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サイエンスカフェを担う⼈々が⽬指す⽅向性は同じなのか？ 
広島⼤学サイエンスカフェを対象としたインタビュー調査から 

⼩坂有史１、川本思⼼２ 

 

科学技術コミュニケーションとして日本で行なわれている活動の一つに、サイエンスカフェがある。2005 年に日

本でサイエンスカフェへの関心が高まってから（中村 2008）、3 年後の 2008 年にはすでに、日本各地の大学や

NPO 等の各種団体、そして個人主催で、サイエンスカフェや類似の催し物が多く行われていることが報告されて

いる（松田 2008）。そして、2017 年現在も各地で数多くのイベントが開催されている。広島大学大学院理学研究

科でも 2007 年から広島大学サイエンスカフェを主催しており、2016 年 10 月までに 31 回開催してきた。 

筆者も 2012 年からサイエンスカフェスタッフとして活動してきた。そして、その活動の中で、それぞれの運営ス

タッフが目指すサイエンスカフェの「方向性」が少しずつ違う印象を受けたが、その「方向性」の違いを明瞭に捉

える事はできなかった。そこで本稿では、広島大学サイエンスカフェを例に、サイエンスカフェをより有意義なも

のへと発展させることを目的に、運営するスタッフに対してインタビュー調査を行った。そして、スタッフそれぞれ

が目指す「方向性」について考察した。 

その結果、スタッフが目指す方向性を〈スタッフ視点＝個人の学び〉〈大学視点＝アウトリーチ〉〈来場者視点〉

いう三つの要素の合成ベクトルと表現できた。さらに、スタッフ視点の中には《主催者》《来場者》という立場の二

重性があり、目指す方向性と複雑に絡み合っている可能性が見出された。この複雑な絡み合いから生じる「方向

性」の違いが、サイエンスカフェの可能性を広げ、より面白いものにする要素の一つではないだろうか。 

 

キーワード： サイエンスカフェ・インタビュー調査・求める機能・方向性・見えにくい立場の二重性 

第 30 回広島大学サイエンスカフェ「重力波―その人類初検出の意味とは―」（2015 年 5 月 21 日開催）での一場面 
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１. 背景と⽬的

1.1 ⽇本と広島⼤学における 
サイエンスコミュニケーションの始まり 

サイエンスカフェとは、カフェなどの日常的に使わ

れる場を会場とし、コーヒーやお茶、そしてお菓子を

片手にサイエンスについて専門家と非専門家が双方

向のコミュニケーションを重視する催しであり、1997

年にイギリスで始まった（中村 2008）。その目的の一

つは、科学技術を文化の一つとして市民生活の中に

取り込み、定着させることであり、国民の科学技術へ

の信頼の回復、あるいは国民参加を促す効果も期待

されている。 

日本におけるサイエンスカフェは、2004年に京都市

で行われたものが 初とされている（中村 2008）。そ

の後日本各地の大学やNPO等の各種団体、そして

個人主催で数多く行われるようになった。テーマも形

式も多様であり、例えば2014年6月28日、大阪の商業

施設であるグランフロント大阪のカフェラボで開かれ

たカフェでは、STAP現象を科学的に検証しようとす

る内容であった。手法としては反転学習を取り入れ、

事前にオンラインでセミナーを受講するという形式だ

った（関 他 2014）。 

広島大学においても、日本におけるサイエンスカフ

ェ元年と言われる2005年にサイエンスカフェを立ち上

げる動きが始まった。当時広島市こども文化科学館

でアウトリーチを行っていた寺田健太郎さん（当時広

島大学理学研究科 助手、現 大阪大学 理学研究

科 教授）、Sさん（当時広島大学理学研究科 助手、

現 同大 特任准教授）によって有志が集められ、Y

さん（同大 教授）を代表とする活動が始まった。Yさ

んが体調を崩したことをきっかけに寺田さんが代表と

なり、2007年に第1回目の広島大学サイエンスカフェ

（以下広大カフェと略）を行って以来現在まで年3～4

回の頻度で土曜日に開催を続けており、合計31回開

催してきた1)。 

広大カフェは、「コーヒーや紅茶を飲みながら、アッ

トホームな雰囲気の中で、科学者が持つ知的好奇心、

知ることで得られる感動やワクワク感を一般の方に伝

えたい」という思いから立ち上げられたサイエンスカフ

ェである。そして、「理が苦を理楽へ」というコンセプト

のもとで活動しており、毎回、定員を上回る人々が参

加している。来場者からは「すごくわかりやすく、楽し

かったです」「大変興味深く拝聴できました」といった

感想が寄せられるなど、盛り上がりを見せている 2)。 

 

1.2 筆者の⽴場と本稿の⽬的 

 筆者は 2012 年から 2015 年まで学生ボランティアと

して、2015 年からはボランティアとして、そして 2016

年からは客員研究員として参加している。前項で述

べたように、広大カフェは来場者の多くが満足してお

り、筆者が関わった 4 年間の様子をふり返っても、比

較的スムーズに運営できていると思われる。 

では、広大カフェの毎回の運営について、あるいは

そもそもの運営の方針、広大カフェのあり方について

はどうだろうか。開始から 10 年が経過し、開催回数を

重ねた今だからこそ見えてくるもの、議論すべきこと

があるのではないかと考えた。 

第 31 回広島大学サイエンスカフェ「南極情熱大陸」 

（2016 年 8 月 2 日開催）での一場面（筆者） 
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本稿では、様々な立場の運営スタッフの、広大カフ

ェに対する思いをインタビューによって聞き出し、広

大カフェが 10 年以上継続し成功を収めている理由を

探るとともに、より一層発展させるために重要な視点

を探ることを目指した。また、10 年間の記録としても位

置付け、なるべく多くのスタッフの声を掲載した。 

  

 

２. 調査対象 広島⼤学サイエンスカフェについて 

 カフェの課題について議論するためには、その調査

対象の特徴を記述しなければならない。長くなるが、2

章では広大カフェの特徴について、運営組織とスタッ

フ、テーマと企画プロセス、他のカフェとの比較の順で

まとめる。 

2.1 運営組織とスタッフ 

調査対象とした広大カフェは、理学研究科のアウト

リーチ活動に力を入れていた教員有志が集まって立

ち上げられた（1.1で既述）。現在の広大カフェの組織

を図1に示す。2007年から2010年のカフェ活動は有志

によるボトムアップの活動であったが、2011年に広島

大学理学研究科に属する理学融合教育研究センタ

ーの中にアウトリーチ部門が設立され、広大カフェは

名実ともに広島大学大学院理学研究科として公式の

アウトリーチ部門と位置付けされた。アウトリーチ部門

の主な業務は、主にサイエンスカフェの企画運営であ

り3)、担当の教員が任命されている。その教員を中心

に広大カフェが企画運営されている。 

運営に携わる教員と事務職員には追加報酬がなく
4)、広大カフェの代表者は人事を行わない。スタッフは、

大きく分けて教員、事務職員、学生、学外協力者で構

成されておりスタッフの所属が理学研究科に限らない

のが特徴である。 

 

 

2.1.1 教員スタッフ 

教員スタッフは現在5名おり、主に広大カフェの企

画と運営に携わっている。初代代表者の寺田さん、現

代表者の福原さんともに理学研究科に所属する教員

であり、理学融合教育研究センターアウトリーチ部門

サイエンスカフェ担当を兼任し、広大カフェの代表者

を務めている。さらに、2名とも、広大カフェの代表者と

してだけでなく、一スタッフとして、企画・実施にも携わ

っている5)。カフェ担当の他に、アウトリーチ部門には

部門長と副部門長が所属している。2015年までは部

門長と副部門長は広大カフェのスタッフを兼任するこ

とはなかったが、2016年現在は副部門長が広大カフ

ェスタッフを兼任している。 

その他に、理学研究科や他の部局の教員がボラン

ティアとして参加している。本稿においてボランティア

とは、無償で任意参加しているという意味で用いてい

る。全ての教員スタッフは、コーディネーターとしての

役割も果たしている6)。コーディネーターの役割は以

下の通りである 

・次回の話し手となる教員を探して、参加してもらえ

るよう交渉する 

・学外協力者（ファシリテーター）との連絡 

・マーメイドカフェ以外で行う時は、会場の提案 

・打ち合わせ日程を決める 

・反省会（懇親会）の幹事 
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図1 広島大学サイエンスカフェ組織図 
*1 現在は部門長と理学融合教育研究センター長を兼任 *2 現在は副部門長と広大カフェスタッフを兼任 

