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ロンドンサイエンスミュージアムでのインターンシップ 

2012年 8月 27日～9月 6日 

M2 横井健太 

 

1. 概要 

 筆者は『グローバル人材のためのサイエンスコミュニケーション―海外インターンシップ』に

参加し、2012 年 8 月 27 日から 9 月 6 日の日程でロンドンサイエンスミュージアムにてインター

ンシップを実施した。主な目的は、サイエンスミュージアムがどのように科学専門知識を一般に

分かりやすく伝達しているのかを学ぶことである。主に「Antenna」という最新科学技術を一般に

公開する役割を担ったチームの業務に参加した。内容は最新技術展示コーナーの展示物や Dana 

café イベントの案を考えることである。他にも Explainerと呼ばれる展示物体験のデモンストレー

ターの業務や LATES と呼ばれる大人だけでサイエンスミュージアムを楽しむイベントに参加、

Wroughtonを訪問し普段見ることができない展示品倉庫を視察した。 

このインターンで発見したことは、サイエンスミュージアムが科学について幅広い人々が参加

出来る「議論の場」を創造していることである。Explainer は常に子供たちに科学デモンストレー

ションの前に結果と理由について考えさせ意見を求める。子供たちはそれらの議論を自由に行い、

デモンストレーションによって確認をする。Antenna のギャラリーには様々な専門家からのコメン

トが寄せられている他、訪問者が書き込むことができる掲示板があり、そこでは自由な議論が展

開されていた。Dana café イベントも講演者が一方的に話すのではなく専門家と一緒にコーヒーを

飲みながら科学の話をするなど、科学専門家と一般の人々の交流を促す工夫が施されており、様々

な人の間での議論を作り出そうとしている。この「議論の場」は専門家と一般の人を「科学」を

通して集め、相互の理解を深めさせると共に新しいアイディアの発見やコミュニティの幅を広げ

るきっかけとなっている。 

 

2. 目的 

 動機はロンドンサイエンスミュージアムがどのように科学専門知識を一般に分かりやすく伝達

しているのかを学ぶことを目的とした。さらに、Explainer が展示物や実験装置を一般に説明する

際の工夫を学ぶことである。 

 博物館は価値ある知識を未来へ残す役割を担う施設である。そのため、一般訪問者に分かりや

すいよう専門知識を提示するかが重要である。筆者は古く歴史あるロンドンサイエンスミュージ

アムは効果的な提示方法について様々な工夫が凝らされていると考えた。筆者の研究は世界遺産

ルアンパバーン(ラオス)の町並み景観保護が重要課題となっており、サイエンスミュージアムの保

存方法や展示方法は研究を進める上でも有用であると考えた。 

 

3. 成果物 

 インターンシップは毎日が挑戦であり刺激的だった。なぜなら、サイエンスミュージアムは様々

な経歴や専門の人々を引き合わせる場所であり、毎日様々な人との出会いがあったからである。

また、筆者にとってロンドンは初めての欧州訪問であり、様々な国から人が集まる魅力的な場所

であった。 



2 

 インターンシップを通して 3つの発見があった。 

第一に、サイエンスミュージアムが科学について幅広い人々が参加出来る「議論の場」を創造

していることである。Explainer はデモンストレーションを駆使し、子供たちに自由に議論する機

会を与えている。Antenna展示場では専門家及び一般の人々の意見をもとに活発な議論が展開され

ていた。その中には賛成反対意見の両方が多く含まれていた。Dana café イベントも講演者が一方

的に話す講義は避け、専門家と一緒にコーヒーを飲みながら科学の話をするなど、科学専門家と

一般の人々を結びつける工夫が施されており、様々なタイプの人が議論できる場を提供している。

この「議論の場」は専門家と一般の人を「科学」を通して集め、相互の理解を深めさせると共に

新しいアイディアの発見やコミュニティの幅を広げるきっかけとなっている。 

 第二に、科学と技術を「楽しく」することである。サイエンスミュージアムでは「楽しい」が

重要キーワードになっている。Explainer はデモンストレーションで参加者の好奇心に訴えるため

の訓練も積んでいる。子供たちにとって「楽しい」は科学に興味を持ち始める入り口なのである。

月一回の LATES は大人たちが楽しむためのイベントである。一般公開終了後に、大人のみのイベ

ントであり、特別な企画が用意されている。トピック別の議論の場や、お酒を飲みながら館内を

見学できるなどの工夫は様々である。大人になっても科学を楽しむことや興味を持ち続けるため

の人気イベントのひとつである。Dana caféでは受動的な講義は避け、イベント主催者はいつでも

異なる視点から科学を捜し求め、様々な人に楽しんでもらいながら深い議論ができるよう工夫を

凝らしている。 

 第三に、様々なフィールドから人々を集めることである。Dana caféイベント企画考案を通して

トピックを誰もが興味を持つように一般的内容にすることの重要さを学んだ。トピックをひとつ

の焦点に絞ってしまっては様々な人からの興味関心を得られなくなるからである。ひとつのトピ

ックを様々な観点から議論できるように工夫することで、より大衆に受け入れられやすい内容に

することができる。ロンドンサイエンスミュージアムと Dana centerは人々を多種多様なフィール

ドから集め、アイディアを探求できる施設となっている。 

 

