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探Qの活動
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　中高生でも簡単に作ることができるような検出器を
開発し、全国の中高生へ配布を行います。また、全国の
中高生に活動を知ってもらうために、各地方で体験会を
行います。

簡易宇宙線検出器の開発・中高生への配布

　Slackを用いたオンラインコミュニティとZOOMを用
いたビデオセッションを活用することで、全国のどこで
も研究者や中高生が交流できるようなネットワークを
構築します。

全国の宇宙線研究ネットワークを構築

　中高生の研究を研究者がサポートすることで、一定
の成果が得られたものは、学会等での発表のサポート
を行います。

中高生の研究発表のサポート

　他国での宇宙線探究プロジェクトと連携することで、
国際交流を促進します。例えばアメリカ主導の世界最
大の宇宙線探究グループQuarknetと交流を続けてい
ます。

宇宙線探究を行う中高生を世界へつなげる

　宇宙や素粒子の秘密を考えるロマンは抱く子どもたちはたくさんいます。ところが、実際にこれらの研究分野に触れよう
とすると、高価な検出器や専門的な知見が必要なため、研究者や研究機関のサポートが不可欠です。そこで、宇宙線探究
のネットワークを広げることで、全国のあらゆる場所で宇宙線探究をはじめたいと思った子どもたちがその関心のおも
むくままに研究ができるようにすることが私たちのミッションです。
　近年、中高生に対する主体的な探究活動の重要性が認識されつつあります。例えば学習指導要領の改訂によってこれま
で「総合的な学習の時間」として実施されたきた科目が「総合的な探究の時間」に変更され、各学校が探究重視の啓発活
動をはじめるようになりました。これにより、バイオや化学の分野においては特にたくさんの中高生の探究が創出されてき
ていますが、基礎物理に関連した探究活動は相対的に少なく、例えば2019年度のリバネス主催のサイエンス・キャッスル
では宇宙・素粒子分野の研究テーマの発表は１つもありませんでした。この背景として基礎物理探究には大型で高価な装
置が必要で中学・高校で行うのが難しいという環境的な問題があります。その中で宇宙線は全世界のどこでも等しく降り
注ぐ「自然の加速器」で、その観測自体が中学・高校で当たり前になる可能性がある対象なのです。

ミッション

活動概要
検出器製作

宇宙線観測

全国の研究者・中高生と交流

体験会 探究活動 成果発表

検出器提供

オンライン参加

他校と共同

研究者サポート

学会派遣

国際交流

活動概要

探究の流れ
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社会的背景

国内の状況

国際的な状況
　素粒子物理の啓発活動として最大なものとしてアメリカのQuarknetがあります。1999年から National Science 
FoundationとUS Department of Energyの支援を受けて発足し、様々な素粒子物理の啓発活動を推進してきました
[1]。その中の１つとして宇宙線検出器の配布活動を大規模に行い、2012年時点で12か国の200以上の宇宙線検出器の
配布活動を行っています。　
　2000年代中盤に日本でも6台の宇宙線検出器の提供があり、2016年からは本プロジェクトはQuarknetと継続的な
連携を行ってきています。2017年3月にはQuarknetとのアメリカ・日本・アジアをビデオ会議で接続した中高生対象の共
同イベントを全国３地点で行いました。2020年1月には宇宙線探究活動にアメリカから３名のQuarknetスタッフ・高校
教員を招聘して、国際交流の機会をつくりました。このように私たちは世界最大の宇宙観測啓発活動グループとの密接な
国際交流関係を有しています。

　宇宙線探究啓発は2000年代前半に大阪市立大学のグループによって行われました[2]。４台のシンチレーション検出器
で形成された観測装置を学校や科学館の屋上に設置して、得られた測定データをインターネットを通して収集し、同時観
測されるような宇宙線の探索を行っていた。このプロジェクトは現在は実質的に休止中で、本取り組みが現状唯一宇宙線
探究啓発を行っています。

[1] M. Bardeen et al., Future Generation Computer Systems, 22, 6 (2006)
[2] 寺本吉輝 , 大学の物理教育 2, 65 (2003)



宇宙線と観測方法
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宇宙線
　宇宙線は太陽や太陽系外等様々なところから地球にやってきます。宇宙線は大気中の原子と相互作用してそのエネルギ
ーから複数の粒子が生成され、シャワーのように大量の粒子の形となり地表に降り注ぎます。地表で観測される宇宙線の
ほとんどはミューオンで、およそ手のひらの大きさに１秒間に１つ通過するぐらいの数が光の速さで飛んできています。