*3 理学研究科教員    *4 理学研究科事務と理学融合教育研究センター事務を兼任 

*5 毎年 10～15 名程度。平成 28 年度は 16 名 *6 これまでに１名 

 

2.1.2 事務職員スタッフ 

事務職員スタッフは現在2名おり、職務の一環として

参加している。主に以下のような事務関係の仕事を行

なっている。 

・広大カフェHPの運営 

・情報誌への掲載依頼、チラシの学内掲示 

・参加予約窓口（メール・電話） 

・当日の備品及び配布物の準備 

・当日の受付 

・会計業務 

しかし、アウトリーチ部門専任の事務職員はおらず、

通常は親組織である理学研究科他の業務を行なって

いる。広大カフェの開催が決まると、他の業務と並行し

て広大カフェの準備を行う。 

 

2.1.3 事務職員ボランティア 

事務職員ボランティアは現在2名。広大カフェへの

参加がきっかけとなり、自らボランティアとしての参加

を申し出ている。主に当日の運営を手伝っている。具

体的には以下の仕事である。 

・記録係（写真撮影） 

・当日の受付 

広大カフェでは、学生ボランティアの募集は行って

いるが、事務ボランティアの募集は特に行っていな

い。 

 

2.1.4 学⽣ボランティア 

広大カフェは、学生への科学コミュニケーション教育

を行っている組織ではないが、学生ボランティアが多

数参加している。主に以下の役割を担っている 

・当日の会場設営 

・来場者への対応 

毎年約10人の学生ボランティアが参加している。その

所属は理学研究科だけではなく、過去には他研究科

の学生も在籍した。学生ボランティアの募集は、主に

チラシの掲示と教員からの声がけによって行われる。
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稀に、話し手の先生の学生が手伝いとして参加して、

そのまま学生ボランティアとしての参加を申し出ること

もある。スタッフ募集のチラシは理学研究科内に掲示

している。他部局所属の学生は、来場者としての参加

をきっかけに、学生ボランティアへの参加を申し出て

いる。 

 

2.1.5 学外協⼒者 

学外協力者として、2016年10月現在1名が、有償で

参加している。過去にはボランティアとして参加してい

た人もいた。いずれも、元広島大学職員である。主に

以下の役割を担っている（2016年インタビュー当時）。 

ボランティア、有償スタッフ共通 

・当日の準備 

ボランティア 

・当日の進行をツイッターに投稿 

有償スタッフ 

・香盤表の作成 

・企画運営のアドバイス 

・ファシリテーション 

 

以上のスタッフが所属しているが、広大カフェ1回の

開催にあたっては、教員3～5名、事務職員2名、事務

職員ボランティア2名、学生ボランティア5～7名程度7)

の計約10～20名のスタッフが担っている（2016年10

月）。これまで、広大カフェの運営に関わったスタッフ

の一覧を表1に示す。 

広大カフェの予算の内訳は学外スタッフ（ファシリテ

ーター）への謝金と交通費、消耗品費、スタッフと話題

提供者への飲み物代である8)。なお、交通費について、

学外開催の場合は職員と学生にも支払われる。また、

2008年～2015年までは、参加予約した参加者先着40

名分の飲み物とお菓子代も、内訳に入っていた。 

 

 

 

2.2 テーマと企画プロセス 

広大カフェのこれまでのテーマを表2に示す。テー

マは物理・化学・生物・地学・数学と理学研究科で行

われている研究分野について一通り行っている。先に

も述べた通り広大カフェは広島大学理学研究科に所

属する組織であり、主催も理学研究科となっている。

そのため、理学研究科のアウトリーチ活動の一環とし

て行われている。話題提供者は、述べ43人で、そのう

ち38名は理学研究科所属、4名は学外、1名は広島大

学と学外研究機関の兼任であった。 

各回の企画プロセスは以下の通りである。 

① 話題提供者の設定（約 3 か月前） 

スタッフからの提案や、企画時における、理学研

究科に所属する研究者の大きな成果や、参加者

が興味を持ちそうなトピックスを考慮して、コーディ

ネーターが話題提供者を設定する。コーディネー

ターは、理学研究科に所属する教員であり、基本

的に 1 回ごとの当番制となっている。 

② 協力依頼（約 1～2 か月前） 

コーディネーターが、話題提供者、ファシリテータ

ー、事務職員スタッフ、事務職員・学生ボランティ

アに協力を依頼する。 

③ 場所および日時の決定（2 か月前） 

内容が概ね確定したら、会場となる広島大学内の

カフェ「マーメイドカフェ」に協力を依頼する。これ

まではマーメイドカフェの営業時間内に、カフェの

好意によって無償で使用させていただいてきた 9)。

広大カフェはファシリテーターを学外の個人に依

頼しており、第 5 回から 30 回まで同じファシリテー

ターが担当している（第 9、12、26 回は、そのファ

シリテーターを含む複数人でファシリテーションを

行なっている）。そのため、この時までに、話題提

供者とファシリテーターの都合を考慮し開催日を

決定する。 
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表 1 スタッフ名簿（2016 年 9 月現在） 

名前 性別 年齢 参加当初の所属 
参加当初の

役職 
カフェでの 

役割 
カフェでの 
主な仕事 

カフェに 
関わってきた期間 

寺田健太郎 男 40 代 

広島大学 
大学院理学研究科 

（現大阪大学 
大学院理学研究科*1） 

准教授 
初代 

代表者 

代表 
企画 
運営 

4 年 4 ヶ月 
（2007.12 – 2012.03*1） 

福原幸一 男 50 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
助教 

現（二代目） 
代表者 

代表 
企画 
運営 

8 年 6 ヶ月 
（2007.12 – 現在） 

A 男 50 代 同上 助教 教員ボランティア
企画 
運営 

8 年 6 ヶ月 
（2007.12 – 現在） 

S 男 40 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
助手 教員ボランティア

企画 
運営 

1 年 4 ヶ月 
（2007.12 - 2009.03） 

C 女 40 代 
広島大学広報 

（現学外有償スタッフ） 

広島大学
社会連携・
情報政策室

広報グループ
特任講師

（広報担当）

学外スタッフ 
ファシリ 

テーション 

7 年 6 か月 
（2008.12 - 2012.03 広大広報)

2012.04 – 現在） 

D 女 50 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
ボランティア 

当日手伝い
記録写真 

受付 

6 年 8 ヶ月 
（2009.10 – 現在） 

E 女 50 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

事務手続き
1 年 6 ヶ月 

（2009.10 - 2011.03） 

F 男 40 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

事務手続き
1 年 4 ヶ月 

（2010.04 - 2011.07） 

G 男 40 代 

広島大学 
大学院理学研究科 

（現龍谷大学 
農学部） 

准教授 教員ボランティア
企画 
運営 

2 年 
（2010.08 - 2012.07） 

H 男 50 代 
元広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

事務手続き
2 年 9 ヶ月 

（2011.07 - 2014.03） 

I 女 40 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

ボランティア 

事務手続き
当日手伝い

（受付） 

2 年 9 ヶ月 
(2011.11 – 2013.03 理学研究科)

(2013.04-2014.08 ボランティア)

J 男 40 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
准教授 

元教員 
ボランティア 

企画 
運営 

2 年 
（2012.04 - 2014.03） 

K 女 30 代 
元広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

元事務職員 
スタッフ 

元ボランティア

事務手続き
当日手伝い
（受付など）

4 年 
（2012.04 – 2013.03 事務職員)

（2013.04 - 2016.03 ボランティア)

L 男 50 代 
広島大学 

先端物質科学研究科 
准教授 教員ボランティア 企画・運営

3 年 11 ヶ月 
（2012.07 - 現在） 

M 女 30 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

事務手続き
当日手伝い

（受付） 

3 年 1 ヶ月 
（2013.04 – 2015.08 事務職員)