4. 今後の展望 

 ロンドンサイエンスミュージアムの中でもクリエイティブな Antenna チームで業務の一端を体

験できたことは誇りである。特に Dana café の企画作りは毎日が挑戦であり、とても充実した経

験となった。彼らの仕事に対する姿勢からも多くのことを学んだ。彼らのように早くて的確な仕

事ぶりとアクティブな会議、専門知識を一般に分かりやすくアレンジできる技術を見習いたい。

筆者は将来教育者になりたいと考えているので、これらの能力は必須だと感じた。また、ロンド

ンでの生活は貴重な経験であり、今後筆者の国際的キャリアに進むための重要な一歩となった。 
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5. 写真 

 

 

サイエンスミュージアム入口 

開場を待つ人で行列ができるほど 

 

 

Explainerチームの Bubble Show 

子供と大人が一緒に科学を楽しむ 

 

 

Antenna展示場 

お財布携帯の技術について 

 

LATESの座談会 

アスリートのドーピングについて専門家と話す 

 

 

Antenna展示場 

新しい展示物を入れ替えている様子 

 

Dana Centreのカフェ 

ここで Dana caféが開催される 

 

All photos taken by the author 
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Appendix 

A: Dana Café Event Proposal 

Dana Cafe Event Proposal 

Possible event titles 

How technology effect on kids in developing county? 

Can technology empower children in developing country? 

 

Event Statement 

Short sentence 

Technology is changing and developing everyday. In our new technological world instant access to information has 

changed the way we communicate, and educate. The way our children learn has changed – books have become 

ipads, libraries the internet. This new technology is now cheap and widely available. Can access to technology 

provide education in all nations? Can technology change lives of children in developing countries?   

 

More Information 

‘Education is key to peace and social development.’ (UNICEF) 

 

Education is fundamental human right. However, it can’t be said that education is provided sufficiently in all 

nations. How can we solve this educational problem? 

 

Technology has potential to change our life, could it change the lives of those in developing countries?  

 

The OLPC project is seeking to give a laptop to every child in poorer and more remote areas of globe. In 

communities with little or no access to libraries or the internet, mobile technology is being used to support learning 

through the creation of wireless communities, study groups and educational networks across the developing world. 

 

Can technology provide education in all nations? Can technology change the lives of children in developing 

country?  

 

Join us to meet the people trying to make education global. Play with some of the technologies being used to 

educate the world’s poorest children. Join the discussion and decide for yourself, could technology educate the 

world?... 

   

Event Aims 

To explore how new technology can be used to improve the education and lives of disadvantaged children. 

 

General Information 

Date ??/??/????,  
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Time 1900 - 2100,  

Venue Dana Cafe,  

Target Audience Those who have children, Educator, ICT Developer, people interested in technology 

  

Possible speakers/facilitators 

 Someone from OLPC UK http://wiki.laptop.org/go/OLPC_UK, <Topic about OLPC>  

 Someone from UNDP http://www.undp.org/content/undp/en/home.html, <Topic about Education in 

developing country, Mobile technologies and empowerment> 

 Someone form London International Development Centre http://www.lidc.org.uk/, <Topic about Distance 

Learning for Development> 

 Someone from University of Sussex, Department of International Development  

http://www.sussex.ac.uk/development/, <Topic about Education in developing country> 

 Researcher about international development (especially education in developing country) 

 Developer creating educational software/app. <Topic about educational programming> 

 School principal/teacher whose school using new technology (e.g. laptop, iPad, mobile phone) <Topics 

about technology and education> 

 

Event format 

Suggested type of event: 

Devate/Interactive/Performance/Dialogue 

 

Make several booth showing technologies and discussion booth with researcher: 

1. Laptop (OLPC) 

2. Mobile learning (Mobile phone based education program) 

3. Educational software/application 

4. Discussion booth about education 

 

Suggested content/format:  

1. hear about ‘education in developing country’ 

2. go to some booth showing technology installed in school in developing country 

 

Resources 

UNICEF; http://www.unicef.org/education/index.php  

OPLC website; http://one.laptop.org/ 

UNDP report, Mobile Technologies and Empowerment, Chap 5 Mobile Technologies and Human Development; 

http://www.undpegov.org/mgov-primer.html 

Dr. Math, mobile education system; http://www.comminit.com/africa/content/dr-math 

 

http://wiki.laptop.org/go/OLPC_UK
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.lidc.org.uk/
http://www.sussex.ac.uk/development/
http://www.unicef.org/education/index.php
http://one.laptop.org/
http://www.undpegov.org/mgov-primer.html
http://www.comminit.com/africa/content/dr-math

