ロー）有志を、近隣の高等学校等に講師として派遣し、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うことで、参加
する生徒の研究への関心及び国際性への理解を深めることを目的とするプログラムです。

●全国で100校以上の学校が参加しています。

講師は、学振のフェ口ーシップ制度によって、厳しい

●授業後のアンケートで「再度講義を聞きたい」と回答

携わっている優秀な研究者です。

●参加した生徒はのべ約 30,000 人に上っています。

審査を経て世界各国から来日し、最先端の学術研究に

した生徒は全体の約 90% と高い満足度を誇ります。

実施件数の推移
平成 16 年度
平成 17 年度
平成 18 年度
平成 19 年度
平成 20 年度
平成 21 年度
平成 22 年度
平成 23 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度

JSPSフェローの出身地（平成 28 年度）
中南米

2％

3件

29 件
52 件
70 件
86 件
95 件
105 件
104 件
125 件
160 件
196 件
201件
198 件

「実施要領」をご一読ください。
参加方法

参加を希望される場合は、下記期間内にお申し込みください。（締切厳守）

１学期開催分申込

（平成 30 年 4 〜 8 月）

２学期開催分申込

（平成 30 年 9 〜 12 月）

３学期開催分申込

（平成 31 年 1 〜 3 月）

平成 30 年 2 月 20 日（火）〜 23 日（金）
17 時

3％

北米

9％
約1,035 名

アジア

44％

ヨーロッパ

39％

オセアニア

3％

参加するには？
＊お申し込みの際は、必ず右記 Web サイトに掲載の

アフリカ

科学を通じて
ながれ！
世界とつ

日本学術振興会（学振）のフェローシップ制度により来日し、各地の大学・研究機関で研究をしている外国人研究者（フェ

Webサイトのご案内
サイエンス・ダイアログ Web サイ卜 ( 日本語 )

http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

平成30年度

実施状況がご覧いただけるほか、
必要な資料のダウンロードができます。
●申込書
●報告書、アンケート様式
●サンプル英文 ( 講師側との連絡用 )

平成 30 年 5 月 15 日（火）〜 18 日
（金）17 時
平成 30 年 9 月 4 日（火）〜 7 日（金）17 時

打ち合わせ
学振から参加校の先生に、講師側の連絡先をお伝えします。参加校の先生から講師側に連
絡を取り、両者にて講義内容や必要な機器などについて打ち合わせを行ってください。講
義当日は、講師と同じ専門分野の研究者が講義を補助してくれる場合があります。

お問い合わせ
独立行政法人日本学術振興会 国際事業部 人物交流課
〒102-0083

東京都千代田区麹町 5-3-1

03-3263-1730
sdialogue@jsps.go.jp

交通費
講義実施後に、学振から講師及び講義補助者に交通費を支給します。支給額は学振の規程
に基づいて算出します。

教材費 ( 消耗品費、通信運搬費、印刷費 )
講義を行うために実際に要したものの購入費用を、講師又は同行者からの請求に基づき支
給します（原則上限５万円）
。

提出物
実施報告書及びアンケート

日本学術振興会（JSPS）とは？
●文部科学省所管の独立行政法人で、日本の学術研究の振興を担う機関です。
●主な事業は、
①世界レベルの多様な知の創造 ②強固な国際協働ネットワークの構築
③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上 ④エビデンスに基づいた学術振興
体制の構築と社会との連携の推進で、平成 29 年度の事業規模は約 2,677 億円です。
●博士号取得前後の外国人研究者に対し、日本で研究を行うためのフェローシップ
を提供しています。

＊提出物の一部は本会のホームページ等に掲載しますので、ご了承ください。
http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

極限環境微生物
講義例

学

校

福井県立高志高等学校（平成２９年７月開催）

講

師

Dr. SCOTT, J. W. （京都大学）
【米国】

テーマ

顕微鏡下でのウイルス−宿主間の相互作用
講義例

Extremophiles（極限環境微生物）

学

校

市川学園市川高等学校（平成２９年９月開催）

講

師

Dr. WANG, I.（東京大学）【台湾】

テーマ

Fight the Virus! 〜Virus-Host Interaction under Microscopes〜

（ウイルスと戦え！〜顕微鏡下でのウイルス−宿主間の相互作用〜）

本講義には１年生１６人、２年生１８人の合計３４人が参加しました。Dr. Scott は講義冒頭で出身地の米国アーカンソー州を紹介し、同州には多数の

本講義には２年生２９名が参加しました。導入として、Dr. Wang は

温泉があるといった日本との興味深い共通点を紹介しました。そして、その「温泉」から話題を展開し、Dr. Scott の研究テーマである人間が熱いと感じ

出身国である台湾の文化、現在までの国際的な研究経歴や、ウイルス学

る温度の中など、極限状態の環境でも生息することができる「Extremophiles（極限環境微生物）」についての講義が行われました。本講義では講師によ

に興味を持ったきっかけおよび研究者を志した動機について話しまし

る実験も行われ、Dr. Scott の実験中は同行した講義補助者が英語で解説を行うなど、生徒達の理解を促進する工夫がされていました。実験を見ていた生

た。その後、Dr. Wang が日々の研究で使用する特別な顕微鏡について

徒達は積極的に講師に質問を投げかけ、双方向のコミュニケーションが充実した講義となりました。

説明し、その顕微鏡によって撮影された画像を用いながらインフルエン

生徒達からは「研究への関心が高まった」、「わからない単語がたくさんあったが、その分英語をもっと頑張りたいと思った。」といった感想が寄せられ

ザウイルスの感染メカニズムを分かりやすく解説していました。そして

ました。

講義の後半では、生徒達が実際に顕微鏡を使用する時間が設けられ、生

参加者からの声

徒達は講師が研究室より持参したプレパラートを熱心に観察しました。最後に Dr. Wang が「何事においても独自
の疑問を持つことが研究者としての第一歩」というメッセージを生徒達に投げかけ、90 分間の講義はあっという
間に終了しました。参加校の先生からは「研究者を身近に感じられ、英語学習へのモチベーション向上に繋がった」

