
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
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。
●参加した生徒はのべ約 30,000 人に上っています。
●授業後のアンケートで「再度講義を聞きたい」と回答
した生徒は全体の約 90%と高い満足度を誇ります。

講師は、学振のフェ口ーシップ制度によって、厳しい
審査を経て世界各国から来日し、最先端の学術研究に
携わっている優秀な研究者です。

お問い合わせ

Webサイトのご案内

＊お申し込みの際は、必ず右記Webサイトに
掲載の「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
（2019年 4～ 8月）

２学期開催分申込
（2019年 9～ 12月）

３学期開催分申込
（2020年 1月～ 3月）

 　  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。

 　  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
＊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。

2019年2月18日（月）～22日（金）17時

2019年5月13日（月）～17日（金）17時

2019年9月2日（月）～6日（金）17時

実施件数の推移
JSPSフェローの出身地（平成29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 )

サイエンス・ダイアログWebサイ卜 ( 日本語 ) 

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

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

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26年度
平成27年度
平成28年度

平成25年度

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

198件
201件

平成29年度
※平成29年度より1校につき年間3件までに制限

146件

●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知の開拓に挑戦する次世代の研究
者の養成 ③大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 ④強固な国際研究基盤の
構築  ⑤総合的な学術情報分析基盤の構築で、平成 30 年度の事業規模は約 2,614
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。

日本学術振興会（JSPS）とは？

参加するには？

2019年度

世界の研究者が語る科学の世界

ようこそ博士！
https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/ 
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科
学
を
通
じ
て

世
界
と
つ
な
が
れ
！



・ お話のスピードが速かったこと、そして、他言語のアクセントのある英語を聞いたことなど、将来、英語を使って生活したり仕事をす
 る際には、日常的にそのような場面はある、というリアルな英語の現実を体験できたことはよかった。
・ 研究内容だけでなく、多文化の面白さ、英語を学ぶ意義などをご自分の体験を交えて興味深く話してくださったことで、生徒も集中力
 を切らすことなく、最後まで熱心に聴くことができました。
・ スマートフォン、ハードディスクが使用される際、それぞれの機器の中でどのようなことが起こっているのかという現象を物理的、数
 学的分野と絡めて講義してくださった。今現在学校で学んでいることがこのような形で説明されることで、生徒の工学的な関心がより
 深まったと感じる。

本講義には科学技術科の２年生 196 名が参加しました。講義は主に 3 部構成になっており、まず第一部では Dr.Perez の様々な国（仏領ギアナ・コンゴ
共和国・インド・ブラジル）での経験を含めた自己紹介と英語を学ぶことの重要性や科学者になるために不可欠な要素などが説明されました。第二部では、
いかに我々の社会・経済が急速に発展し、その結果、環境問題や食糧危機に直面することになったのか、色とりどりのスライドを用いて分かりやすく解説
がなされました。第三部では、Dr.Perez 自身のデータ分析に基づく解決策が提案され、その後世界中で起こっている都市化の弊害の写真を用いたクイズ
が出され、生徒も積極的に参加していました。生徒からは、「身の回りの事象に疑問を持ちながら過ごすことが大切だと思った」「科学者になるためには英
語が不可欠だと痛感した」という感想が、参加校の先生からは「生徒の研究内容（IT、バイオ、ナノテクノロジー、エコテクノロジー）それぞれが何らか
の形で関わる内容で、今現在自分が取り組んでいることが、社会にどのように関わるのかという視点で講義を聴けた様子であった。また生徒が自分の英語
力について再認識し、今後の英語学習への動機づけにもなった」という声が寄せられました。

・ 様々な研究者に会うため、世界の違うところを学ぶため、新しいアイデアを学ぶため、英語が必要だとわかった。
・ 「結果を恐れない」など、研究に関する印象深い示唆をいただいた。
・ どうして物理の知識が生物の研究につながっているのか分かりやすく教えてくれてよかった。
・ 外国人研究者として「何故日本で？」という話もあり、自分が将来海外に出る上で参考になった。
・ 英語は母国語ではないのに、すらすらと話していてすごいなと思った。将来、もしかしたら英語でこのような発表をすることになるかも
 しれない、と思うといいものを得たと思う。

・ I think this program allows students to learn about current themes and technologies that are being employed and 
 conducted in scientific research. Moreover, learning about the background of the lecturers help to show them how global a
  career in research can be. I had questions from students about methods of seeking opportunities for research outside
 of Japan.
・ The lectures give the students a unique opportunity to listen to a presentation about a scientific topic before going to a
 university. Even if the topic of the lecture is beyond the knowledge of the students, it will at least give them an idea about
 a current research topic, which in the best case, can be a good experience for their future,for example, making decisions
 on subjects for their university studies.
・ Giving the lecture was a great experience. I think it was both useful to the students and for Japan’s internationalization, as
 well as for the chance it gives fellows to gain ability to distill advanced research into simple concepts.

学　校 豊島岡女子学園高等学校（平成３０年１２月開催）

講　師 Dr. Lin, J.　（東京外国語大学）【ニュージーランド】

テーマ History, Society and Politics: An Introduction to New Zealand 
 「歴史、社会、政治　―ニュージーランド入門―」

本講義には１・２年生合計２０名が参加しました。Dr.Lin と参加生徒
１人ひとりからの簡単な自己紹介ののちニュージーランド（以下 NZ）
の国旗・首都など基礎的な知識のクイズが出され、講義前半は歴史、後
半は男女平等の解説がなされました。
講義後は、生徒達によるグループディスカッションののち、Dr.Lin と
の質疑応答が行われました。

＜豊島岡女子学園　参加生徒より＞
世界で初めて女性に参政権が与えられた国は？― NZ です。NZ の公用語は？―英語とマオリ語と手話です。
知識としては知っていても、それはただ表面的なものでした。今回の講義での実感のこもったお話を通じ、今、
私はより深く重く NZ について理解できたと思っています。女性首相を擁すなど、女性の政界進出の著しい
NZの様子や、先生がそれをなんの躊躇いもなく「素晴らしい」と言い切っていらっしゃるところが、「女性躍進」
を掲げつつも制度的にも意識的にもまだまだな日本と違い、すごく印象的でした。
「知ることから始める」そんな言葉はよく聞かれますが、実際、どんなに知識を蓄えても実体験には及ばない
部分があります。けれど、知りたい！と思った瞬間に足を伸ばせるほど海外は私に近くはありません。そん
な中、今回この講義に参加し、実体験も知識も豊富な方のお話を拝聴できたことはとても有意義な時間でした。

これからの国際化に対応する生徒を育成するには、ますます英語力が必要となってくることは、皆様痛感されていることと思います。これは英語
科だけの問題でなく、他教科にも共通する問題です。本校では理科、情報科において本プログラムのお力を借りており、それぞれの教科教員では
対応しにくい「英語で行う理科，情報科の先端授業」として活用しています。講義 60分の後に生徒からの質問時間を 30分取る展開で、生徒に興
味ある内容だけでなく、英語で講師と会話する「楽しさ」をも得られる大変有効なクロスカリキュラム授業が展開できます。

学　校 東京都立多摩科学技術高等学校（平成３０年７月開催）

講　師 Dr. PEREZ，J.　（東京大学）【フランス】

テーマ Rapid Urbanization and Vulnerability of Human Societies
　　　　 / Anticipating Challenges and Embracing New Methods
　　　　　「急速な都市化と人間社会の脆弱性 / 新たな解決策に向けての展望」

宮内　和広 先生　（茨城県立竹園高等学校）
参加校からのメッセージ参加校からのメッセージ
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・ 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にて行ってください。
 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。

成功の秘訣は？成功の秘訣は？学校の先生方へ
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平成30年度サイエンス・ダイアログ参加者からの声

　  Water issues in the Mongolian Gobi desert region
講師　Dr. DALAIBUYAN, B. （東北大学）【モンゴル】　学校　宮城県仙台二華高等学校

　  Development of Silicon Based Solar Cells
講師　Dr. CHENG, X. （名古屋大学）　【中国】　学校　愛知県立西尾高等学校

　  Applied Thermodynamics in Archaeology
講師　Dr. SABATINI, B.J. ( 立命館大学 )【米国】　学校　大阪府立豊中高等学校

　  The effects of microplastics on estuarine communities
講師　Dr. VERMEIREN, P.E. ( 高知大学 )　【ベルギー】　学校　香川県立高松桜井高等学校

その他、こんな講義が行われています！


