙ってどんなとこ
ろ?

宇宙ってどんなところでしょう。冷たい空っぽの空間で、遠くにお星さまがあるだけでしょうか。本ブー
スでは、実際にPCの中に再構築した3次元宇宙地図の中に入り、旅するように宇宙の紹介をします。

21
地球電磁気・

地球惑星圏学会
オーロラの発生原
理を調べてみよう

皆さんはオーロラを実際に見たことがありますか？このポスター展示では、オーロラの発生原理につ
いて学び、オーロラ発生装置を使って実際にオーロラを発生させます。オーロラ発生装置はガラス管
の中の空気を抜き、高電圧をかけることでオーロラを発生させます。そしてどんな気体が光っているか
分光器を使って調べてみましょう。また、JAXAのあらせ衛星が発見したオーロラ発生原理に関わる最
新の結果を紹介します。

22
日本地球惑星科学連合

（JpGU）

地球惑星科学の１
日研究者になって
みよう︕

⽇本地球惑星科学連合は、地球惑星科学全般の研究・教育をリードする研究者・技術者・教育関係
者・科学コミュニケータ、それを学んでいる学生や⼀般市民からなる個⼈会員と、地球惑星科学関連
50学協会を団体会員とする学術団体です。私たちの源、生命の地球に思いをはせ、地球を作る物質
や生物を顕微鏡のサイズで、あるいは、地球や月、惑星、極限の環境などを丸ごと⾒て感じてみませ
んか。いつもとは違う世界を体験できますよ。

23 日本地形学連合
身近な「地形」を科
学する女性研究者
たち

『地形学』はフィールドワークや実験、地図の判読を基に、山地や平野、海岸などの様々な地形の特
徴や成り立ちを科学的に明らかにする学問です。ポスター展示では、地形学が世の中でどのように役
立っているのを解説するとともに、女性地形学者の日常の仕事や、どのように進路選択をしてキャリ
アを重ねてきたのかを説明します。フィールドワークで使用する道具や書籍の展示、地形を立体的に
観察できる空中写真の判読体験も行います。

24
公益社団法人
日本気象学会

将来の気候は予測
できる！地球温暖
化研究の世界をの
ぞいてみよう

地球温暖化という言葉は皆さん聞いたことがあると思います。では、地球温暖化に伴う将来の気候変
化をどのように予測しているか知っていますか？そこには日々の天気予報で用いられる技術が使わ
れています。気象の研究者と気象キャスターと一緒に、最新の気候変動予測の世界をのぞいてみま
しょう。

25
一般社団法人
日本生態学会

「エコロジー」ってな
に？

環境にやさしいなどの意味で使われる「エコ」という言葉は、もともと「エコロジー」という「生態学」を意
味する言葉に由来します。生態学とは、生物と環境との関係を解き明かす学問分野のことです。生物
と環境の関係を明らかにすることで、生物多様性の保全や気候変動などの環境変化の生態系への影
響といった自然環境に関わる問題の解決にも貢献しています。自然や環境に興味がある人はぜひこ
ちらのブースにお越しください。

26
一般社団法人

日本蛋白質科学会

生命を支える蛋白
質のかたちと働き
（仮）

蛋白質には肉や卵に含まれる栄養素というイメージがありますが、ヒトを含む全ての生物の生命活動
はさまざまな蛋白質に頼っています。蛋白質の形や働きを調べることによって、病気の原因なども解
明され、薬も作られています。蛋白質科学会では、蛋白質の秘密を解明するため、生物、物理、化
学、計算科学などさまざまな分野の研究者が集まっています。当日は、蛋白質の模型やパズルなども
展示します。

27
一般社団法人

日本生物物理学会
生命をつかさどる
分子の動き

私たちのからだの中には、３７兆個の細胞が存在し、日夜、活動を続けています。しかも、細胞は存在
するだけではなく、運動したり、増えたり、または変化したり、消失したりしています。さて、細胞のこの
ような運命を決めているものは何でしょうか。分子の動きにより、細胞の運命はとても大きく変わるの
です。