（原文ママ）

（原文ママ）

・ もともと科学に興味があったが、より一層学んでみたいという気持ちになった。

・ I had a fantastic experience. The

・ 講師の人がゆっくり話すのを意識してくれていた。もっと英語力を上げようと思った。

teachers at high school were very

・ このような研究が今世界で行われているということを知ることができてよかった。

helpful, giving their students

・ 今回も大変有意義で、講師の先生も実験準備の手間を惜しまず一生懸命やってくれた点で

assignment ahead of time to prepare

素晴らしいと思いました。

for my talk. The students were

・ 専門用語をもっと積極的に学んでいかなければいけないと思った。

attentive and very polite. Some of them

・ まだまだ私の英語力が未熟で聞き取れないことも多かったので、もっと英語を磨いて、今

were very interested in my talk.

後のこのような機会をさらに生かしていきたいと思いました。

Though I had to take some time away
生徒から

（原文ママ）
・ 高度な研究内容だけでなく、講師の先生の生い立ちや将来像なども含んでお話しいただき、
異文化理解にもなった。
・ ご自身のことも専門的内容についても、わかりやすく丁寧にお話をしてくださり、そもそ
も全体として生徒の理解度は高かったのですが、さらに研究内容や成果について実験を
行っていただいたことで生徒は体験としてさらに理解を深めることができました。理解で
きたからこそ、質疑応答も活発なものになりました。生徒自身が研究発表等でプレゼンを
用意する際に必要なことなども学ぶことができた大変充実した講義となりました。
・「英語」を、受験のためのツールではなく、コミュニケーションツールであるという認識
をするよい機会となった。また、普段学習していることが実践でき、今後の学習意欲の喚
起につながった。
・ 科学的な分野だけでなく、今回の史学分野など、文系の生徒にとって取り組みやすい分野
の講師の派遣は、本校のような国際英語科の生徒達にはありがたいです。大学で実際に研
究されている方の英語を聞くことは生徒にとって今後の英語学習への大きな動機付けにな
りました。

from my research, I really enjoyed the
opportunity to get out of the city,

といった感想が寄せられました。

その他、こんな講義が行われています！
抗酸化物質と加齢科学 / Antioxidants and Aging Science
講師

宇宙物理学の研究：私が科学を好きな理由
Research in Astrophysics：Why do I like science?
講師

interact with local teachers, speak to
students, and get a sense of the
mindset of todayʼ s high school
students. That was very rewarding.

from another perspective, slightly
diﬀerent to what they normally see in

Dr. ARZOUMANIAN, D. （名古屋大学）【フランス】

EU、気候変動および発展途上国への低炭素技術移転 /The European Union, Climate
Change, and Low-Carbon Technology Transfer to Developing Countries
講師

・ I think this program facilitates the
students in seeing medical science

Dr. ALAM, M. （東北大学）
【バングラデシュ】

講師：Dr. GROEN, E. A.（慶應義塾大学）
【オランダ】

近現代東アジアにおける稲作農業
The Rice Farming of East Asia in the Modern and Present Time
講師

講師：Dr. PIAO, J.（日本大学）
【中国】

the classroom and textbooks. I hope
this will also help guide them to decide
what they would like to pursue in the
next step of their career. Hopefully the
students also found it a good
opportunity to test out their English
listening and speaking ability.

学校の先生
から

講師から

学校の先生方へ

・講師との事前打ち合わせは、基本的に英語によるメールや電話で行われます。
本会のウェブサイトには、講師との円滑なコミュニケーションのためのサンプル英文を用意しています。
・講義当日は、講師と同じ専門分野の研究者が講義を補助してくれる場合があります。
・生徒たちの理解をより深めるため、講義概要やキーワードリストの配布等、事前学習をすることをおすすめします。
・どのような講義にしたいか（例：内容、英語や専門性のレベル、実験の有無など）、参加校側の意図を明確に講師に伝えた上で、お互いに協力して
講義の準備を進めることをおすすめします。

星

佳宏

先生 福島県立福島高等学校

毎年生徒達に好評であるため継続実施しており、平成２９年度で４年目となりました。主に英語圏以外の国出身の若手研究者に来校いただき、
自国の文化や、専門にしている研究についての講義をしていただきました。そして、ただ講義を聞くだけでなく、生徒達が講義内容や講義から得
たこと等について英語でまとめ、プレゼンテーションを行い、講師の方からコメントをいただくといったことも実施しています。このサイエンス・
ダイアログを通して、生徒達は自分の考えを英語で表現する力の大切さを実感し、さらに高校卒業後の学びについても具体的に考えることができ
たと思います。