宇宙線検出器
　宇宙線検出器では、宇宙線によって発光する物質が含まれたシンチレーターを用いています。宇宙線によってシンチ
レーター内で起こった発光は、半導体等によって電流に変換されます。この電気信号を増幅・処理することでどのような
タイミングでどんな宇宙線が来たかを調べることができます。

一次宇宙線

二次宇宙線宇宙線検出器

陽子やヘリウムなどの粒子が高速
で降り注いでくる。

一次宇宙線が大気の原子核と衝突
してシャワー状に生じる。
ミュオン、電子など。

見えない宇宙線を検出することが
できる。

半導体など

シンチレータ

Arduino

宇宙線

宇宙線によって発光する

シンチレーターの光を電流に変換

電気信号を収集・解析

電圧
宇宙線の信号

時間



宇宙線検出器の種類
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Quarknet Detector

　アメリカで配布されているQuarknet検出器をベースに
した大型検出器です。光電子増倍管を用いて光を電流に変
換する方式で、20cm×30cmの大きな有効面積を有します
。２０１８年に日本内で初めて開発し、Quarknetから提供
されたものも含めると国内７校に配置されています。

国内台数：７台
製作予算：～1,000,000円

OSECHI

　高エネルギー加速器研究機構で開発されている、国産
検出器でMPPCという半導体を用いて光を電流に変換
する方式を採用しています。お重の中に検出器を梱包す
るユニークな形状からOSECHIという名前がつけられま
した。2019年からプロトタイプ製作を通して少しずつバ
ージョンアップが重ねられています。

国内台数：3台
製作予算：～100,000円

Cosmic Watch

　アメリカで配布されているCosmic Watchをベースに
した安価な検出器で、SiPMという半導体で光を電流に
変換します。非常に小型で製作コストも数万円と最も手
軽です。現在、高校生・高専生、大学生等によって製作が
進められていて、最も国内で量産が進んでいるものです。

国内台数：6台
製作予算：



連携方法
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Slackというチャットツールを用いて、日々の連絡、進捗報告、質問、議論
などの交流を学生・研究者で活発に行っています。

月に2回程度ZOOMというビデオ会議システムを用いて、交流を行ってい
ます。定期的に研究者に相談することができます。

　全国どこでも宇宙線探究の世界につながれるように、スマートフォンで使える２つのコミュニケーションツ
ールを用います。これらを導入して、自分の宇宙線探究をはじめましょう。



宇宙線探究ワークショップ

宇宙線探究ワークショップ
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Workshop

概要
　より多くの中高生に宇宙線検出器での探究を知ってもらうために全国で宇宙線探究ワークショップを開催しています。「
天頂角度で宇宙線の頻度はどう変わる？」や「ビルの階によって宇宙線の頻度はどう変わる？」といったテーマにそって大
学や研究所の研究者のファシリテーションの元に取り組みます。体験イベントにあわせて大型加速器の見学、海外の宇宙
線探究グループとの交流、宇宙線研究に関する講演等も行っています。

　宇宙線探究活動ってどういうことをするの？こういった疑問に答えるために、１日で
宇宙線のことから観測体験までできる宇宙線探究ワークショップを全国で開催してい
ます。中学1年生から高校3年生まで同じグループで楽しく体験することができます。
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宇宙線探究ワークショップ

宇宙線探究ワークショップWorkshop

2018年9月

2019年10月

2020年1月

2020年2月

宇宙線検出器組み立てワークショップ

　初のオリジナル検出器を広尾学園に導入し、組み立
て・解析体験ワークショップを行いました。本検出器は
広尾学園に提供し、今の探究活動に活用しています。

東京都　広尾学園高等学校

科学実験イベント 探Q

　飯田市共催のもと、レスコープアレイ（TA）プロジェ
クトの福島 正己 東京大学名誉教授によるセミナー及
び検出器を用いた測定体験を行いました。

長野県飯田市　エス・バード

宇宙線探索ワークショップ 探Q

　Cosmic Watchを用いた測定体験に加えて、宇宙
線探究を行っている全国の中高生による研究発表会
を行いました。

宮城県　東北大学　・　東京　広尾学園高等学校

探Q 宇宙線で探る宇宙の神秘

　オリジナル検出器OSECHIを中心とした検出器を
用いた測定体験を行う予定です。

神奈川県　青少年センター　スタジオHIKARI

　これまで長野県、宮城県、東京都など様々な場所で宇宙線探究ワークショップを行
い、多くの中高生に体験してもらいました。
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観測体験テーマ