28 中外製薬株式会社
のぞいてみよう！
「くすり」を創るお仕
事

中外製薬は「医療用医薬品」を研究・開発している会社です。今までにない「くすり」を創りだす為に
は、多様な人財の活躍が必要不可欠です。薬学はもちろんのこと、様々な分野で専門性を持った社
員がくすりの開発にかかわっています。ブースでは実際に研究で活躍してきた女性社員が「くすり」の
研究・開発・今までのキャリアや会社の中での働き方についてお話します。是非未来を切り開く皆さん
からの質問をお待ちしています！
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29
一般社団法人
日本腎臓学会

からだの不思議～
秘められた腎臓の
パワー～

私たちの身体には生命を維持するために様々な知恵が散りばめられています。腎臓は血液中の老廃
物を絶えずろ過し、100倍濃縮にして捨てる働き者の臓器で、他の臓器ともとても深くつながっていま
す。しかし腎臓は無口な臓器で病気になっても特効薬のない臓器！私たちは腎臓の病気のメカニズ
ムや治療のための研究を行っています。腎臓のしくみや働きから身体の不思議を学びましょう。生物
系研究者としてキャリア相談も受けます！

30 ニプロ株式会社
「人工腎臓」ってな
に？

皆さんは「人工腎臓」をご存知ですか？「人工腎臓」は様々な理由で腎臓の働きが弱まった人のいの
ちを繋ぐ医療機器です。本展示では、「人工腎臓」の仕組みについて分りやすくお伝えします。医療・
生物学的分野だけでなく工学的な側面からも色々なことを知ることができるはずです。皆さん是非お
越しください。

31
一般社団法人

日本土壌肥料学会
生命と環境を支え
る「土壌」とは？

土壌は、岩石や火山灰などを母材とし、数万年以上に及ぶ長い時間をかけて気候や生物の作用の結
果できる、土地ごとに特色のある自然物です。そして、多様な生物の棲みかを提供すると共に遺体を
分解する、水や養分を保ち生態系内での元素循環を調節する、環境の変化を緩衝するなど非常に重
要な役割を果たしています。実物の断面標本を用いた土壌の成り立ち、食糧・環境問題との関わりな
どを解説します。

32
NPO法人

女性技術士の会
技術系の資格と仕
事の紹介

技術系の資格にはどんなものがあるでしょうか？その資格を取るとどんな分野で活躍できるのでしょ
うか？ 「どうしたら取れるの？」「どんな仕事をしているの？」技術者を目指すあなたの疑問に、女性
技術士がズバリお答えします。また、「大学の選択学部と仕事の関係」「目指す職業のアプローチの方
法」「理系の仕事の具体例」「ロールモデル集」などをまとめた冊子を使って分かり易く説明します。

33

公益社団法人
日本技術士会
男女共同参画
推進委員会

未来につなげ、あ
なたの夢

理系の将来像は科学者や研究者になるというイメージが強いのですが、実は多くの女性は技術者（エ
ンジニア）となって社会に貢献しています。技術者として活躍するキャリアパスの１つに国家資格であ
る「技術士」の取得もあります。技術士には、建設・電気電子・情報工学などの20の専門分野があり、
様々な分野での女性技術者のキャリアを知ることは、あなたの未来へのヒントになるかもしれません。

34
日本バイオ

イメージング学会
カラフルな色で見る
生命現象

生物の体の中では不思議なことがたくさん起こっています。でもそれを生きたままの状態で目に見え
るようにするのは、とても難しいのです。私たちは、生命のさまざまな瞬間を切り取って観察したり、あ
る特定の分子の動きだけを追いかけたり、そのための色素や顕微鏡を開発したりしています。カラフ
ルで美しいミクロワールドへ、是非お越し下さい！

35
日本電磁波

エネルギー応用学会×
東京電子レンジ倶楽部

マイクロ波でサイエ
ンス

マイクロ波技術はよく使う電子レンジの正体でその技術を染色など日常の出来事に使ってみよう。

36
公益社団法人
日本化学会

女性化学者が未来
を創るーみなさんも
チャレンジしよう！
－

日本化学会では、多くの女性研究者が活躍しています。ポスターでは、世界的に活躍している女性化
学者の紹介を行い、毎年夏に行われる化学グランプリについても紹介いたします。また、みなさんの
ご質問にもなんでもお答えします。
・どこの学部・学科に入ればよいのか分からない。        ・会社ではどういう研究ができるの？
・化学を勉強したら、将来どういう仕事ができるの？　　　・企業研究と大学研究はどう違うの？

