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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）:   Junfeng Chen                  （ID No. P19384   ） 
 
- Participating school （学校名）:    Aichi Prefectural Kariya High School                                          
 
- Date （実施日時）.           07/02/2020                    （Date/Month/Year:日/月/年）  
 
- Lecture title （講義題目）:       How Do Animals Know What Season It Is?                                               
 
- Name and title of the accompanying person （講義補助者の職・氏名） 
           Mizuki Kai, undergraduate student                                                      
 
- Lecture format （講義形式）: 
  ◆Lecture time （講義時間）   75  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）） 

         Used projector                                                                
 
- Lecture summary （講義概要）: Please summarize your lecture from 200-500 words. 
 
Animals living outside of the tropic area rely on photoperiod (day length) to adapt their behaviors 
to seasonal changes, such as reproduction, migration, molting and hibernation. Breeding at a 
specific time of the year, which is known as the seasonal reproduction, ensures that the offsprings 
are born only when the environment is the best for the maximum survival of the young. Organisms 
that reproduce during the increasing day length of spring are called the long-day breeder, such 
as birds. In contrast, animals that reproduce during the decreasing day length of autumn are 
short-day breeder, such as sheep. Birds have a shorter gestation period of a few weeks while the 
pregnancy lasts for 5 - 6 months in sheep, both ensuring that the young are born in spring when 
climate is moderate and food is abundant. Although seasonal reproduction has been observed in 
many organisms for several decades, the underlying genetic mechanism has started to be 
uncovered recently. My research focuses on identifying the underlying genes and genetic variants 
that are associated with seasonal reproduction using various animal models, including Atlantic 
herring and Medaka. 
 
  ◆Other noteworthy information （その他特筆すべき事項）:  
 
 

Form B-2 
(FY2019) 
Must be typed 
 



 

 
 
- 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。）:
 
講義自体はとてもよく、生徒との質問・交流も盛んに行われたため、双方にとって大変いい機会であっ

たと思う。もし今後同じような事業に従事できる機会があれば、ぜひ参加したいと思っている。 
 
ただ、1 週間前頃になって先方との連絡がつかなくなり、そのまま直前までやりとりできない状態が続

いたため、講義の準備や高校側の設備確認などの上で不安が残った。前日の夜になって、高校側の

担当者がしばらく不在にしており、当日もいないことが判明した。その時に他の先生が担当して下さる

ことが決まったものの高校側で情報が共有されていなかったようで、当日訪問した際に高校の下見と

間違われたことには驚いてしまった。元担当者の方とは最初の頃に数回連絡が取れたが、生徒数も聞

く度に変わり、当日は事前に聞いていた数と大幅に異なっていたため、資料やパンフレットが大量に余

って高校側にも迷惑をかけてしまったと思う。 
 
講師自身も、先方とのやりとりができないことや、生徒数が毎回変化することに不安を感じていたため、

高校側とのやりとりがもっとスムーズにいくような仕組みがあると、講義をする側としても大変助かると

思う。 