 天頂角度で宇宙線の頻度はどう変わる？

宇宙線探究ワークショップWorkshop

研究内容

　宇宙線は様々な角度から一様に降り注いでいます。この宇宙
線が地球に入射する角度によって、地表に到達するまでに空気
中を通過する距離が変わるため、地表に届く二次宇宙線の頻度
も変わってきます。
　地表で観測できる二次宇宙線はほとんどがミューオンなので
、天頂角による宇宙線の頻度を測定することで、空気中における
ミューオンの透過力を調べることができます。

大気

天頂角が大きい

大気の通過距離が長い

減衰が大きい

頻度が少ない

天頂角

天頂角が小さい

大気の通過距離が短い

減衰が小さい

頻度が大きい

　天頂角によって宇宙線の検出頻度がどう変わるのでしょうか
。これは角度によってどのぐらい通過する空気の層が長いか、宇
宙線検出器の形など、様々な要因が影響してきます。右図は実際
にQuarknet宇宙線検出器を用いて、高校生が測定した事例で
す。このように、天頂角を測定するための実験系を組むことで、
宇宙線頻度の変化を２時間程度で測定することが可能です。

頻度（回/s）

角度(°）
0 30 60 90

0

4

3

2

1

測定例：東北大学サイエンスキャンパス

　宇宙線探究ワークショップで体験できる観測テーマとして、天頂角度で宇宙線の頻
度がどう変わるかを検証します。２時間ほどで測れる簡単な測定ながら、宇宙線の大
気による減衰等様々な考察が可能です。

検出器を傾けて宇宙線を観測中（2020.1.13）
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観測体験テーマ

ビルの階によって宇宙線の頻度はどう変わる？

宇宙線探究ワークショップWorkshop

　宇宙線ミュオンは非常に透過力があるため、建造物等を貫通
します。逆に、どれぐらいの確率で宇宙線が貫通して到達し、ど
のぐらいの確率で通過しなかったかを測定することで、構造物
の厚み等を評価することができます。これをミュオグラフィとい
って、ピラミッドの内部構造や火山など様々な対象で研究が進ん
でいます。実際に高いビルの上と下でどれぐらい宇宙線の検出
頻度が違うか調べてみましょう。

宇宙線が大気以外に遮られずに
検出器まで到達する。

　屋上からその階までの物質を
すべて貫通した宇宙線のみが検
出される。

上の階

下の階

　ビルの階によって宇宙線の検出頻度がどう変わるのでしょう
か。これはビルの高さやフロア間の厚みなど様々な要因が影響
してきます。右図は東北大学の理学研究科合同C棟とよばれる
８階建てのビルで行った測定例です。このように、低い階ではそ
れだけ宇宙線が通過した障害物が多いので、減衰も大きく、到
達頻度は下がります。

頻度（回/s）

階
0 2 4 8
0

1.0

0.5

6

測定例：東北大学

　もう１つのテーマとしてビルの階によって宇宙線の到来頻度がどれだけ変わるかの
検証を行います。ワークショップの開催場所が5階程度の階層であれば、十分高さによ
る違いを2時間程度で観測することができます。

研究内容

ビルの階段付近で宇宙線を観測中（2020.1.12）



中高生による探究計画

新物理を探索する

超高エネルギー宇宙線探索
参加校
広尾学園高等学校
早稲田大学本庄高等学院
静岡北高等学校
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Research

背景
　宇宙線から探究できる基礎物理のテーマとして　超高エネルギー宇宙線探索があります。地球に到来する一次宇宙線
のエネルギーは様々ですが、宇宙線は地球に到達するまでに宇宙背景放射と相互作用するため、地球到達時のエネルギ
ーは5×1019 eV以下になると理論的に予測されています（GZK限界）[1]。つまり、GZK限界を上回る宇宙線を観測するこ
とは現状の物理の理論モデルでは説明できない新物理を探索していることになります。例えば2008年からアメリカのユ
タ州ではテレスコープアレイ実験と呼ばれる巨大な観測装置群を用いた探索が行われています[２]。

一次宇宙線

二次宇宙線

地球に到達するまでに宇宙背景
放射との相互作用するため、最大
エネルギーの上限値（GZK限界）
が理論上存在する。

1次宇宙線のエネルギーによって、
二次宇宙線の到来エリアは広がる
。つまり、二次宇宙線の到来エリア
の大きさから１次宇宙線のエネル
ギーを推定できる。

全国の検出器ネットワーク
全国の検出器群で同時に検出さ
れる高エネルギー宇宙線を探索

A校

B校

C校

時間

A校の信号

B校の信号

検出時間差 T 

150

100

50

0 1.00
A校と B校間の検出時間差 T (s)

累
計
カ
ウ
ン
ト
数

解析
　例えばA校とB校の間で十分短い時
間差T以内に同時検出された宇宙線の
累計カウントをグラフ化します。
　これと統計的にたまたま同時に観測
される数と比較することで、有意な数の
同時検出があったかを判断します。 たまたま同時観測される

宇宙線の累計カウント

累計カウントの計測値

　地球に到来した宇宙線は大気中の窒素や酸素の原子核と衝突して二次宇宙線をシャワー上に発生させます。この二次
宇宙線のシャワーの降り注ぐエリアは一次宇宙線のエネルギーが大きいほど広くなるので、多地点で観測からそのエリア
を測定することで一次宇宙線のエネルギーを推定することができます。探Qでは複数校で共同して非常に広い領域で同時
観測されるような超高エネルギー宇宙線をの探索を進めています。2018年には広尾学園高等学校、早稲田大学本庄高
等学院、静岡北高等学校の３校で１週間程度のテスト観測を行い、同時に観測した宇宙線が存在したかについて統計的
な解析を行いました[３]。また、2019年にはCorsikaを用いた宇宙線シミュレーションから実際に想定される同時観測頻
度を推定し、比較検討を行いました[４]。

これまでの探究成果

[1] M. Takeda et al., Phys. Rev. Lett. 81, 1163 (1998)
[2] Tokuno, H. et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 676, 54 (2012)
[3] 伊勢 千沙子 他, 第8回 超異分野学会 本大会　ポスター発表(2019)
[4] 伊勢 千沙子 他, 令和元年度中谷財団成果発表会　ポスター発表(2019)



新物理を探索する

宇宙天気観測

11

計画中

中高生による探究計画Research

　宇宙天気とは、太陽フレアや磁気嵐等の太陽に由来する地球周辺の磁場環境のことをさします。磁気嵐等によって宇宙
天気が大きく乱れると、人工衛星の電子機器や通信等に大きな影響を与えうるため、情報通信研究機構 (NICT) では衛
星からの観測データ等をもとに宇宙天気予報をインターネット上で公開をしています。一方、宇宙線の強度や角度分布は
地磁気に対して敏感なため、 広範なエリアで宇宙線測定を同時に行うことで宇宙天気を観測することができます。。 先行
例としてGMDN プロジェク トがあり、 世界中の 60 の宇宙線検出器でネッ トワークを構築し、 各地の宇宙線の異方性
を測定することで6 年間で中規模以上の磁気嵐を合計 181 回観測しています[1]。

背景

研究方法
　　私たちも全国に広く配置した宇宙線検出器を用いて宇宙天気の予測ができるのではないかと考えています。こういっ
た磁場環境の測定の一例として仙台第一高等学校では宇宙線の方位角による強度の違いを測定することで、地磁気の影
響（東西効果）の観測を行っています。このように宇宙線の方位角による強度の違いを世界の様々な地点で測ることによっ
て、地球全体の磁場環境を推定することができます。そのため、国内でのテスト測定に成功した後はQuarknetと共同する
ことで、世界全体での宇宙天気の観測を行っていきたいと考えています。

[1] M. Rockenbach et al., Geophys. Res. Lett. 38, l16108,(2011)



宇宙線を使って役に立つ

重力測定のための積雪モニタリング
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計画中

中高生による探究計画Research

　宇宙線を用いた応用として積雪モニタリングがあります。火山活動を観測する方法として重力の連続観測があり、蔵王
火山観測所では超電導重力計を用いた測定が行われています。しかし、蔵王山は例年冬に積雪するため、この雪による重
力変化が大きなノイズ源となってしまいます。もし精度よく積雪量をモニタリングすることができれば、そのデータからの
補正により重力測定の精度を大きく向上することが可能です。1979年に理化学研究所によって宇宙線中性子を用いた雪
量計が開発され[1]、現在ではSnowFox等の商用化も進められています[2]。

