国際青少年サイエンス交流事業

さくらサイエンスプログラム
2020年度活動レポート

オンラインで広がる交流の輪

一般公募プログラム（オンライン）

A 科学技術体験コース

オンライン現場体験等による高齢化社会の課題解決への取り組み
横浜市立大学医学部・グローバル都市協力研究センター

2021年1月に、かねてから交流のあるインドネシア・ハサ

にはオンライン上で修了書授与を行いました。ハサヌディン大

ヌディン大学看護学部との間で、摂食嚥下の課題に関する3

学生が最後に日本語で「ありがとう」
と書いた紙を画面に一斉

日間のオンライン交流プログラムを実施しました。

に映し、
感動の最後となりました。両国の看護学生が摂食嚥下

1日目は日本側から日本の医療システムや摂食嚥下のメカ
ニズムなど基本的な知識を提供し、
リスクスクリーニングのた

について共に理解を深める貴重な体験となり、将来の招へい
に向けて双方の協力体制を確立することができました。

めの問診や身体所見の評価方法について実技も交えてオン
ラインで紹介しました。
2日目は老人介護施設やリハビリ病院からの講義をオンラ
インで視聴し、嚥下機能を高める筋肉トレーニングの実演も
あり、
参加者も体験しました。
3日目には横浜市立大学医学部看護学科学生の国際看護
学の授業に、
インドネシアの学生も参加しました。また、
両大学
の学生が参加する合同グループワークでの討論のあと、成果
発表を行いました。プログラム終了後に閉会式を行い、
受講生

嚥下に関連する筋肉トレーニング方法を実演

A 科学技術体験コース

健康福祉についてのオンライン共同調査

早稲田大学人間科学学術院

中国の浙江中医薬大学の17名と早稲田大学人間科学学

最終日には各グループの研究調査結果を発表するシンポ

術院の39名によるオンライン交流を2020年12月５日〜

ジウムを開催しました。有意義な研究調査が行われただけで

19日に行いました。
「高齢化社会における健康福祉とICT新

なく、研究交流を続けるため、両大学の学生による研究会が

興技術の利活用を考える」をテーマとし、SDGsの１つである

発足し、
今後も共同で活動を行うことを合意しました。

「全ての人に健康と福祉を」の実現に向けた関わり方を主題
として交流しました。
ガイダンスの後、両大学混合のグループを作り、2日目以
降、学生が在籍する研究室を紹介したり、共同研究調査の経
過報告を行ったりしました。
12日には国際的医療活動に関わった経験を持つ松葉剛医
師や、特色ある高齢者施設を経営する石井英寿氏にご講演い
ただき、
また、浙江中医薬大学の研究者も参加した、高齢者の
健康管理と生活支援に関する研究成果を本学教員が紹介し
ました。
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浙江中医薬大学からの参加者

A 科学技術体験コース

耐震工学の共同研究に向けたライブ実験、オンラインセミナーの実施
埼玉大学理工学研究科

土木分野の最先端技術において、科学技術交流の基礎を

いる様子がカメラを通して感じられました。大連理工大学とは

作り、今後の交流をスムーズに行うことを目的として、大連理

今後も研究や教育を共同で展開していくことを計画していま

工大学との間で2020年11月24日˜26日にジョイントセミ

す。今はコロナ禍で実際の行き来が難しい状況にありますが、

ナー、免震講座と実験室見学などのオンライン交流を実施し

本プログラムを通して交流を継続できたことは大変有意義で

ました。

した。

ジョイントセミナーでは構造材料、水理環境、地盤工学など
の分野で、
計12件の発表があり、
双方の研究内容に対する理
解を深め合い、活発な質疑応答がなされました。交流会では
土木工学分野における最新の動向と活用方法を紹介し、ま
た、免震ゴム支承の最新技術について、川金コアテック社によ
る特別講座を実施しました。
最後に両大学の構造実験室をつなぎ、埼玉大学からは「新
材料で作る次世代免震装置の開発」の紹介とライブ実験を実
施しました。参加者が新材料の延びる様子を興味津々に見て

埼玉大学によるオンラインライブ実験

A 科学技術体験コース

農学分野における日・タイ双方でのフィールド調査

名古屋大学大学院生命農学研究科・農学部
タイ・カセサート大学農学部および獣医学部の学生（6名）

このプログラムにより学生は両国の農業事情の共通項や

と名古屋大学農学部・大学院生命農学研究科の学生・院生（6

違いを学び、交流を深め、
また、国際感覚を磨くことにもつな

名）によるオンライン交流を2020年11月20日〜12月

がる、実り多いプログラムとなりました。

14日に実施しました。この交流は、毎年実施してきた招へい
プログラムの代替として、両国におけるフィールド調査以外
はオンラインで実施しました。
キックオフイベントでは概要説明や教員による両国の農業
事情の紹介を行い、学生は日・タイ混成の少人数グループに
分かれ、
フィールド調査の計画立案を始めました。フィールド
調査では両国共通の5コース
（水田農業、園芸、動物生産、食
品加工、水資源利用）を設定し、それぞれの研修地で12月
10日までフィールド調査の後、成果発表の準備を進め、12
月14日に成果発表会を行いました。
フィールド調査：イチゴの施設栽培について学ぶ
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一般公募プログラム（オンライン）

