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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）:  Diana Harleidy Vargas-Trujillo  （ID No. P18415 ） 
 
- Participating school （学校名）:   Gunma Prefecture Kiryu High School                                   
 
- Date （実施日時）: 07-12-2019                        （Date/Month/Year:日/月/年）  
 
- Lecture title （講義題目）:   Finding Hidden Secrets of the Life                                                 
 
- Name and title of the accompanying person （講義補助者の職・氏名） 
         Dr. Hiroshi Shibata. Associate Professor – Gunma University                                                    
 
- Lecture format （講義形式）: 
  ◆Lecture time （講義時間）  1:40   min （分）, Q&A time （質疑応答時間）  30 min （分） 
  ◆Lecture style（ex.: used projector, conducted experiments） 

（講義方法 （例：プロジェクター使用による講義、実験・実習の有無など）） 

       Projector and workshop                                                                  
 
- Lecture summary （講義概要）: Please summarize your lecture from 200-500 words. 
Presentation was divided in 3 parts which I spoke about my life, my country and my research in 
Colombia and Japan. Afterwards, lecture was focused on how DNA stores the information of our 
life and how this information is regulated. I also explained the environment of the nucleus of the 
cells and introduced new approaches in the molecular biology such as epigenetics and new 
technologies to edit DNA by using CRISPR-Cas9 system.  We solved a workshop together, trying 
to motivate the students to participate and give their opinions with simple examples and simple 
questions. Finally, students asked me different questions about my life and about the science, I 
tryed to motivate them to be open to new challenge, learn new languages, interact with other 
cultures, and struggle day by day for the dreams and the goals. Cooperation of English teacher it 
was fundamental for getting a dynamic presentation and realize the interest from the students.  
Thanks to Science Dialoge for making possible this kind of events which allow to recognize the 
impact of the science in the society. 
 
  ◆Other noteworthy information （その他特筆すべき事項）:  
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- Impressions and comments from the accompanying person （講義補助者の方から、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。）:
当日の講義には，SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の生徒 11 名に加え，Science Dialogue 担

当の英語教師，生物学教師，国語教師の方々が参加されました。Diana Vargas 博士の講義の前半

は，自己紹介および出身国であるコロンビアの紹介が行われ，後半では博士の現在の研究と関連し

た，サイエンスに関するテーマ，特に「エピジェネティクス」について質疑を織り交ぜながら講義が行わ

れました。講義の後で，Vargas 博士の用意した簡単な質問に生徒が答え，また生徒からの質問を受け

て Vargas 博士が答えるという形で終了しました。本プログラムは，高校生が外国人および外国の文化

や言語と身近に接することのできる，大変貴重な機会であると思います。英語によるコミュニケーション

の重要性を感じ取ってくれたものと期待します。また Vargas 博士にとっても，日本の高校生と触れ合う

ことのできる貴重な時間であったようです。今後もこのプログラムが継続されることを望んでおります。 