37
一般社団法人
日本鉄鋼協会

鉄の世界 ひろがる
可能性

鉄鋼材料は、合金元素の添加・熱処理・加工により、性質や形状を自由に制御できます。限られた資
源やエネルギーを無駄なく利用し、低コストで大量生産でき、しかも再利用可能で、地球環境にも優し
い材料です。その多彩な性質を利用して、釘から東京スカイツリーまで、あなたの身の周りのありとあ
らゆるところに使われています。私たちの生活に欠かせない鉄鋼材料の魅力を少しだけご紹介しま
す。

38 日本金属学会 面白いぞ！金属は

金属材料の歴史は古く、金属なくしては現在の文明、産業は起こらなかったと言っても過言ではない
でしょう。それでもまだまだ金属材料の新しい可能性は広がります。過酷な環境下で使われる構造材
料の他に、半導体、熱電材料、形状記憶合金、水素吸蔵合金などの機能材料等々金属材料は新しい
エネルギーも支えます。

39
一般社団法人
軽金属学会

軽金属って何？

「軽金属」聞いたことがありますか？人々は、古くから金属を利用してきました。比重の軽い、アルミニ
ウム・マグネシウム・チタンなどが軽金属に属します。比較的若い金属で、リサイクルや、省エネル
ギー関連分野で活躍してきました。最近では、地球環境の維持・改善に積極的に貢献しています。だ
れも知らない、新しい軽金属の魅力を、一緒に見つけましょう！

40
一般社団法人
日本物理学会

物理を見よう！ ～
不思議なステンド
グラス〜

私たちの身の回りにあふれている“光”。あまりにありふれているように思えるこの“光”の性質は、量
子力学というミクロの理論で決まっています。『ああ難しい自分には関係ない！？』いいえ！実はサン
グラスにも使われる偏光フィルムを使って、“物理学の不思議”な体験をすることが出来ます。“光の不
思議”を“手に取って”見て・感じてください。

41
公益社団法人
応用物理学会

夢をかたちに〜応
用物理学会

応用物理学は物理学をベースに理学と工学をつなぐ技術・学問領域であり化学やバイオ・医療分野
への発展も含め幅広い分野を対象としています。身近にあるスマートフォンや太陽電池、青色LEDな
どを支える技術がこの分野から生まれており、企業に所属する会員数も多く、全体の1/3を占めてい
ます。ポスターでは応用物理学会員の具体的な研究内容や、女性会員がどのような進路をたどり、現
在の職業に至ったかの事例紹介をします。

42

一般社団法人
日本原子力学会

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発

機構

量子ビームって何
だろう？

量子ビームとは、加速器やレーザー装置、研究用原子炉等から得られる、イオンビーム、電子線、
レーザー、中性子線等を総称したものです。パネル展示では、量子ビームを使った暮らしに役立つ新
しい製品の研究開発について紹介します。また、参加者の方にわかりやすく理解（体感）してもらえる
よう、動画や実物を使った実験紹介を行います。



№ 団体名 テーマ 概    要

女子中高生夏の学校２０１９～科学・技術・人との出会い～
サイエンスアドベンチャーⅡ「研究者・技術者と話そう」ポスター展示出展団体一覧

８月１０日（土）１３：００～１５：００

43
旭化成ワッカーシリコーン

株式会社
シリコーンについて
学ぼう

シリコーンとは何か知っていますか？あまり聞いたことがないかもしれませんが、意外にも皆さんの身
近なところに広く使われています。例えば、化粧品、柔軟剤や料理用の器具です。シリコーンは他の
材料にはない優れた特徴をたくさん持っています。今回はミニ実験を通してシリコーンのすごさを体感
してみましょう。ブースでお待ちしています！

44
一般社団法人
日本数学会

不思議で楽しい図
形たち～フラクタル
の世界へようこ
そ！～

数学の世界には、直線や三角形、球など様々な図形があります。このポスター展示では、フラクタル
図形という図形たちを紹介いたします。みなさんにも、コッホ曲線というフラクタル図形を一緒に描いて
いただく予定ですが、描き始めたら止まらない！終わりがない！とっても不思議で繊細な図形です。フ
ラクタルは次元も不思議。「約2．5次元」のフラクタル図形もありますよ！フラクタル次元の計算方法も
紹介いたします。