（2015.09 - 現在 事務ボランティ

ア) 

N 女 40 代 
元広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

元事務職員 
スタッフ 

事務手続き
1 年 

（2013.04 - 2014.03） 

O 男 50 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
准教授 

教員 
スタッフ 

企画・運営
3 年 

（2013.06 - 現在） 

P 女 20 代 
広島大学 

大学院教育学研究科 
修士学生*2 学生ボランティア 当日手伝い

1 年 10 か月 
（2014.08 - 2016.03） 

Q 男 40 代 
広島大学 

大学院理学研究科 
事務職員 

事務職員 
スタッフ 

事務手続き
1 年 1 か月 

（2015.04 –現在） 

色付きはインタビュイー

*1現在も広島大学の客員教授としてスタッフ名簿に記載されている

*2 学生スタッフは2016年5月までに69名参加している。
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表 2 開催カフェ一覧 

 日付 タイトル（サブタイトルは省略） 対象となった科学の分野 

1  2007/12/21 今年の生物学の話題から*1 生物（細胞） 

2  2008/ 2/29 The Moon Cafe*2 地球惑星科学 

3  5/17 ドレミの科学*2 物理、音（波） 

4  7/ 5 微生物が支える生物圏*2 生物 

5  12/20 GFP ってなぁに？ 化学、生物 

6  2009/ 3/ 7 月の科学の最前線*1 天文、地球惑星科学 

7  10/31 コケってどんな植物？ 生物 

8  11/14  星のかくれんぼ 天文 

9  2010/ 3/ 6 マーメイドカフェでサイエンス 生活科学 

10  6/19 地球誕生の秘密*2 天文、物理 

11  8/28 葉緑体にあいた穴 生物 

12  10/27 隕石とナノテク？！*1 天文、地球惑星科学 

13  2011/ 3/26 化学反応の謎に迫る！ 化学 

14  7/30 コケってどんな植物？ その 2*2 生物 

15  11/13 ピッチングとスイングの科学*2 物理 

16  12/17 サイエンスカフェでクリスマス！！ 生活科学、基礎科学 

17  2012/ 3/10 サイエンススコープ 分野横断（物理、化学、生物、天文） 

18  6/23 リズムや模様の化学 化学、数理科学 

19  7/28 計算するアメーバの不思議*2 数理科学、生物 

20  9/22 ヒッグス粒子ってなに？*2 素粒子物理 

21  2013/ 3/ 2 地熱発電のしくみは？ その可能性は？ 地学、エネルギー 

22  6/15 科学と芸術のカエル三昧*2 生物 

23  11/16 秋～くだものの科学 化学 

24  12/14 星と元素と宮沢賢治*2 天文物理 

25  2014/ 4/12 福島原発事故による放射能汚染について 

サイエンスカフェとして伝えたいこと！*1 

放射能科学、リスク評価 

26  8/2 太陽系ができるまで 天文、物理 

27  12/7 ホヤの不思議*2 生物 

28  2015/7/25 連分数のふしぎ*2 数学 

29  9/26 植物の老化戦略 生物 

30  2016/5/21 重力波 高エネルギー物理 

31 8/2 南極情熱大陸*1 大気科学、生物、極地の科学 

*1 広島大学理学研究科以外の人が話し手  *2 マーメイドカフェ以外で開催
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④ 告知・広報（1 か月半前） 

学内を含め、関係各所にチラシ掲示を依頼、広大

カフェ公式ホームページでの告知、その他学外メ

ディア（中国新聞社発行のフリーペーパー）に情

報掲載等を行う。事前申し込みを受け付ける。 

⑤ 打ち合わせ（2 週間前～1 か月前） 

話題提供者とファシリテーター、コーディネーター

の予定を考慮し、打ち合わせを行う。基本的に打

ち合わせは１回で、希望する他のスタッフは時間

の都合がつけば参加することができる。 

⑥ 本番直前準備（4 日前～前日） 

4 日前 申込受付締切・申込人数確定・スタッフ人

数確定。 

3 日前 マーメイドカフェに発注 

2 日前 「会議費支出伺」・「謝金」申請提出 

2 日前～前日 必要備品の確認、機器の動作チ

ェック、参加者名簿の作成を行う。 

⑦ 実施当日 

会場設営、参加者の誘導、受け付けなど、当日参

加のスタッフが役割分担して運営する。 

⑧ 開催後 

サイエンスカフェ終了後、同じ日に反省および意

見交換をかねた懇親会を行う。また、翌日以降に

アンケート集計が行われる。 

 以上のプロセスは、会場の変更など特別の場合以

外は固定化されている。これによって、スタッフの入

れ替えがあった場合などは引継ぎが簡便となってい

る。 

 

2.3 他のサイエンスカフェとの⽐較 

 広大カフェが、どのような特徴をもつのかを整理す

るために、イギリス、フランス、日本のサイエンスカフェ

と広大カフェの一般的特徴を、中村(2008)を参考に

表 3 にまとめた。イギリスやフランスのカフェでは議論

が中心である一方、日本では研究者と一般市民の交

流や興味喚起が目的の中心に置かれている。もっと

も、日本でも様々なサイエンスカフェ主催されており、

取り上げている話題も多岐にわたっている。開催場

所については、カフェで行うもの、教室や会議室で行

うものがあり、形式については、話を聞くのが中心の

もの、参加者との議論を重視しているもの、グループ

ワークを行うものなど、様々な種類がある。 

多様なサイエンスカフェを分類することは難しいが、

例えば主催組織と形式というふたつの要素について

着目して、日本のサイエンスカフェの分類を試みると

図 2 のようになる。 

図 2 日本のサイエンスカフェ分類の例 

 

A、B、C、D の特徴と実例は以下の通りである。 

A） 大学、研究機関などの主催で行うカフェ。来

場者同士、来場者と話題提供者のコミュニケ

ーションを積極的に取り入れる。大阪大学コミ

ュニケーションデザインセンター ラボカフェ・

オレンジカフェ、横浜国立大学サイエンスカフ

ェなど 

B） NPO や企業、あるいは興味のある人が集まっ

た有志団体主催で行うカフェ。来場者同士、

来場者と話題提供者のコミュニケーションを積

極的に取り入れる。WEcafe、暮らしとバイオプ

ラザ 21 バイオカフェなど。 

C） NPO や企業、あるいは興味のある人が集まっ

た有志団体主催で行うカフェ。話題提供者に

よる話がメイン。三省堂サイエンスカフェ、サイ

エンスカフェ新潟など。 
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D） 大学、研究機関などが行うカフェ。話題提供

者による話がメイン。サイエンスカフェ札幌、国

立極地研究所サイエンスカフェなど。 

この分類方法を用いると、広大カフェは D に分類さ

れる。2016 年現在、広大カフェは、前後半各 1 時間

程度で、質疑応答の時間は、前半と後半の間に 10

分程度の休憩兼ねた時間や、後半の 後 10 分程度

に設けている。これ以外に、いつでも質問をしてもよ

い旨を参加者に伝えてはいるが、どちらかというと、

話し手が情報を提供する時間の割合がやや高いカ

フェである。ただし、2.1 で述べたように、広大カフェ

のスタッフにはボランティアも含まれているため、C の

性格をやや含んでいると言える。 

表3 イギリス、フランス、日本のサイエンスカフェと広島大学サイエンスカフェの特徴 

中村（2008）を基に作成 
 イギリス フランス 日本 広島大学サイエンスカフェ

主催者 

  財団、NPO、任意団体、行

政、大学、書店、学協会な

どの団体、個人 

広島大学理学研究科 

規模 

比較的小規模 比較的小規模 数十名程度 

場合によっては 

100～200 名 

40～70 名程度 

形式 

ゲスト１名 

 

話題提供（20 分） 

休憩 

ゲストと参加者による質

疑・意見交換・議論（1 時

間） 

ゲスト 3～4 名 

 

ゲスト自己紹介（各 1～2

分） 

会場を交えた議論・質問・

意見交換 

ゲスト１名が一般的 

（時に複数名） 

ゲストと参加者の間の対

話・議論 

あるいは 

ゲストの話題提供 

テーブル毎に議論 

会場とゲストとのやりとり 

ゲスト１名 

 

ゲストとファシリテーターの

対話（50 分） 

休憩・質問カードによる質

疑応答 

ゲストとファシリテーターの

対話（50 分） 

質疑応答 

資料 

パワーポイントや黒板の使

用は避けられる 

パワーポイントは使われな

いことが一般的 

パワーポイント・ 

紙芝居様のもの・ 

携帯電話で投票するシス

テムなど 

パワーポイント・ 

クリッカー 

目的等 

科学的事実を伝えるだけ

でなく問いを提示する 

科学者と市民をつなぐ場 

科学的な知見だけでは解

決できない、倫理的・社会

的な問題に対して多角的

に検証や論点を提示する 

研究者と市民の対話・交

流 

興味・関心の喚起 

興味・関心の喚起 

課題等 
  テーマ設定 

集客 

話題提供者の設定 

形式の固定化 
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3 調査⽅法 

3.1 インタビュイーの設定 

 様々な立場のスタッフの意見から、それぞれのスタッ

フが目指す方向性を探るため、スタッフに対して、本

研究目的を説明し、了承を得た上で、調査・研究を行

った。インタビュー結果について、広大カフェ代表者

である福原さんと相談し、本レポートではスタッフの名

前について、広大カフェの初代代表の寺田さんと現代

表者の福原さん以外は仮名表記とした。 

 これまで、広大カフェには累計して、教員スタッフ 8

名、理学研究科の事務職員スタッフ 8 名、事務職員ボ

ランティア 8 名、学生ボランティア 69 名そして学外スタ

ッフ 1 名が携わってきた。全員へのインタビューは困

難なため、インタビュイーとして以下の 9 名のスタッフ

に協力を依頼した。 

 

3.1.1 教員スタッフ 

教員スタッフは、サイエンスカフェの立ち上げに関わ

った初代サイエンスカフェ代表寺田さんと、現サイエン

スカフェ代表福原さんから話を聞いた（寺田さんにつ

いてはメールでのやりとりのみ。3.2 で後述）。教員ボラ

ンティアは複数名いるが、その中で物理学の大型プロ

ジェクトに関わっており、そのアウトリーチ活動につい

てもよく知っている L さんから話を聞いた。 

 

3.1.2 事務職員スタッフ／ボランティア 

事務職員からは、積極的に関わっている現在のスタ

ッフ M さんと元スタッフ I さんから、事務職員ボランティ

アは、 も長くボランティアとして関わっている D さんと、

元事務スタッフで事務をやめてからもボランティアを続

けている K さんから話を聞いた。 

 

3.1.3 学外スタッフ 

学外スタッフは、2008 年 12 月からファシリテータを続

けており、広大カフェという場作りを続けてきた C さん

に話を聞いた。 

 

3.1.4 学⽣ボランティア 

学生ボランティアについては、理学研究科の学生に

応募を呼び掛けているが、他研究科ではそう言った呼

び掛けは特に行っていない。今回は、授業や学びの

場をどのように組み立てるかに意識があり、その基礎

知識も持っていると考え、教育学研究科修士課程に

所属し、非常勤教員として中学理科を教えている、学

生ボランティア P さんを選んだ。 

 

3.2 インタビューの実施 

スタッフが目指す方向性について考察するために

半構造化インタビューを行った。予め用意した質問

は、表4に示した4点である。表中に質問とその質問を

行った目的を示す。 

またこのインタビューとは別に、広大カフェの立ち上

げについてどのように行われたのか、当時目指して

いた広大カフェの形を知るために、初代代表の寺田

さんに話を聞いた。 

インタビューは、筆者が2015年11月～12月にかけ

て、広大カフェの会場でもあるマーメイドカフェで90

分程度のインタビューを行った。インタビューは録音

し、その音声データを文字に起こした後に資料として

用いた。本稿中で用いる時に原文のままでは意味が

通じにくい場合は亀甲括弧〔 〕で意味を補った。本

稿で取り上げた発話には通し番号をつけた。 

教員スタッフのうち、初代広大カフェ代表者の寺田

さんはすでに広島を離れており、直接インタビューの

予定を合わせることができなかった。広大カフェを立

ち上げた経緯を知るため、メールにて立ち上げ時の

様子を確認した。寺田さんの発話はローマ数字で通

し番号をつけた。 
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3.3 分析⽅法 

 文字起こししたうち、特に広大カフェに対する意識

や課題が直接述べられている部分について抜きだし

て分析を行った。全文字数は119,811字であり、抜き

出した部分は23,623字（19.7%）である。発話を抜き出

されなかったインタビュイーはいない。 

 発話データは1ターンを一単位としたものがほとんど

だが、発話が長く、内容が分かれている場合は分割

した。そのうえで、グラウンデッドセオリーアプローチ

におおむね基づき、筆者がコーディングとカテゴライ

ズを行い、さらに共同研究者（共著者）と検討してそ

れらを精査し、再度コーディングとカテゴライズを行っ

て決定した。なおメールで情報提供していただいた

寺田さんの文面については事実関係を確認するため

であり、コーディング・カテゴライズによる分析は行っ

ていない。 

 本稿の目的は広大カフェのスタッフが目指している

「方向性」について考え、広大カフェをさらに発展さ

せるためにはどうしたらいいのかを考察するための予

備的なものである。そのため、全文を用いた分析まで

は行っていない。用いなかった発話部分は、活動の

詳細な説明であったり、個人的な感想であったりする

ものであるが、そこから読みとれる事も勿論あると思わ

れる。また、カテゴリー・コード相互の関係性に関する

十分な分析も行っていない。それらの分析について

は今後検討したい。

 

表 4 半構造化インタビューで用いた質問 

 質問 補足的な質問 目的 

1 広大カフェに参加するようになった経緯  
何をきっかけに広大カフェに参加した

のか、活動を継続していく中で、広大

カフェをどのように捉えるようになった

のかを聞き、インタビュイーの目指す

広大カフェの方向性を把握する。 
2 

広大カフェの位置付け、目的をどう捉え

ているか？ 
 

3 
広大カフェに参加して、一番大変だった

ことは何か？  

こんなことがあったらやめていたと

いうことがあるか？ 

何かあってもやめないのか？ 
課題を見出したり、別のスタッフに何

かを求めたりすることは、各々が持っ

ている理想の広大カフェを達成するた

めであると思われる。そこから、インタ

ビュイーが持つ広大カフェの目指す

方向性を把握する。 

4 

（教員スタッフ向け） 

事務に対して思うことは何かあるか？ 
事務は、どう動いて欲しいと思って

いると思うか？ 

（事務スタッフおよび事務・学生ボランティア向け） 

先生に対して思うことは？  
先生は、どう動いて欲しいと思って

いると思うか？ 
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4. 結果（1） 広⼤カフェの始まりと初期の運営 

初代代表寺田さん（写真右） 

 立ち上げ当初の様子について、当時の責任者であ

った寺田さん（現 大阪大学理学研究科教授）は以

下のように語っている（以下メール抜粋）。 

i： 寺田 

2005 年に広島のこども【文化】科学館のアウトリーチ

仲間の S 先生と、「いわゆる講演会ではないアウトリ

ーチをやりたいね」と意気投合し、2006 年に有志７

−8 名を集め、連名で理学部執行部に直訴し、予算

付きで活動を認めてもらいました。私も S さんも助手

だったので、数理分子の Y 先生をヘッドに立てまし

た。 

当時、Y 先生と S 先生で、広報もせず、クローズドな

高校生向けのセミナーの感じでカフェをやったよう

ですが、実は私は参加していません。 

 このコメントから、広大カフェの立ち上げは有志の行

動がきっかけとなったことがわかる。一方で、広大カフ

ェは単なるボランティア活動ではなく、当時日本で広

まりだしたサイエンスカフェを実施して、科学の裾野

を広げたいという理学部側の要望ともうまく一致した

活動として始まったようだ。 

 

第 0 回ともいえるサイエンスカフェの開催を受けて、

2007 年の夏頃、当時の T 研究科長から、会計と活動

実績の明確化を求められ、寺田さんが実質的な広大

カフェの責任者となった。そして、2007 年 12 月に第１

回目のカフェを開催した。 

 寺田さんは、広大カフェを運営するメンバーを募っ

た際のことを以下のように語っている。 

ii： 寺田 

理学部の構成員全員に、有志募集のメールを出

し、その時から福原先生、A 先生には参加してもら

っています。 

2008 年初頭から、福原、A、S、寺田、U、V、W で、

運営方針についてメール審議しましたが、みんなの

意見はまとまりませんでした。個性豊かなこのメンバ

ーで、意見がまとまる訳ないですよね。笑 

 

各々の教員の個性をまとめることが難しかったようで

あるが、寺田さんはその解決策として以下の方法をと

ったと述ベている。 

iii： 寺田 

多様性を重視し、むしろ意見はまとめず年４回でロ

ーテーションし、それぞれの会の責任者が個性を出

すことで運営しようと思いました。サイエンスの多様

性を出すことでマンネリ化を防ぐという意味もありま

した。 

当時、一番重視したこと、腐心したことを一言で言

えば、「（いろんな意味での）バランス感覚」です。 

 

寺田さんらの主導の下、2007 年から理学研究科の

物理・化学・生物・地学分野から 1 名ずつで構成され

るメンバー合計 4 名での運営が行われた。寺田さん

は、以下 5 点のバランスを も重視した企画を心掛け

ていたという。 

iv： 寺田 

（1） 物化生地の分野間 

（2） Nature/Science 級のトップサイエンスから、お

茶の間のサイエンスまで 
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（3） 助手から、研究科長までの職位のバランス 

（4） 研究者のサイエンスと、一般が考えるサイエン

スのバランス感覚 

（5） 開催場所、西条か広島市内か 

 

（1）は話題を偏らせないという意味でも当然として、

（2）（3）は理学部上層部の理解を得るには非常に

重要です。当時は（今も？）、「アウトリーチは、トッ

プサイエンスができていない人の逃げ道」という古

い考え方がありました。なので、そういう雑音を黙ら

せる為には、責任者の自分自身がトップサイエンス

をやらなくてはいけない、と強く思っていました。事

実、アウトリーチが研究の励みにもなりました。 

（3）に関しては、理学部の公式イベントなので、理

学部の中枢とは風通しをよくしておくのは不可欠必

要だと思いました。幸い、話しをしてもらった X 研究

科長、Y 副研究科長は、サイエンスカフェの応援団

になってくれたので、運営には助かりました。理学

部が文科省に提出する中期計画にも盛り込まれ、

名実ともに理学部の公式行事になりました。（4）の

バランス感覚を保つ為には、理学部外の血（視点）

が必要だと思いました。C さんはもちろん、当時の

大学本部の広報の人たち、エクステンションセンタ

ー、博物館のスタッフ、広島市のボランティアが当

時行っていたサイエンスカフェの人たちと情報交換

しました。みなさんが応援団になってくれて大変、

助かりました。 

 

 このようにして、広島大学サイエンスカフェが始まり、

今日まで様々な試行錯誤を経て活動を続けてきた。

寺田さんのコメントからは、広大カフェのミッションと構

造的な課題をうまく解決し、様々な個性を持つ人たち

の意見を強制的にひとつの方向性にまとめてしわな

かったからこそ、続けることができたという面白さを垣

間見ることができる。 

 10 年たった今、広大カフェはスタッフの入れ替わり

や、学外での企画、様々な分野の企画を経験してい

る。それらの経験を踏まえて、広大カフェのスタッフは、

どういった方向性を目指して活動を続けているのだろ

うか。  

 

５. 結果（2） 広⼤カフェスタッフへのインタビュー 

インタビュー結果から、【求めている機能】、【課題】、

【解決策】という三つのカテゴリーが生成された。それ

ぞれの発話断片数は 73、69、25 である。定義は以下

の通り。 

 

【求めている機能】：広大カフェに参加するにあた

って、スタッフが持っている、広大カフェとはどうい

ったものかという考え。どういう位置付けでカフェを

運営するか、どういうルールでカフェを運営するか

ということについて表現された発話。 

 

【課題】：発話の中に課題が表現されているものの

うち、解決策が示されていないもの。目標はあるが

そこに至ってない発話。 

 

【解決策】：課題に対する解決策になりうるもので、

提案や要望も含める。解決策そのものや、課題と

ともに解決策が示されているもの。目標があって、

それに達するためにどうするかが少しでも示されて

いるもの。～して欲しい、～がいい という文末の

発話を含む。 
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以下、5.1 では【求めている機能】について、5.2

では【課題】について、5.3 では【解決策】につ

いて述べる。なお 5 章では、インタビュイーごとにエ

ピソードをまとめている。インタビュイーの発話の後ろ

に、それぞれのカテゴリーとコードを【カテゴリー】

〈コード〉のように示している。カテゴリーとコードを

示していない発話は、非コーディング発話である。 

 

5.1 カテゴリー1【求めている機能】 

まず、どのような経緯で、広大カフェスタッフとして

参加をし始めたのか、参加してみてどのように感じた

のかについての意見をまとめ、求める機能について

考察した。 

カテゴリ【求めている機能】は、〈スタッフ視点〉、〈大

学視点〉、〈参加者視点〉というコードで構成される。こ

のコードによって、誰にとっての広大カフェなのかに

注目することができる。それぞれのコードの定義は以

下の通りである。 

 

〈スタッフ視点〉：スタッフ自身が広大カフェに求め

ている機能について表現されているもの。自分自

身について、自分と他のスタッフとの人間関係に

ついて表現されているもの。個人的な動機を述べ

ているもの。広大カフェという場を提供する組織よ

り、もう少し個人的な意見。 

 

〈大学視点〉：スタッフが考える大学が広大カフェに

求めている機能について言及したもの。仕事・業

務として、大学として何をしないといけないのかに

ついて表現されているもの。研究・研究者にとって

のサイエンスカフェの位置付けを表現したもの。広

大カフェという場を提供する視点からの意見。 

 

〈参加者視点〉：サイエンスカフェと来場者間の関

係や来場者が求めている広大カフェの機能につ

いて表現されているもの。また、スタッフが来場者

としてサイエンスカフェをどう考えるかについて表

現されているもの。スタッフが来場者に何を伝えた

いか？ 社会が何を求めてるのか（社会のニーズ）

を表現したもの。広大カフェという場に参加する来

場者視点の意見。 

 

  【求めている機能】を構成する三つのコードのイン

タビュイーごとのばらつきを表 5 に示した。全体では

〈スタッフ視点〉が も多かった。広大カフェのスタッフ

には、①一定の義務と責任が生じる、職務として参加

している教員・事務職員・学外スタッフと、②事務職

員・学生ボランティアが存在する。両者の間に、違い

があるのではないかと考えたが、役割に依存する顕

著なコードの偏りは見られなかった。もっとも本手法

でコードの偏りを厳密に比較する事はできない。 

次に、具体的な【求めている機能】を見るために、上

記①と②に分けて発話内容を次節に示す。 

 

表 5 カテゴリー【求めている機能】のばらつき 

 コード 

役割 インタビュイー
スタッフ

視点 

大学  

視点 

来場者

視点 
合計 

教員スタッフ 福原 6 3 2 11 

教員 

ボランティア
L 4 1 1 6 

事務職員

スタッフ* 

I 4 2 1 7 

K 10 2 0 12 

M 6 3 0 9 

学外スタッフ C 5 2 3 10 

事務職員

ボランティア
D 6 1 0 7 

学生 

ボランティア
P 5 0 6 11 

合計 46 13 14 73 

*I さんと K さんはボランティアとしても参加（詳細は表 2 参照）
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5.1.1 職務スタッフの【求めている機能】 

 教員、事務職員、学外スタッフの順で【求めて

いる機能】についてまとめる。教員として取り上げ

るのは、職務として依頼されたのではなく、聴衆として

数回参加してから教員スタッフとして参加した福原さ

んと、別の企画に参加した際に当時の広大カフェ代

表者に声をかけられ参加した L さんの 2 名である。 

 

◆エピソード 1： 福原さん（教員スタッフ） 

双方向性と、来場者が科学について考えるきっかけ 

 福原さんは、広大カフェの初期から関わってきた教

員の一人である、初期はメーリングリストでの情報交

換に参加しており、2012 年から代表者となっている。

福原さんは代表者ではあるが、一スタッフとして企画

運営に関わっている。例えば、パソコンのソフトウェア

を使ったコラージュやポスターデザインが得意なこと

もあり、チラシの作成を行っている。 

 

 福原さんは、サイエンスカフェという形を重要視して

いる理由は、研究者から来場者へ一方通行のコミュ

ニケーションを避け、研究者が来場者の思いを知るこ

とができる可能性があるからだと考えている。 

1： 福原 

何でサイエンスカフェの形式を取っているかという

と、講演会とかだと、一方通行。一方通行っていう

のが一つなんだけど、ちゃんと伝わってるか確認で

きないし、一般の方たちから、何を疑問に思ってる

かとか〔を知りたい〕。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

さらに運営者として、広大カフェを研究者と来場者

の双方向コミュニケーションを行う場にしたいと考えて

いるようだ。 

2： 福原 

やっぱりお話をお伺いするみたいにしたくない。こ

れは話題を提供してる人にもよるんだけど、自分と

しては〔一般の人から〕どう思われているか知りたい

気もする。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

来場者の意見を知るための方法として、講演会で

優しく説明するのではなく、あくまでも双方向のコミュ

ニケーションにこだわりを持っていることがうかがわれ

た。 

3： 福原 

アットホームな講演会っていうのは、まぁ説明すると

きに言葉を優しくするとか、多少その身近な内容と

かを絡めて噛んで含めるように話せば講演会でも

堅苦しくない形にすることはできるけど、それだとや

っぱり一方通行かなぁと。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

広大カフェが双方向のやりとり行う場となることを望

んでいる理由は、福原さんが本格的に広大カフェに

関わるようになった第 3 回（「ドレミの科学」2008 年 5

月 17 日）に関する発話に表れている。 

第 3 回「ドレミの科学」開催の様子 

 

4： 福原 

音階と数学的、振動なんでどちらかというと物理か。

そういうテーマの面白さと〔賀茂輝酒造という〕会

場。こういう場所でもサイエンスが語れるんだ。って

いうのと、アート、サイエンス以外のものと一緒にで

きるんだと。自分にとってショッキングでしたし、お客

さんもたくさん来てくれて。表現の可能性が見えた
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っていうか。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 福原さんが双方向のコミュニケーションを重視して

いるのは、 初に関わるきっかけになったカフェの印

象が強いのかもしれない。また、この発話からは広大

カフェの初期から、アートとサイエンスなど一見すると

繋がりにくそうな、異なるテーマをコラボレーションさ

せるなど、常に新しい可能性を模索しているように思

われる。 

また、福原さんは来場者に対して、広大カフェのト

ピックスについてもっと深く考えて欲しいと思っている

ようだ。 

 

5： 福原 

もう少し、深く考えていただけるといいなと。それは、

もちろん参加してる方全員なので、話題を提供して

いる人にも、なんかそういうのをしゃべってすっきり

して帰るんではなくて、ああよかったすっきりしたで

はなくて、伝わらんかったとか、こういう言い方もある

のかというそういうのを感じて帰ってもらえればと。 

【求めている機能】〈来場者視点〉 

この発話は、来場者にコーディングされているが、

来場者だけではなく話題提供を行った研究者につい

ても言及している。特に、話が伝わったかどうかや、も

っと違う伝え方について話題提供者が気付くきっか

けになってほしいという思いもあるようだ。双方向のコ

ミュニケーションを意識した発話ではないかと思われ

る。 

 現代表の福原さんは、来場者に対して、広大カフェ

をきっかけに新しい疑問を一歩踏み込んで考えて欲

しいという思いが強いようである。 

6： 福原 

こんな研究しました。こんな結果が出ました。めでた

しめでたしではなくて、だからそこからどんな問題な

り可能性が出てくるかとか、社会的な位置付けなり

を分かっていただくのが大前提。その上でまた新し

い疑問なり宿題なりを持って帰っていただけると嬉

しい。 

【求めている機能】〈来場者視点〉 

 

また、科学研究についてだけでなく、来場者が日常

的に目にする科学的な情報に対する判断力や選択

力を育てる必要性を感じているようだ。これは、福原

さんが理想とする、広大カフェの大学としての役割か

もしれない。 

 

7： 福原 

本当にわかってもらえてるのかな？ とすごく不安で

す。特に 近は本当に色々と、自然科学系では、

科学技術系の事は身の回りの出来事として、いろ

んな問題、いいことも悪いことも、多くなってきました

ので、非常に危機感を感じていまして。 

 

 一方で大学におけるサイエンスカフェはアウトリー

チであると福原さんは考えている。 

8： 福原 

理学研究科の構成員の研究成果を一般に紹介し

てほしいというのが、おそらく、おそらくというか、まぁ

そうですね 

【求めている機能】〈大学視点〉 

 

そして、理学研究科だけでなく大学全体で行う取り

組みにしたいという思いもあるようだ。 

9： 福原 

本当は理学研究科というんじゃなくてもうちょっと広

く大きく構えたい。同じ問題意識持ってる人も多い

し。工学部とかね。生物生産と教育、博物館とか、

そういうふうな縄張りを気にせずなんかしたいなと。

だから大きなやつを年に数回とかじゃなくて、毎月

ちっちゃいやつをというか 
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現在、広大カフェは年に 2～3 回の開催だが、もっ

と頻繁に開催して、市民と科学者がコミュニケーショ

ンをとる機会を増やすことを望んでいる。 

10： 福原 

続けてくるにつれて、もうちょっとちゃんと外の、一

般の方と繋がらないと繋がらないな、というのがわか

ってきて、どうしたもんかなというのが現時点。どうし

たもんかなっていうのは、方法論もなんだけど、こっ

ちからいろいろ優しく解説してみても〔福原さん自身

が、市民とコミュニケーションを取れたという〕達成感

がない。 

【求めている機能】〈大学視点〉 

福原さんの話ぶりからは、来場者とのつながりをど

のように作るか、常に葛藤している様子がうかがわれ

た。 

 

福原さんは大学が求めている広大カフェの目的を

以下のように語った。 

11： 福原 

部局としては、理学研究科の業績を広く知っていた

だくというのがある。（中略）言ってしまえば宣伝です

ね。（中略）よく言われるのは、誰々先生が新聞に報

道されました。これをサイエンスカフェでやっていた

だくのはどうでしょうか？という。 

大学執行部として、なるべく理学研究科の構成員

の成果を知っていただきたいということをよく理解して

おり、否定する気は全くないとも述べていた。 

 

一方で、同時に理学研究者主催の広大カフェの限

界も感じているようである。大学としてもっと他の部局

や学外の機関と連携することも考えているが、福原さ

んの話では大学として実行するのは難しいようであ

る。 

12： 福原 

なかなか外部から呼んでくるのは若干…。 

主催している広島大学理学研究科以外を巻き込む

ことは難しいことをうかがわせる話ぶりであった。しか

し、福原さんは理学研究科としての目的を理解した

上で、広島大学全体を巻き込んだものにしたいと思

っているようだった。 

 

◆エピソード 2： L さん（教員ボランティア） 

専門家が非専門家に話す訓練              

 L さんは、第 15 回広大カフェ「ピッチングとスイング

の科学」（2011 年 11 月 13 日）から現在まで関わって

いる教員である。これまでに、広大カフェで 5 回話題

提供者を務めている 10)。L さんは、広大カフェに関わ

る前から、国際プロジェクトや素粒子の大型実験に関

わっており、アウトリーチ活動の経験や知識を持って

る。 

 広大カフェで L さんが提供する話題は、L さん自身

の研究に直接関係するものだけではない。例えば、

第 15 回広大カフェは、自身のバックグラウンドを物理

という大きな枠組みで捉えた企画であった。 

 L さんは話題提供者としてだけでなく、運営にも携

わっており、いつも的確な意見やアドバイスを出して

くれる教員スタッフの一人である。 

 