B 共同研究活動コース

高度医学技術・先端研究状況把握のためのオンラインコンファレンス

公立邑智病院

令和2年12月11日、以前から交流を行ってきた、
カザフス

コロナウイルスの影響で国際交流の継続があやぶまれま

タンのセメイ医科大学と医学技術の共有・発展を目的として、

したが、
今回のようなオンライン交流は、
工夫次第で有効な交

オンラインでのカンファレンスを実施しました。セメイ医大か

流手段の１つと成り得るものだと思います。

らは大学院生4名とその教官2名、
また、
日本からは広島大学
原爆放射線医科学研究所名誉教授 星正治先生と、公立邑智
病院外科参与 兼 広島国際大学健康科学部教授、野宗義博先
生が参加しました。参加した4名の外科系大学院生は、3年前
にさくらサイエンスで来日し、外科研修を終えた院生です。
カンファレンスではまず、星先生から核被爆健康障害解明
のための研究について、動物モデルを用いた実験病理学の
解説と、医学研究への心構えについて指導していただいたの
で、彼らによって新たな研究が開始されることが期待できま
す。また、野宗先生からは鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下手
術について、
解説していただきました。

オンラインでリアルタイムの交流

C 科学技術研修コース

ライブ映像・オンライン画像分析を駆使した森林生態系共同調査
山形大学農学部

東北の森林生態系の特徴を学ぶため、2020年11月に各

前にはオンライン授業がどのような形になるか予測できませ

サイトをオンラインで繋ぎ、ベトナム、タイ、ペルーの学生に

んでしたが、結果として地方大学である山形大学が国際交流

対してライブで授業を行いました。

を推進する新しい体制を構築できました。

豪雪地帯である日本海側沿岸のクロマツ林と山地の天然
林・植林生態系に焦点を当て、太平洋側の積雪が少ない地域
との違いについて議論し、
また、東日本大震災で津波の影響
を受けた海岸林や、害虫などの影響を受けている蔵王の森林
からも中継しました。また、
ドローン画像の収集、画像分析を
行い、
画像からの情報取得方法についても説明しました。
学生はライブ授業で質問し、YouTubeにアップした動画も
視聴し理解を深め、最終的にグループ毎にプレゼンを行いま
した。
招へいプログラムでは参加人数が限られますが、
オンライ
ンであれば複数の海外大学との同時開催が可能です。実施
4

白神山地からライブで授業する山形大学のロペス教授

JSTが実施するプログラム（オンライン）

JSTは、2020年12月に東京工業大学、21年３月に東京大学と共にさくらサイエンス・ハイスクールプログラム
「オンライン大学訪問」を開催し、海外の高校生に向けてオンラインライブ配信を行いました。

日本の著名大学を海外の若者がバーチャル訪問

＜オンライン大学訪問＞

第1回 オンライン大学訪問（東京工業大学）
2020年12月5日
（土）15:00-17:00
15:00

開会挨拶

JST

15:05

東工大挨拶

益一哉 学長

15:10

東工大の紹介

斎藤卓志 准教授

参加者数：1,786人
37カ国・地域から参加

特別講演
15:25 「宇宙ライフサイエンス研究：
工藤 明 特命教授
メダカを用いた微小重力下の骨生物学」

その他
21.7%

インド
14.4%
マレーシア
11.5%

台湾 2.5%

16:05

留学生
（インドネシア・マレーシア）
による
学内活動や大学の魅力紹介・質疑応答

留学生

バングラデシュ 3.4%

16:20

日本への留学制度の説明

JASSO

フィリピン 5.2%

16:35

全体質疑応答

ベトナム 6.8%

17:00

閉会

タイ 7.0%

中国
10.0%
インドネシア
8.9%

ミャンマー
8.6%

特別講演：東京工業大学 工藤 明 特命教授
テーマ： Medaka ﬁsh went to space; Bone loss in the international space
骨を形成する骨芽細胞と吸収する破骨細胞が蛍光で光る遺伝子を組み込ん
だメダカを国際宇宙ステーションで飼育・観察し、微小重力での骨量の変化を
見る研究についてご講演いただきました。メダカをライブで見せたり、
クイズ
を出題したりと、双方向のコミュニケーションを交えての講演で、大変好評で
した。

参加者へのアンケート結果

Q1

オンライン大学訪問に
満足しましたか。

Q2
1%

■とても満足しました。

3%

■はい、
思います。
■ある程度、
思います。

■ある程度満足しました。
■満足しませんでした。

日本で将来、高等教育を
受けたいと思いますか。

■全く思いません。

32%
67%

35%
62%
オンライン大学訪問 東京工業大学
https://ssp.jst.go.jp/EN/jst/online2.html
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JSTが実施するプログラム（オンライン）