45 日本ＣＣＳ調査株式会社
地球の未来を支 え
る技術、ＣＣＳとは

なぜ、地球温暖化が起こるのか、温暖化が進むと地球はどうなるのか。そして、温暖化を防ぐために、
今、私たちにできることは何か？地球温暖化が進むと未来は大変なことになると言われています。温
暖化対策の切り札の１つＣＣＳ（シーシーエス）は、工場などから大気に放散されるＣＯ２を放散せずに
集めて、地中深くに封じ込める技術。地球の未来のために、そして私たちの未来のために、ＣＣＳにつ
いて一緒に学んでみませんか。
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    サイエンスアドベンチャーⅡ 

       「研究者・技術者と話そう」まとめ 
 
            班：       名前：          

※班の TA に渡して下さい！ 

話をきいたポスターの一覧表  

ポスター名 ポスターの内容 印象に残ったこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   発表スタッフや TA 等と、どんなことを相談・お話しした？   

        ※夏学での大切な出会い、貴重なアドバイス。あとで思い出せるように書いておこう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     私はこんなことに興味があるのかも!?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   感想・考えたこと など 
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     ８月１０日（土）15:15〜16:45 大会議室  
 

夏学の魅力イベントの一つ、GATE WAY。 

 

ここでは、普段話せないような最前線で活躍している科学者の先輩たち・大学生と出会い 1 対 1で

お話をすることができます。 

分野やテーマ別にブースがあるので、できる限り沢山回りましょう。 

 

自分の将来の夢や今の悩みを相談したり、先輩がどんな道をたどってきたのか積極的に聞いてみよ

う。何を聞けばいいか分からないけど…お話したいって思っているそこの貴方は、「先輩の夢を教

えてください」って聞いてみましょう。きっと面白くて、キラキラしたお話が聞けるはず！ 

それを聞いて自分は何をしたいのか考えてみよう。 

 

また，自分の興味あることはもちろんそれ以外にも、様々なお仕事や分野について学んで吸収しよ

う！きっと皆の将来のゲートを開くカギになってくれます♪ 

 

もちろん GATE WAY が終わった後に、周りのお友だちや TA さんと話し合いましょう。 

 

学生企画「GATE WAY」 
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     ８月１０日（土）17:00〜17:30 19:00～20:00 宿泊 A棟１階ラウンジ・B棟談話室等 

   

夏学では、理系の仕事に就く人の話を聞くチャンスがいっぱい！ 

自分と同じ目標をもつ友達や、たくさんの先輩との出会いから、 

自分のやりたいことや興味を新たに見つけよう！ 

  

まず、夏学で出会った人の話の中で、 

印象に残っているキーワードや思い出せるキーワードを、 

ワークシートの上半分に書き出してみよう。 

関連するキーワードはどんどん線でつなぎながら、この２日間を振り返ろう。 

 

キーワードがたくさん書けたら、 

自分の将来の夢や、興味のあること、学びたいことに関するキーワードを、 

色鉛筆や色ペンで囲って目立たせよう。 

 

できたら、ワークシートの下半分を見てみよう。 

 

まず、今まで生きてきた自分を振り返って、 

今までのところ（小学生～中学生・高校生）を埋めてみよう。 

 

ワークシートの上半分で目立たせたところをヒントに、 

これからのところ（中学生～70 才）を埋めてみよう。 

学びたい分野については、大学や大学院に通う TA さん に聞いてみよう。 

 

夏学を振り返りながら、自分の将来を考えて、夢への第一歩を踏み出そう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学生企画「キャリアプランニング」 
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 夏学では、理系の仕事に就く人の話を聞くチャンスがいっぱい！ 