広大カフェ教員スタッフには、話題提供者として依頼

を受けたのちに興味を持って、教員スタッフとして参

加する場合と、L さんのように別のイベントで話題提

供をしたことがきっかけで、関わる場合がある。 

13： L 

サイエンスカフェの前に、前振りがあって、東日本

大震災のときに寺田さんが中心となって、いま東日

本で何が起こっているのかという、融合センターとし

てのセミナーシリーズをやったんですよ。そのときに

私が、いわゆる放射線の基本的な話をするというと

ころを請け負って、それでセミナーシリーズに参加

したのです。それ以前は、寺田さんを知らなかっ

た。それで寺田先生と知り合って、それからです

ね。何かのときにサイエンスカフェというのをやりまし

ょうかという話になったのです。 

【求めている機能】〈大学視点〉 
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 このセミナーシリーズというのは、2011 年 6 月 5 日に

広島市こども文化科学館で行った、一般市民向けの

オープンセミナーである。このセミナーへの話し手と

しての参加が、L さんがサイエンスカフェに関わるきっ

かけになっている。大学の役割の一つに、科学的な

視点からの情報を市民に伝えることが含まれるという

考えが、L さんの中にあったのかもしれない。 

 一方で、L さんも福原さんと同様に広大カフェは双

方向のコミュニケーションを達成するための取り組み

であると考えている。 

 

14： L 

アウトリーチというと、何か上から目線的な語感があ

って、あまり良い言い方か分からないのだけれど

も、それにしても、そういうどちらかというと双方向に

重きを置いたようなコミュニケーション、科学の、自

分たちがやっている内容を伝える。その方法として

サイエンスカフェというのがあると思っているわけで

す。それが当初から思っていた目的。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 Lさんが双方向のコミュニケーションを求める理由は、

彼が関わっている大型プロジェクトや大型実験を実

現するために、一般の人たちにも研究について理解

してもらう必要があるからだと述べている。 

15： L 

プロジェクトが大きくなればなるほど、それ〔一般の

人の理解〕が無いと実現しないということになって、

結局それをやるためには一歩一歩小さなところから

いろいろな人に話していくことが必要であると。そう

いう実は自分がやっている研究プロジェクトに直結

したニーズなんですよ、これが。 

 

 それだけではなく、研究者自身が市民との対話の

方法について学び訓練する場だという考えを持って

いる。 

 

16： L 

自分にとってみると、人に話す方法も実施で練習す

る、練習と言っては申し訳ないかもしれないけれど

も、場数を踏む機会としては、これは非常に良いと

思っています。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 L さんは、基礎研究を行っており、特に基礎研究分

野の話題に対する市民の反応を知りたいようだ。その

反応から自分たち研究者の言葉が通じるか否かを知

り、伝え方のブラッシュアップにつなげることを考えて

いる。 

17： L 

特に一般の人たちは、私などは基礎科学をやって

いるので、それに対してどう考えているかとか、あと

非常に重要なのは、私たちが普通に使っている言

葉が、どのぐらい通用するのか、またはしないのか、

と言ったほうが良いと思うけれど、ほとんど通用しな

いわけですよ。それを身をもって感じる機会として、

我々にとっても本当は良い機会だと思いますけれ

ど。「こんな面白い事」と言ったつもりが、聞いている

人の反応が「難しいなぁ」で終わってしまうわけです

よ 

【求めている機能】〈来場者視点〉 

 L さんにとって広大カフェは、研究者の側だけでな

く来場者も発言し、両方の立場の意見や考えを交換

する可能性がある場とも、位置付けられているようだ。 

 

今回取り上げた L さんの発話は、双方向のコミュニ

ケーションや、来場者の考えを知ることについてのも

のが多かった。これは以下の発話に現れているように、

L さんの関わるプロジェクトや大型実験などのバック

グラウンドが大きく影響しているかもしれない。 

18： L 

素粒子物理というのは、やっている事自体がものす

ごく地味で、なかなか一般の人にはわかってもらえ

ず、かつ、お金ばかりいっぱいかかるので必死にな



 

19 
 

CoSTEP Report   No.3 (2017.4) 

ってアウトリーチをやっている。そういう事ですよね

（笑）。 

 

 両教員とも、〈スタッフ視点〉、〈来場者視点〉にコー

ディングされた発話に込められた思いは似ているよう

だ。特に、一般市民の反応に関心があるというのが共

通点としてあげられる。「サイエンスカフェは科学者と

市民との間の双方向的なコミュニケーションを重視し

たり、専門家に限らず、広範囲な人々との間で科学

技術について議論するような場を創出しようとするも

のである（中村 2008）」ことを考えると、科学者が自

身の研究の紹介だけでなく、市民の反応に関心を持

っていることは、サイエンスカフェにとって良い傾向で

あると言えるだろう。 

 

次に事務職員についてまとめる。事務スタッフ、

元事務スタッフについては、今回インタビューした I さ

ん、M さん、K さんの 3 人全員が、当初は職務の一環

として参加した、と答えていた。 

 

◆エピソード 3： I さん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

科学に触れる機会                      

 I さんは 2011 年 11 月から 2013 年 3 月まで、事務

職員スタッフとして参加をしていた。広大カフェの常

連の来場者をよく覚えており、臨機応変にメールや

電話等の対応をすることがよく知られている。 

 I さんの具体的な業務としては、内容や日程が決ま

った後の広報から、カフェへの依頼、物品や当日

の配布物の準備等である。さらに通常の業務だけで

はなく、広大カフェに対してとても積極的に関わって

いる。例えば、スタッフＴシャツのデザインを考えたり、

バラバラであった資材を、当日使いやすいように整理

して収納する方法を提案するなどしてきた。 

 また、I さんと同時期あるいは I さんの直後に事務職

員として参加したスタッフ 2 名は、広大カフェの業務

について、I さんから説明を受けている。そして、2 名

とも、I さんの説明を聞いて、広大カフェについてポジ

ティブな印象を持って関わることができている（発話

28，29 参照）。広大カフェの運営に大きく貢献した事

務職員の一人であると言えるだろう。 

 

 Iさんは、日頃科学（Iさんは科学ではなく「理科」

という言葉を用いている）に関心を抱いていなかっ

たのだが、広大カフェで話を聞いて、改めて普段理

科の話を聞く機会がないことに気付いた。現在は、広

大カフェに参加して、話を聞くことを楽しんでいるよう

だ。 

 

19： I 

ヒッグス粒子って何って、知ってたからってどうなる

ってことないじゃん。でも、聞いてたらふーんって。

隕石だって、ふーんって。でもこういう機会がないと

聞くことがないし。こういう場を設けるっていうのは大

事だよね。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

I さんの理科への印象は、学生時代の経験が関係

するようだ。 

20： I 

なんかトラウマになっとるんよね、ずーっと理科嫌い

嫌いってきてるから。何が面白いんだろうって 

上記のようなコメントをするほど I さんは理科に馴染

みがなかったようだ。しかし一方で、理科に触れる機

会を持つことは大事だと考えている 

21： I 

〔内容は何が面白いのかわからないが〕なるほどね

っていうのがあるから。〔話を〕聞いてる中で。だから

こうだったんだって。そういう気づきは大事なんだろ

うなと思う。 

 

 広大カフェに参加したことによる理科に対する印象

の変化は、I さんだけではなく来場者にも起こりえるこ

とかもしれない。そのような思いがあったのだろう。I さ
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んは、来場者が理科に興味を持ってもらえるよう、試

行錯誤しながら業務を行ってきた。 

22： I 

私自身が理科好きじゃなくて、そういう人に少しでも

興味を持ってもらえるような情報発信かなと思って。

【求めている機能】〈来場者視点〉 

この思いは、I さんが第 15 回でスタッフを始めてから

21 回で事務職員スタッフをやめるまでずっと変わって

いないという。 

23： I 

〔興味を持ってもらいたいという思いは〕ほぼずっと

同じ。興味がない人に興味を持ってもらおうと持っ

たら、面白いなってどっかで気づかないと思わない

から。親しみやすいし、参加しやすいし、そういうそ

れを気をつけてやってた。情報発信するとき特に。

ちょっとでも目を引くように、っていうのは気をつけて

やってた。 

 