第２回 オンライン大学訪問（東京大学）
2021年3月17日
（水）15:00〜17:00
15:00

開会挨拶

JST

15:05

東大挨拶

太田邦史 教養学部長

15:10

東大の紹介

前島志保 准教授、
ボイクマン総子 教授

15:25

特別講義：
「動物磁気」

J.R.ウッドワード 教授

15:50

模擬講義：
「持続可能な開発とは」

成田大樹 准教授

16:15

留学生
（中国出身、
台湾育ちの２名）
による学内活動や大学の魅力の紹介

留学生

16:25

日本への留学制度の説明

JASSO

16:45

全体質疑応答

17:00

閉会

参加者数：2,505人
34カ国・地域から参加

その他
21.2%

マレーシア
22.7%

フィリピン
15.7%

ミャンマー 2.7%
ベトナム 3.9%

タイ
インド
6.8% インドネシア 9.2%
8.6%

台湾 4.2%
中国 5.0%

科学談義：J.R. ウッドワード教授（東京大学大学院総合文化研究科）
テーマ： Animal Magnetism: where quantum mechanics meets biology
「動物磁気」というテーマで、高校生にわかりやすく解説して
いただきました。ご自身の研究室から解説を行い、新たに開
発した磁場計測機器の実物を紹介するなど、ライブ感を存
分に味わえる講義となりました。また、研究アシスタントの学
生による、Q&Aボックスの質問への即答を実施。聴講の生
徒や若手研究者などからの質問にも丁寧に対応してくださ
いました。

参加者へのアンケート結果

Q1

オンライン大学訪問に
満足しましたか。

■とても満足しました。

Q2
1%

2%

■はい、
思います。
■ある程度、
思います。

■ある程度満足しました。
■満足しませんでした。

日本での留学や就職、研究活動に
興味がありますか。

■全く思いません。

32%
67%

32%
66%

オンライン大学訪問 東京大学
https://ssp.jst.go.jp/EN/jst/online3.html
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高校生がリアルに討論

＜オンライン高校生ワークショップ＞

日本科学未来館が開発した教材「気候変動から世界を守れ！」を活用
し、SDGsをテーマに、参加者それぞれが仮想国のリーダーとして、気候
変動から国を守るために、科学者が示した情報や自国の経済事情などを
踏まえ、国の方針を決めていきました。国内での意見の相違に触れたり、
事情の異なる他国と議論したりすることで、課題解決における対話の重
要性を学びました。
（写真：市川学園市川高校での様子）
実施日

日本の参加校

海外の参加校

2020年12月22日

市川学園市川高等高校

タイ・Princess Chulabhorn High School

2021年3月15日

渋谷教育学園渋谷中等教育学校

シンガポール・Nanyang Girls High School、NUS High School of Math & Science

参加者の声
ゲームで電池とワクチンと防波堤の中から、ある国
が防波堤を望んだ場面が印象的でした。各国が異
なる事情を抱えているため、世界中の
国々が議論したらどれほど大変なのか
ということを実感しました。
（日本）

教 材 がボ ードゲ ー ム 式 で 楽し
かったし、
日本の生徒との交流の
時 間 が もっと 欲し
かったです。
（シンガポール）

日本の生徒と一緒に作業したり、
考えを
共有したことが嬉しかったです。異国の
人と話し合うことで多くの
新しいアイデアと視点を与
えられました。
（タイ）

さくらサイエンスクラブ（SSC）各地の同窓会活動
Grand Webinar（インドネシア同窓会 2020年７月29日）
インドネシア同窓会が初めてのウェビナーを実施し、約500人が参加しました。本庶佑先
生（京都大学名誉教授）
と藤嶋昭先生（東京理科大学栄誉教授）にご講演をいただきまし
た。本庶先生は未来の科学者に向けて、研究トピックを深く掘り下げるには好奇心が必要で
あり、常に自分の嗅覚を信じよう、
とアドバイスしてくださり、藤嶋先生からはご自身の専門
分野である光触媒の紹介のあと、
「サイエンスを楽しんで！」
と激励していただきました。

Sakura Homecoming（タイ同窓会 2020年11月27日）
タイ同窓会による初のウェビナーは、Reunion,Reconnect,

Recommend のテーマ

のもとに和やかな雰囲気で行われました。基調講演は、日本を代表する若手研究者である
村木風海氏にお願いしました。村木氏は若い科学者が集まる炭素回収技術研究機構
(CRRA)や、世界的に関心を集めたCO2除去装置、そして吸収した二酸化炭素を気体の形
で取り出す装置を紹介されました。ウェビナーの締めくくりには、日本学生支援機構から、
来日する手続きについて説明がありました。

Sakura Science and Beyond（日本同窓会 2021年３月６日)
SSC日本同窓会は、世界へ向けて、日本への留学・就職・研究を探る好機にしてほしいとの
願いを込めて開催しました。当日は毛利衛博士が館長（当時）
を務める日本科学未来館から
基調講演がライブストリーミングされ、講演の中で毛利博士は「挑戦には創造性が必要」と
語られました。また、
１人目の招待講演者チラユ・コタリ氏はさくらサイエンスで来日後、現
在は東京大学修士課程に在籍中で、日本を再訪するまでの過程について話されました。
（写真：密を避けて行われたメイン会場）
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さくらサイエンスプログラム推進本部
さくらサイエンスプログラムHP

2021年7月