背景

研究方法
　探Qの宇宙線検出器を活用した簡易的な雪量計の開発を目指しています。宇宙線を観測するシンチレーターには
EJ-276を用います。EJ-276は発光の減衰が早い成分と遅い成分の比から入射した粒子の種類を弁別することが可能で
、これを用いて宇宙線のうち中性子成分を観測します。宇宙線由来の中性子は一般的な積雪量の透視に適した透過量を
もっているため、定常的な観測から積雪量のモニタリングを行うことができると考えています。

積雪量を宇宙線中性子で測定した先行研究の結果[3]

Schattan P. et al., Water Resources Research, 55 ,6 (2019)

[1] 小玉 正弘他、雪氷 41 ,2 (1979)
[2] I. Howat, The Cryosphere 12 ,6 (2018) 
[3] Schattan P. et al., Water Resources Research, 55 ,6 (2019)



宇宙線を使って役に立つ

歴史建造物の透視
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参加校
早稲田大学本庄高等学院

中高生による探究計画Research

　宇宙線を用いた応用としてミュオグラフィというものがあります。二次宇宙線の主な成分であるミュオンは物体を透過
する力が大きいため、大きな構造物の透視に適しています。これまで火山・ピラミッド等のミュオグラフィが行われていま
す[1]。古墳についても奈良県立橿原考古学研究所によって箸墓古墳の透視がスタートしました[2]。こういった歴史的建造
物は破壊的な方法で内部を調べることが難しいので、ミュオグラフィは有効な応用例といえます。

背景

研究方法
　古墳の透視を行いたい箇所に対して十分な有効立体角が確保できるように宇宙線検出器をアレイ上に配置をして、一
定期間宇宙線の到来頻度の観測を行います。検出器に届くまでに通過した物質の量に依存して宇宙線は減衰するので、
この減衰度から古墳の内部構造を推定します。
[1]  M. Kunihiro et al., Nature 552, 7685 (2017)
[2] 卑弥呼の墓？ 箸墓古墳を「透視」調査、宇宙線使い - 毎日新聞 (2020) ·



コラボレーション・参加校
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東北大学
仙台第一

東京大学
広尾学園

早稲田本庄

静岡北

小山高専

福井高専

KEK
総研大学
茗溪学園

九州大学

宮崎大学

海城
学芸大学附属

中学・高校・高専： 9 校
大学・研究機関： 7 校

　全国に探究活動を行っている中学・高校・高専とサポートする大学・研究機関が広がっています。

山形大学
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スタッフ

所属

東北大学

東北大学

東北大学

東北大学

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構

総合研究大学院大学

総合研究大学院大学

山形大学

九州大学

東京大学

氏名

田中香津生

喜多亮介

河野理夏子

丸田京華

上野一樹

庄子正剛

大谷将士

髙橋将太

西村昇一郎

多田裕子

石川力

松本　祥

中森健之

吉岡 瑞樹

森　雄一朗

職位

助教

学生

学生

学生

助教

研究員

研究員

アシスタントURA

研究員

広報

学生

学生

准教授

准教授

学生



活動計画

16

2020年度の目標

　これまでの活動で数万円程度で部品調達が可能で、中高生でも組み立て可能な簡易宇宙線検出器の配布体制
を整えてきました。この製作価格をさらに下げることで、より手軽な宇宙線検出器の開発を目指します。現状予算
の多くを占めるシンチレーターについて、九州大学で開発されている光造形方式の３Dプリンタによるシンチレー
ター造形研究[1]と連携して、より安価な調達を目指します。また、Quarknet/I2U2のシステム[2]を参考に測定デ
ータをインターネット上で手軽に共有できるようなウェブプラットフォームの準備を行います。
また、大学生スタッフに対して検出器の製作トレーニングを行うことで、各学校の製作サポートを大学生が主体的
に行える体制を確保します。