自分と同じ目標をもつ友達や、たくさんの先輩との出会いから、 

自分のやりたいことを見つけよう！ 

夏学で出会った人の話の中で、 

印象に残っているキーワードや思い出せるキーワードを書き出してみよう。 

関連するキーワードはどんどん線でつなぎながら、 

この２日間を振り返ろう。 

キーワードがたくさん書けたら、 

自分の将来の夢や、興味のあること、学びたいことに関するキーワードを、 

色鉛筆や色ペンで囲って目立たせよう。 

今まで生きてきた自分を振り返って、 

今までのところ（小学生～中学生・高校生）のキャリアを埋めてみよう。 

ワークシートの上半分で目立たせたところをヒントに、 

これからのプラン（中学生～70 才）を埋めてみよう。 

学びたい分野については、大学や大学院に通う TA さん に聞いてみよう。 

5 年後、10 年後 

わたしがしたいことは 

何だろう・・・？ 
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     ８月１１日（日）9:00～11:00 講堂前玄関ホール・１１０・１０１研修室 
 

夏学で、みんなはどんなことを経験し、何を学んだのかな！ 

どんな話が印象に残って、どんなキャリアプランをたてたのかな？ 

自分と同じ目標をもつ友達のキャリアプランを聞いて、 

自分のやりたいことや興味と 

似ているところ・ぜんぜん違ったところを探してみよう！ 

  

みんなの発表を聴きながら、 

自分のキャリアプランの「自分らしさ」を見つけてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学生企画「キャリアプランニングポスター発表会」 
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    ８月１１日（日）11:15～11:45 大会議室 

   

３日間の夏の学校を、写真を見ながら振り返ります。あっという間の３日間ですが、 

内容の濃いプログラムが満載なので、“あぁ、こういうこともあった！”と思うことも多いはず。

夏の学校をみんなでもう一度楽しみましょう。 

 

表彰式では、３日間の学生企画プログラムで獲得した得点を考慮した賞が発表されます。 

あなたの班は何賞に輝くのでしょう!? 賞品はゲットできるかな!? 

 

サイエンスアンバサダー任命式では、 

中高生の参加者全員がサイエンスアンバサダーに任命されます。 

今後のサイエンスアンバサダーとしての活動を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学生企画「夏学振り返りと表彰式」 
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任命：今井 桂子 副実行委員長 

中央大学理工学部 教授 中央大学高等学校 校長 日本応用数理学会他 

説明：大山口 菜都美 秀明大学学校教師学部 講師 日本数学会 

     ８月１１日（日）11:45～12:00 大会議室  

この３日間にたくさんの「科学・技術・人」に触れて、どんな出会いがあったでしょうか。 

日本全国から集まったお友達や理系で学ぶ大学生や大学院生、理系分野で働く人とじっくり話が

できましたか。そして、理系に進んだ先の学生生活や、卒業後に理系あるいは文理複合分野で活躍

するあなた自身のイメージが持てましたでしょうか。 

今日からあなたは夏学サイエンスアンバサダーです！ 

まず、夏学で体験したこと、感動したこと、発見したことを、９月までにご家族やお友達に伝え

てください。そして、その反応やあなた自身の感想を仲間と共有しましょう。 

次に、３月までに学校や地元であなたが参加したイベント、講演、実験、実習などの情報を、夏

学の友達に伝えてください。そこで学んだこと、疑問に感じたことなど何でも構いません。 

活動報告：あなたの活動を、SNS やはがきで教えてください。（最低２回送ってください） 

   １回目：締切 ９月３０日（月）まで  －家族や友達に夏学で体験したことなどを伝える 

   ２回目：締切 ３月２０日（金）まで  －夏学以外の体験を、夏学の友達に伝える 

■伝え方のポイント 

 ・ターゲットを明確に：誰に（自分が聞く立場になってみましょう） 

 ・一番伝えたいことは何か（まずは興味を持ってもらうために、短い言葉で伝えましょう） 

 ・具体的に  

   △ たくさんの人と会って楽しかった（ためになった）。 

   ○ 数学会のブースで、身近な結び目にも理論があること、量子論に使われていることを知

り、数学って面白いと思った。  

 

■ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の ダイレクトメッセージ（DM）とはがきの送り方      

■はがきの書き方(宛名面） 

    通信面は SNS DM の内容 

 

 

 

 

 

 

 

夏学公式アカウント

Twitter: 

@natsugaku_off 

Instagram と

Facebook messenger: 

@natsugaku_official 

 

サイエンスアンバサダー任命式 
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８月１１日（日）11:45～12:00 大会議室 

 

 

アンケート記入  

 

 

 

あいさつ    実行委員長 

北里大学メディカルセンター研究部門 室長補佐  植 松 崇 之 
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閉校式 
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