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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）:

スティアマルガ・デフィン

- Participating school （学校名）:
- Date （実施日時）:

（ID No. P12330 ）

山梨県 都留高等学校

２５日・０１月・２０１３年

（Date/Month/Year:日/月/年）

- Lecture title （講演題目）: （in English） My Personal Quest To Understand The Grand Story of
Life Through Non-Applied, Basic Science Research
（in Japanese）
- Lecture summary （講演概要）: Please summary your lecture 200-500 words.
In the first part of my talk, I am going to briefly introduce my country, Indonesia, and then my
personal story of why I ended up as a scientist. Indonesia is one of the most biologically diverse countries
in the world. Exposure to this diversity had made me dream to become a biologist since I was in the
elementary school. Meanwhile in my childhood, I was also exposed to Japanese kaijyu, tokusatsu, and
robot films. This created my image of Japan as a country with a high level of technology and interesting
array of monstrous fauna. These, in turn, strongly motivated me to study science in Japan.
In the second part, I am going to discuss about the fun, excitement, and importance of doing
basic science research. Although seemingly not directly applicable to daily life, basic science, as its name
indicates clearly, is the basis for all other applicable research. Such research is done to intellectually
enrich human civilization, and to provide basic insights for further development to more human-centered
applied research.
Lastly, I am going to give a rather specific science talk. I will talk about my previous research
about the evolution of the extant two medaka populations in Japan. My research result reveals that the
genes of these tiny fish actually bear signals of the past: the historical signals from the time of the
formation of Japan archipelago.
- Language used （使用言語）:

英語・日本語

- Lecture format （講演形式）:
◆Lecture time （講演時間）

120 min （分）, Q&A time （質疑応答時間）

30 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））

プロジェクターとスライドによる講義
◆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））
本人による日本語説明・逐次通訳
◆Name and title of accompanied person （同行者 職・氏名）
無し
◆Other note worthy information （その他特筆すべき事項）:

Must be typed
学生たちの反応がとても良かったです。学生の皆さんが真面目に話を聴いて、的確な質問を聞いて来
ました。一般的な質問だけではなく専門的な質問も聞いてきましたので、大変驚きました。学生たちの
そのような反応をみて、大変嬉しかったです。大変楽しい時間を過ごせました。とっても印象的だったの
は、私が発表の難しいところを日本語に訳して話した時に一人の学生に「えっ？なんで日本語が出来
るんですか？」とびっくりされて聞かれた時です。しかし一つの大きな反省点があります。私がうまく時
間配分が出来ませんでしたため、最後のトピックまで話せませんでした。そのため今度、週末などの休
日に、ボランティアでまた補足講義をしに行こうと考えております。
- 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。）:

