アウトリーチイベントのつくりかたハンドブック

先生の研究ってなんですか？

研究、
ときどき
「伝える」
。
のち、
晴れでしょう。
普段の何気ない会話で「先生の研究って何ですか？」と聞かれたとき
TPO にあわせて柔軟に説明できる自信は、ありますか？
「ええと、ちょっとムズカシイ話になるかもしれませんが…」
なんて前置きをしつつ、大学の授業で使う専門用語を
つい、連発してしまうことはないでしょうか。

1

科学技術ということばが広く知れ渡り、国民の知的好奇心が高まるいま、

2

研究者には「伝える」というもうひとつの役割が求められています。
いつもは研究対象に集中している目線を、
小学生や中高生、あるいは一般市民の方々に向けたとき、
新たな気づきや収穫を得られるのは、研究者自身なのかもしれません。

社会に向けたアウトリーチは、まわりまわって自分のためになる。
そう思える皆さんに読んでいただきたい本誌は、
北海道大学の教職員を対象にした
「アウトリーチのイベント企画」のためのハンドブックです。
最初の一歩を踏み出すお役に立てたら幸いです。
北海道大学 創成 研究機構 研究支 援 室

北海道大学は「国民との科学・技術対話」推進の研究支援事業を実施しています。
平成 22 年 6 月 19 日、科学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員により「国民との科学・技術対話」の基本的取組方針が発表
されました。我が国の科学技術のさらなる発展を目指して、国民の理解と支持を得るため、研究者が自身の研究活動を社会に対して分かりやすく
説明する双方向コミュニケーション活動を「国民との科学・技術対話」として位置付けるというものです。
これを適切に実施できるよう、北海道大学創成研究機構は研究支援・協力体制を整備し、平成 27 年度の学内募集では 21 名の研究者が当事
業へ参加しました。詳細は本学の「国民との科学・技術対話推進事業 ACADEMIC FANTASISTA」サイトをご覧ください。

URL http://or.research.hokudai.ac.jp/taiwa/

研究分野／行動生態学・比較認知科学
研究室 URL https://www.sci.hokudai.ac.jp/̃msoma/index.html

3

自分のキャリアに「社会貢献」という
一項目が加わる喜びを実感できます。
2014 年の札幌国際芸術祭のときに企画された「北大アー

「北大アーティストカフェ」
は
札幌駅前通地下歩行空間で行われた。

科学と社会の距離が離れているいま、私たち研究者が“地

ティストカフェ」
で、
「愛を歌い踊る～鳥たちのメッセージ」
と

に足をつける”という意味でも、アウトリーチは貴重な体験。

いうタイトルで鳥の求愛行動についてお話をさせていただき

自分のキャリアに社会貢献という一項目が加わる喜びもあり

ました。
資料づくりのポイントは「つかみ」になる短い動画や

ます。
なにより
「こういう企画があるんですが」
と、自分に声を

一目見てわかる画像を盛り込んで、ビジュアル重視の構成に

かけてくださることが大変光栄ですし、思いきって
「YES」
と

すること。
自分が持っているデータだけでなく、学外の研究所

いうことで自分にかえってくるものが非常に大きいというこ

が公開しているアーカイブデータを使うこともあります。

とが、
少ない経験からも十分実感できました。

アーティストカフェのあと、プロのダンサーの方が感想を
くださったりして、日頃交わることのない分野の方とお話で
きるところが、一般市民向けカフェの魅力だと思います。
一
方、高校生向けの出前授業は
「面白さ」
に加えて生物学の知識
や動物の多様性など、教科書を暗記するだけではない
「生物」
の奥深さに触れてもらうことも念頭に置いています。
若い彼
らに
「知る」
のは面白いんだよ、
と伝えたいです。