宇宙線検出器をもっと手軽に

　簡易検出器を全国の中学・高校・高専及び個人の中高生を対象に配布活動を広げます。これまでの体験会でリ
クエストのある２０台の加えて年４回の体験会を通して、年間で５０台程度の配布を目標にします。
また、大学生スタッフに対して検出器の製作トレーニングを行うことで、各学校の製作サポートを行っていきます。
最終的に全国の学校でビーカーやフラスコレベルで宇宙線検出器が当たり前にあるような世界を目指します。

50台の検出器配布

　現在宇宙線探究を行っている９校に加えて、さらに多くの学校で宇宙線探究活動開始のサポートを行います。そ
れぞれの独自探究に加えて、これまで進めてきた超高エネルギー宇宙線探索、積雪モニタリング、古墳透視等の複
数の学校で共同して行う研究をスタッフ・大学生スタッフとグループ形成を行いながら進めていきます。これらの活
動に加わる研究者として宇宙線だけでなく、工学・考古学等様々な分野の研究者も加えて学際的な研究の相互交
流を進めていきます。

宇宙線探究グループのサポート

　アメリカのQuarknetやIPPOG（ International Particle Physics Outreach Group）との連携を強めます。
具体的には、QuarknetのParticle Data Day等の国際交流機会に参加を行い、また本プロジェクトの超高エネ
ルギー宇宙線探索等について国際的な観測機会も連携して行います。

国際交流の促進

[1] 金 政浩他, 日本原子力学会 2016年春の年会 (2016)
[2] I2U2 e-Labs https://www.i2u2.org/



活動実績
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超高エネルギー宇宙線探索
        -2019 静岡北高校  教員 内野和紀  複数校での同時観測のデータ取得

2017-2018 早稲田大学本庄高等学院 高３ 松野紘大 １校での宇宙線フラックスの変動観測

2018-2020 広尾学園  高２ 伊勢千沙子 複数校での同時観測解析

2019-2020 早稲田大学本庄高等学院 高３ 木村友哉 短距離での同時観測解析

2019-2020 早稲田大学本庄高等学院 高３ 宮本航歩 複数校同時観測でのシミュレーション

2016-2017 早稲田大学本庄高等学院 高３ 松野　紘大 雷雲と宇宙線フラックスの相関解析

2017-2018 早稲田大学本庄高等学院 高３ 大澤真優乃 宇宙線フラックスと雷雲以外の相関解析

Cosmic Watch製作

宇宙線の雷による加速効果

2019-  広尾学園  高１ 生嶋慶  

2019-  福井工業高等専門学校 

2019-  小山工業高等専門学校

2019-2020 東北大学  大３ 杉森龍宇

2020-  東北大学  大1 河野理夏子、丸田京華、喜多亮介

        -2019 仙台第一高等学校 高２ 物理チーム 方位角宇宙線強度依存性と磁場の関係

宇宙線の東西効果

業績

2019  第８回超異分野学会 テクノロジースプラッシュ賞  田中香津生



助成金獲得状況・メディア
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財団助成等競争的資金

2020-  双葉電子記念財団　青少年創造性開発育成事業 300 万円  応募中

2018-2019 中谷医工計測技術振興財団科　学教育振興助成 200 万円  採択

2020-  第47回リバネス研究費　超異分野学会賞  50 万円  応募中

メディア

2019.12.16  NHKラジオ仙台  ごじだっちゃ！



宇宙線探究への参加方法
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　全国の中高生がこれまで部活動、個人活動、授業内の探究活動など様々な形で宇宙線探究活動を行っています
。皆さんも一緒に宇宙線の研究を研究者と一緒に行いませんか。宇宙線はいつでも測定できるので自分のペース
で活動に参加することができます。理科や物理に関しての予備知識は特に必要なく、興味に合わせて少しずつ学
びながら楽しむことができます。全く宇宙線に無縁だった高校生が１年の研究で物理学会のJr.セッションで成果
発表した事例もあります。

宇宙線探究活動の誘い

活動を行うために、
・ Slackを用いたチャットシステムでのやりとり
・ ZOOMを用いた定期的なビデオミーティング（月２回程度）
を行ってもらいます。そのため、パソコン等を用いたインターネット環境が必要になります。ソフトのインストール
や使い方などはサポートしますので、事前に必要な知識は特にありません。

活動に必要なもの

　興味のある方は以下にご連絡ください。質問などもうけつけています。

連絡先

田中香津生
東北大学
サイクロ・RIセンター

http://kaduo.jp/
tanaka@kaduo.jp


