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Date （日付） 

 30/09/2016          （Date/Month/Year：日/月/年） 

 

 

Activity Report -Science Dialogue Program-  
（サイエンス・ダイアログ事業 実施報告書） 

 

- Fellow’s name （講師氏名）:  Magnus Axelsson              （ID No. P14748） 

 

- Participating school （学校名）:  Ichikawa High School                                         

 

- Date （実施日時）:   27/09/2016                       （Date/Month/Year:日/月/年）  

 

- Lecture title （講演題目）: （in English） An introduction to astronomy and black holes                                  

 

 （in Japanese）                                  

 

- Lecture summary （講演概要）: Please summary your lecture 200-500 words. 

The lecture started with a presentation of myself and my home country of 
Sweden. I then talked about my own studies and how I became a scientist. I 
tried to focus on the importance of English in the scientific community, to 
motivate the students to learn the language. After this I gave a short 
introduction to astronomy and what an astronomer does. The focus on the 
science talk was one of the most exciting objects in the Universe: black holes. I 
talked about what a black hole is and explained how we study them since we 
cannot see them directly. We can only detect them when they interact with other 
objects. When matter from the nearby star falls in, large amounts of energy are 
released. This creates strong X-ray radiation. We can detect this emission using 
satellites, such as the Japanese satellite Suzaku. Finally, I presented my own 
reasons for why working as a scientist and astronomer is interesting and 
rewarding. 

 

 

- Language used （使用言語）:  English         

 

- Lecture format （講演形式）: 

  ◆Lecture time （講演時間）   60 min （分）, Q&A time （質疑応答時間）  20 min （分） 

  ◆Lecture style（ex.: used projector, conducted experiments） 

（講演方法 （例：プロジェクター使用による講演、実験・実習の有無など）） 

       I used a projector and showed slides.                                                                

  ◆Interpretation（ex.: assistance by accompanied person, provided Japanese explanation by 

yourself） （通訳 （例：同行者によるサポート、講師本人による日本語説明）） 

        I was assisted by an accompanying colleague.                                                                  

◆Name and title of accompanied person （同行者 職・氏名） 

       山田 真也 様、助教                                                         



Must be typed 

 

  ◆Other note worthy information （その他特筆すべき事項）:  

                                                                

 

- Impressions and opinions from accompanied person （同行者の方から、本事業に対する意見・感想等

がありましたら、お願いいたします。）: 

 

今年は、事前に担当教員と相談し、簡単なレジュメをこちらが作成し、 

生徒に目を通してもらい、英語で質問を準備してもらうことにしました。 

そのため、英語でしっかりと質問できている生徒がけっこういました。 

内容も、「銀河にはブラックホールはいくつあるのか？」「ブラックホール 

からのジェットのメカニズムは？」など、高度な質問もありました。 

授業後、一人の学生さんが、地学部の活動について英語で案内をしてくれ、 

生徒さんのやる気の高さや、英語力の高さに驚かされました。 

滅多にない交流の機会ですが、やる気の高い子供にとっては貴重な時間のよう

に思いますので、ぜひこのような活動を継続していただきたいと思います。 