お先に始めています。

相馬 雅代 准教授

トリの
求愛行動なら
相馬先生！

アウトリーチ体験談

北海道大学 理学研究院 生物科学部門
大学院生命科学院 生命システム科学コース

北海道大学 創成研究機構 研究部 戦略重点研究部門
北海道大学 大学院理学研究院 自然史科学部門

ゆりもと

圦本 尚義

「はやぶさ」が
持ち帰った
微粒子を分析！

教授

研究分野／宇宙化学、
地球惑星科学、
天文学、
環境学、
生命科学
研究室 URL http://vigarano.ep.sci.hokudai.ac.jp/

話題は細部に固執せず、絞り込む。
ファシリテーターとの相談も大切に。
市民講演会や学内の同位体顕微鏡ツアーを開くと、
「宇宙」

「はやぶさ」以外の話題でも
多数の講演キャリアを持つ圦本先生。

アウトリーチ初心者におすすめは、事前によくファシリ

や小惑星探査機「はやぶさ」に興味がある熱心な方々が食い

テーターと相談すること。発表資料も一人で作るのではな

入るように聞いてくれますが、中学高校に呼ばれる出前授業

く、使う素材から相談すると安心です。
あとは「中学生だっ

のほうは、学生の集中力にバラつきがあって当たり前。
でも

た自分がどう話したら理解できるか」
を意識して、はっきり

さすがに目の前で寝られるのは悲しいので、できるだけわか

と話すこと。その結果、小さいお子さんたちが最後まで寝な

りやすく説明するように心がけています。
小惑星イトカワと

いで聞いてくれたりするのは、本当にうれしい。
遠方から来

東京スカイツリーの大きさを比較したり、いつもは北大キャ

た中学生が真剣に聞いてくれる姿に、私もおおいに励まさ

ンパスで例えるところを開催地のご当地ネタにするなどの

れます。

ひと工夫も取り入れています。
関係者から「同位体顕微鏡のもっと詳しい説明をしなくて
もいいんですか？」と言われることもありますが、それより
も「はやぶさ」が宇宙に行って…というプロジェクト全体の
話のほうが皆さん、聞きたいですよね
（笑）
。
細部に固執せず、
話題を絞り込むほうが聞き手も喜ぶと思います。

4

こんな流れでやっています。

当日までのフロー

5

「サイエンスカフェ」の一般的な流れ

スタート

1

サイエンスカフェを
やることになった！
2

主催（共催）者・予算の確認
3
一緒に企画・運営する仲間と
キックオフ・ミーティングを開催
●こんな仲間がいると心強い！
□企画担当（内容を考える人）
□広報担当（ウェブやデザインができる人）
□会計・事務手続き担当（事務の方、秘書さん等）
□ターゲット層の人

夢がふくらむ
企画会議

4
企画・出演者決定

●誰に（whom）何を（what）伝えるか
「6W3H」を埋めて企画を決めていく。
→
「６W3H 表」は、裏表紙のダウンロードページをチェック！

●対象が興味を持ちそうなテーマに絞りこみ、
テーマにのっとった出演者を選定。
●その時点で決まっている内容をまとめた
企画書を作成し、希望出演者に出演依頼。
●予算に基づいた謝金や交通費の確認も。

「イベントをやることになった」場合、
《出演者》または《ファシリテーター（聞き手）》、
あるいは《協力スタッフ》など、どのポジションにいても
当事者の皆さんに伝えたいメッセージは、ひとつです。

3 カ月前！

ひとつのチームである皆がともに協力しあい、

「やってよかった」と思えるアウトリーチを目指しましょう。

8

日時と会場を決定

発表資料・内部資料の作成

●集客が期待できそうな開催日時を決め、
希望の会場に連絡をとる。
例）小学生対象の実験教室なら
夏休みの土日に開催
●スタッフとともに会場の下見へ。

ここが成功のカギ！

発表資料
●大学の授業や学会発表で使う資料を
そのまま使うのは NG。
●ビジュアル重視のカスタマイズが必要。
●一方的にならない「対話」の要素も大切に。
●企画者、ファシリテーター、出演者の皆で
発表資料の確認・修正。

広報物作り

●広報物（ポスター、リーフレット、プレスリリース）
には 6W3H プラス「行ってみたくなる」
面白さも盛り込んで。
予算があればアウトソーシングも可。
●当日の会場スタッフを手配。
学生アルバイトの場合、謝金も確認。

7
広報スタート

集客は最後まで
あきらめないで！

●対象に的確に
届けられそうな
情報手段で。

→P9 の
「早見表」をチェック！

□一番伝えたいことを明確に。
□スライド 1 枚の文字数は少なめ、
文字サイズは後方からも見やすい大きさに。
□わかりやすい図や写真を使用。
□質問時間を必ず確保すること。

内部資料
●目的をもとに
来場者アンケートを作成。
●スタッフマニュアル、進行台本、
当日の持ち物リストを作成。
→上記の見本例は、裏表紙の
ダウンロードページをチェック！

9
確認事項

●「事前参加申し込み」を設けた場合、締切の上、人数確認。
●受付リストの作成。
●関係者への集合時間・持ち物連絡。
●当日配布する資料・筆記用具等の手配、最終確認。
●終了後の打ち上げ、手配。

出演者のファッションチェック！
□サイエンスカフェでは、上下スーツよりも
ラフなジャケット＆スラックス（ジーンズ）で OK！
□サンダル、下駄、雪駄は NG。
□清潔感を心がけて。
□視覚的な配慮から細かい柄模様は避けた方がベター。
□アクセサリーやストールなどで好感度をさらにアップ！

発表資料＆時間配分チェック！

6

→P11の「見本例」をチェック！
●当日のプログラムを決定。

1 カ月前！

1 週間前！

5
→P9 の「早見表」をチェック！

2 カ月前！

当日までの全行程を一人で抱え込む
必要はありません。

10

あと一息！

スタッフ最終ミーティング
●スタッフマニュアル＆進行台本を見ながら最終チェック。

打ち上げの
一杯目はサイコ～♪

11
イベント当日

●スタッフ全員で当日の注意事項を共有。
●来場者の安全確保を第一に臨機応変に対応。
●報告書用の写真撮影担当者も決めておく。
●打ち上げ、皆で労をねぎらう。

12

イベント終了後
●目的が達成されたかチェック。
●アンケート集計。意見は次回の参考に。
●次回案内希望者のリスト作成。
●報告書の作成・提出。

6

あてはまる項目を
ょう
チェックしていきまし

自分にあうアウトリーチは、どのタイプ？

やる前に知っておきたい！
イベント診断チェック

［

に
］

［

に ついて伝えたい！
］

対象
内容

が整理された次は、会場選びに進みます。

「アウトリーチのイベント」と言っても、表現の方法はさまざま。
伝えたい対象や規模、内容に沿った発信方法を選ぶことが重要です。

□手軽にアウトリーチを始めたい
□お気に入りのカフェ

7

または居酒屋がある
□イベント予算があまりない

□NHK の番組

□研究対象がマニアックまたは

『課外授業ようこそ先輩』が好きだ

ビジュアル系だ

A

□研究分野の後継者不足問題が発生中

□産学連携につなげたい

□高校生の生の声が聞きたい

□手軽に持ち運べる測定器具を持っている

□開発中のお菓子を試食してもらいたい

□高校生の気持ちになれる

□持ち運び可能なバイオトイレまたは

□おしゃべりは好きなほうだ

グループ

□医師（医学部出身）だ

□医学、生物、物理、数学、化学の

□一般市民の反応が知りたい
このグループにチェックが多いあなたは

サイエンスカフェがおすすめ！

グループ

C

ロボビーを持っている

どれかに当てはまる
このグループにチェックが多いあなたは

高校の出前授業がおすすめ！

□幅広い層に伝えたい

□予算？ 困ってません

□実験系の研究だ

□地域の方の理解を得たい

□プロジェクトのキックオフまたは

□病気を治したい

□学生の協力が得られる

□夏休みまたは北大祭で何かしたい

□行政関係者を呼びたい

□研究棟または実験装置が立派だ

□実験戦隊○○○レンジャー・ショーができる

□お土産が出せる

□大学・部局について

□マイナス 50℃の実験室、

成果発表をしたい
□北海道外や海外の
共同研究者を呼びたい

知ってほしい

（パートナー企業が食品系や化粧品系）

または同位体顕微鏡がある

□共演できそうな有名人の

グループ

B

友達がいる

このグループにチェックが多いあなたは

シンポジウムがおすすめ！

グループ

D

このグループにチェックが多いあなたは

オープンキャンパス・一般公開がおすすめ！

8

適切な
会場は？

トークライブ
「働く女性の ONとOFF」
この企画・
タイトルで
呼んだ！

見習いたい
成功例

集 客が
期待できる
日程は？

プロフェッショナルが語る
「働き方」
と
「生き方」

前ページのチェックで自分にあう発信方法がわかったら
具体的なイベント日程・会場を絞り込んでいきましょう。

対
9

サイエンスカフェ

シンポジウム

象

大人全般・ビジネスパーソン
こども・親子連れ・小中高生

大人全般

日

1

成功例

トを
ターゲッ
明確に
解
絞って正

イタリアンレストランで開催し、
協賛企業からのおみやげも準備！

程

平日の夜または土日・祝日
土日・祝日
夏休み・冬休み・春休みの昼間

平日の午後・土日

会

場

オープンスペース・飲食店

成功例

2

ご自分の研究課題そのものではなく、
ターゲット層の興味につながるテーマ設定が重要です！

イベント会場・ホール

出前授業
オープンキャンパス・
一般公開

小中高生

学生・大人全般・親子連れ

※学術交流会館や遠友学舎など過去にイベント開催実績がある主な会場一覧は裏表紙のダウンロードページをチェック。

土日・祝日

学校の先生と要調整

（高校に行きたいときは
創成研究機構 研究支援室にご相談ください）

系は
エネルギー 体に
治
省庁・自 すい
PRしや

広報手段
■紙媒体（ポスター、リーフレット）

■ウェブサイト
■SNS（Facebook/Twitter/LINE）
■メーリングリスト

イベントごとに「次回のイベントお知らせ希望者」の
メールアドレスを聞いておくと、どんどん集客が
楽になります。

■予算がある場合は広告を出す

平日の授業時間
放課後（希望者のみ）

3

「北大から世界へ
がん研究最前線」

他のイベントの受付に置いてもらうのもオススメ

オープンスペース・イベント会場

「石狩から電力革命

医療系は皆が －目指せ！送電ロス・
関心を寄せる ゼロの世界－
」 成功例
分野のひとつ

新聞・雑誌等、対象にあった媒体を選択
例）若いファミリー向けの広告を
新聞に出しても効果薄

■イベント宣伝＆当日取材を期待したいときは
新聞・TV・ラジオ・ニュースサイト等
メディアにプレスリリースする

大学・研究施設で迎える

重要
会場の下見には
必ず行きましょう！
座席数や照明スイッチの場所、音響等…
何を確認すればいいのか、
下見チェックシートが以下から DL できます。

「行きたくなる」
意欲を
かきたてる広報を
広報の内容は 6W3H の基本情報プラス、
「行きたい」と思ってもらえるように。
研究支援室が作成したプレスシート見本が
以下から DL できます。
関連資料の DLリンク：

イベントは集客が命！
広報は粘り強く、頑張りましょう。

kkyoka.oeic.hokudai.ac.jp/reach/download/

10

関係者

有
全 員で 共

する

当 日 の プ ロ グ ラ ム を 作 り ましょう

イベントの目的は、対象の方々に
研究の面白さを伝えること。
一方通行の講義にならないよう
「対話」の時間を大切に。

イベント別 の見 本 例

楽しいお祭り！
お客 様をお出迎え！

！
多彩なゲストで盛り上がる

10 分

オープニング

11

（できるだけ多くの方に
質問してもらいましょう）

数千人規模の
ものも

10 分

★ワンテーマで各方面の
専門家が語り合います

質問タイム

自己紹介や普段の
研究室の様子などで
アイスブレイク

40 分

質問タイム

半日から終日

シンポジウム

50 分～
70 分

10 分

閉会の挨拶

90 分

体験展示（スライムづくりなど）

人数20～200名

人数15～80名

10 分

開会の挨拶
20 分

60 分

30 分

10 分

休 憩

話題提供

パネル
120 分～
ディスカッション 180 分

20 分

本 題

最先端研究の
エッセンスを抽出

人数100～200名

（質問カード回収など）

対話型

気軽な雰囲気
で！

合計 90 分

サイエンスカフェ
★研究者とファシリテーター（聞き手）
の
対話形式で進行
★少人数の場合は随時質問を
受け付けましょう

講 演

10 分

休 憩
ⓒ北海道大学 CoSTEP

（3 回を各 30 分）

出前授業
★大学生活のことなど
「研究以外」の
質問も受けましょう

高校へ出張

オープン
キャンパス・
一般公開
終日

サイエンストークなど

1回30分程度×数回

ラボツアー

1回30分程度×数回

導 入

自己紹介や普段の
研究の様子、
自分の高校時代の話、
簡単なクイズなどで
アイスブレイク

質問タイム
あるある

お一人の
質問者が
延々と…
マイクを独占してしまわれる質問者がいた場合は、
ファシリテーター
（聞き手）が失礼のないように軌道を修正しましょう。
「他の方のお
話もうかがいたいので…」等、事前に表現を考えて。来場者に質
問カードを配布し、質問タイム前に回収する方法も有効です。

12

会場が真っ暗！

マイクの声が
聞こえなかった

はじめてのアウトリーチのために

報告書に使える写真がない？

写真にまつわる
「しくじらないポイント」

失敗は成功の母。

実際にあった「しくじり」エピソードを参考に
はじめてのアウトリーチを成功に導いていきましょう。

マイクテストや照明チェック、会場の下見で
避けられる初歩トラブルです。

10

観客殺到！
苦情も殺到！

出演者との事前打ち合わせや

発表資料チェックで

時間オーバーは回避できます。

出演者が
しゃべりすぎて
質問 3 分

パネリスト同士が
ケンカした

大会場が
ふたを
開けたら
数人

13

14

設営前の会場を撮っておくと
現状復帰に役立ちます。
看板・受付・建物を含めた会場風景の
写真は次回の参考になります。
出演者のバストアップ画像や
イベント全体の画像は必須。
左右やアップ・引きなどいろいろな
角度から撮っておきましょう。

サイズ感をしくじった先例です。空席が目立つときは「立ち入り
ゲストの人選はお互いの主張や“相性”
も考慮にいれましょう。

禁止ゾーン」をつくって前方に人を集める作戦で。逆に有名な出演者
の場合は、事前の参加申込みで人数を把握し、許容人数を上回り
そうなときはできるだけ会場変更を。

お客様撮影は事前アナウンスや
掲載許可が必要です。
子どもや学生は顔が写らないように
配慮しましょう。

北 海 道 大 学 関 連 部 署 一 覧 （各部局事務の広報または入試広報の担当者にもご連絡を）
こんなときは

部

署

メールアドレス

連絡先

プレスリリース ※

総務企画部 広報課 広報・渉外担当

kouhou@jimu.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 2610

北大トップページ掲載 ※

総務企画部広報課 地域連携・基金事務担当

update@general.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 2012

受験対象者向けの広報誌提供

学務部 入試課 入試広報担当

ac-info@academic.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 7485

科学技術コミュニケーションの教育・実践・研究

科学技術コミュニケーション教育研究部門（CoSTEP）

oﬃce@costep.hucc.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 5320

国際広報・英語版ウェブサイト

国際本部 グローバルリレーション室

pr@oia.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 8147

展示・施設利用については

総合博物館

museum-jimu@museum.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 2658

産学連携、地域連携イベント

産学・地域協働推進機構

jigyo@mcip.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 9561

小中高生向け
（特に女子中高生向け）
イベント

人材育成本部 女性研究者支援室

freshu@synfoster.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 3625

広報・アウトリーチ全般に困ったときは

創成研究機構 研究支援室

rso@cris.hokudai.ac.jp

011 - 706 - 9274

※プレスリリース方法（学内限定）
北大トップページ ⇒ 一番下にある「プレスリリース方法（学内限定）」をクリック ⇒ あてはまる項目へ進む
連絡先：総務企画部 広報課

広報・渉外担当／受付時間：土曜・日曜・祝日を除く 8：30 ～ 17：00

※北大トップページ掲載方法（学内限定）
「教職員向け」をクリック ⇒ 学内限定情報・システム ⇒ ウェブサイトへの掲載依頼を入力 ⇒ 承認後⇒掲載
連絡先：総務企画部広報課

地域連携・基金事務担当／受付時間：土曜・日曜・祝日を除く 8：30 ～ 17：00

本誌の関連資料は、こちらからダウンロードできます

URL：kkyoka.oeic.hokudai.ac.jp/reach/download/

自分の研究を広く伝えたい。
異分野融合や産学連携につなげたい。
研究資金を獲得したい。
学生を増やしたい。次世代へつなげたい。

アウトリーチのお悩みは、お気軽にご相談ください。

北海道大学 創成研究機構 研究支援室
〒001- 0021 北海道札幌市北区北 21 条西 10 丁目
URL http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/
E-mail rso@cris.hokudai.ac.jp
TEL 011-706 - 9274
発行月／ 2016 年 3月
発行元／北海道大学 創成研究機構 研究支援室

※このハンドブックは、文部科学省 研究大学強化促進事業の支援を受けて作成いたしました。