 一方で、大学としての位置付けは、アウトリーチで

あると考えている。 

24： I 

サイエンスカフェ自体が一般の人に向けてだから、

少しでもサイエンスに興味を持ってもらおう。アウトリ

ーチ。大学の役割はそれかな。 

【求めている機能】〈大学視点〉 

 

 インタビュー中 I さんは、職務ではあるが、自分自身

が楽しんで取り組んでいたことが想像できるような口

調で話していた。こういった I さんの取り組み方を見た

他の事務スタッフが、広大カフェに対してポジティブ

な印象を持ったのも納得出来るように思う。 

 

◆エピソード 4： K さん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

自分のため、そして作り上げる一体感が楽しい    

 I さんが事務職員スタッフとして広大カフェに関わり

始めて 6 ヶ月後に、K さんは事務職員スタッフとなっ

た。テーマによっては興味を持って自発的に内容を

調べるなど、広大カフェに熱心に参加していたスタッ

フである。K さんの仕事内容は、チラシの印刷と

学校や企業や大学近くのショッピングセンター
11)への送付準備などである。 

 

 広大カフェは、事務職員の業務ではあるが開催日

が休日なので当日の参加は義務ではない。しかし、

初は、K さん自身の意思で当日の参加を決めてい

る。 

25：K 

サイエンスカフェの準備は平日の午前から午後

までなので仕事の一環なんだけど、土曜は勤務

外でお休みだから、いろいろ手続きとかもある

から、どっちでもいいというか、本人の意思に

任せるって感じだったんだけど、準備してる中

で一度は参加したいなと思って参加しました。

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

なお、開催当日に参加している事務職員スタッ

フは、全員自主的に参加している。 

 

 K さんは広大カフェの機能を自分が学べる場

としているようだ。 

26： K 

学校の授業とは違って、今、興味のあることを

時事ネタとかも入れてもらってて、わかりやす

く一般に方に向けて話すっていうので、後、小

学生から年配の方まで、幅広くということで、

噛み砕いて話されてるので、自分のために行っ

てる感じ。理科に親しむみたいな、感じで。ま

たみんなで作り上げていくっていう一体感も

楽しくて。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 しかし、関わり始めた当初は、職務をこなすだ

けで十分だと考えていたようである。 

27： K 

最初は何やってるのか全然わからなくって。ち
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らっとホームページ見たかな。得体の知らない

というか、そういう活動をしてるっていうのも

知らなかったし、でも、事務だから事務として

関わればいいと思っていて、深く関わると思っ

てなかった。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 そして、参加して他のスタッフと仕事をするう

ちに、より積極的に関わりたいと思い始めたよう

だ。 

 

28： K 

周り見てみたら、皆さん思い入れもあって面白

そうって気持ちも入ってきた 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

中でも、一緒に仕事をする機会が多かった I さ

んと、広大カフェを立ち上げた寺田さんの影響は

大きかったようだ。積極的に広大カフェの運営に

関わっていたスタッフの様子を見てより一層深

く関わりたいと思ったようである。 

29： K 

〔関わっている人が〕すごい熱心にというか、

まず、I さんから話を聞いて、それから寺田先生

の思いとか聞いて、そのあとで寺田先生が直接

話されてるのとかを聞いて、付いていこうとい

うか。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 新しく入ってきたスタッフにとっては、一緒に

仕事をしている人が取り組んでいる姿勢が大き

く影響していた。さらに、K さん個人に役割が与

えられたことによって、より一層、責任感と充実

感を持って参加するようになったという。 

30： K 

特に参加意識が強くなったのは、役割を 1 つ、

ツイッター〔の情報更新〕を頂いてからが大き

いかな。あ、あとホームページを作らせてもら

えるようになったこと。内容に踏み込んだ形に

なったので。〔ヒッグス粒子の話からツイッタ

ーを任されるようになり、〕興味を持ってやる

ようになって、ただ聞くっていうかそれを外に

発信するっていうように意識が変わってきたの

を覚えてます。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

  

K さんは、大学としての広大カフェの位置付け

を、大学の広報であると捉えている。意識の変化

は、広報活動という役割に貢献しているという達

成感があるかもしれない。 

31： K 

学科に組み込まれた時点で、大学の PR も兼ねて

るのかな、と思います。 

【求めている機能】〈大学視点〉 

 

なお、K さんは、事務職を退いた後もボランテ

ィアとして 2 年ほど活動を続けている。これに対

して、運営スタッフ同士の関係が良いこと、K さ

ん自身が勉強したいと思っていることを理由に

挙げていた。 

32： K 

ギスギスした環境だったら仕事辞めてまで来よ

うとは思わなかったけど、勉強したいっていう

のと、また会いたい人がたくさんいるっていう

のが大きいです。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

◆エピソード 5： M さん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

実際に参加してカフェの面白さを知る           

 M さんは、K さんの退職後から事務職員として積極

的に広大カフェに関わっていた。通常の業務だけで

なく、マーメイドカフェ以外で開催する時には、来場

者に渡すお菓子のラッピングを提案するなど、他のス
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タッフの意識が及びにくいところまで考えて動くことが

できるスタッフの一人である。 

 実は M さんはスタッフになる以前に、広大カフェの

発足時に財務の仕事をしており、予算の相談を受け

ていた。しかしその時は、広大カフェをよくわからない

ものだと認識していたようだ。 

33：M 

始まった時を一応知ってて。違う部署で、財務

の方にいた時に、理学研究科の総務担当？のど

なたかは忘れたけど、その方が、カフェを始め

ようと思うから、お金のことで相談させてくだ

さいって話があって。（中略）でもその時はぼ

んやりだし、なんだろう？みたいな感じだった

んですけど。まあ研究支援になって、カフェと

かの仕事を説明されて、ちょっとわかるように

なって、じゃあ担当してくださいねってことに

なって。前任者の方に色々聞きながら。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 事務職員として広大カフェ担当を任された M さんは、

参加するうちに広大カフェの内容に興味を持ち始め

たという。 

34： M 

初は仕事だったから、講演の内容を聞く気はあま

りなかったんですよ。事務的な仕事をしてお手伝い

するって思ってて。でも科学の話って聞く機会って

ないんですよ、なかなか。だから、毎回なんか違うテ

ーマでやってるから、何か、内容が面白いんだなっ

て 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

また、関わっていくうちに M さんにとって、サイエン

スカフェとは少人数のアットホームな雰囲気で行われ

るものだと感じたようだ。 

35： M 

この辺り〔第 22 回 科学と芸術のカエル三昧〕は講

演会っぽくて、ここ〔第 23 回 秋～くだものの科学〕

で初めてあーって思って、〔アットホームで〕カフェっ

てこんな感じなんだなって思って。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

内容を楽しんで参加している M さんだが、大学とし

ての位置付けは、アウトリーチであると認識している。

外に向けて情報を発信していくことが、大学にとって

必要なことであると考えているようであった。 

36： M 

融合センターでアウトリーチ部門があるじゃないで

すか？その位置付けというか、そこに含まれている

んだろうなと。 

 

エピソード 3・4・5 から、事務職員スタッフは

初めから広大カフェについてマイナスイメージ

は持っていなかったようである。M さんによると、

前任者からの情報で面白そうだと感じて参加し

始めている。このことから、前任の職員や既に参

加している人からの情報でカフェのイメージが

左右される可能性があるようだ。 

 

◆エピソード 6： C さん（学外スタッフ） 

ファシリテーターとしての役割           

 C さんは、ファシリテーターとして 8 年、広大カフェに

関わっている。間合いの取り方が上手く、来場者が質

問したいことを、代理で的確に質問できるなど、スタッ

フからも来場者からも定評のあるファシリテーターで

ある。また、ファシリテーションだけでなく香盤表の作

成なども行っており、広大カフェでは重要な役割を担

っている。 

 進行の上手さから福原さんは C さんを優秀で個性

的であると評価しながらも、広大カフェは、毎回話し

手が変わるのに対し、第 5 回以降、ファリシテーター

は C さんに固定化されているため、良い意味でも悪

い意味でもサイエンスカフェのスタイルがパターン化

していると 述べていた。 
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 C さんは、広大カフェを立ち上げた寺田さんのスカ

ウトによって、ファシリテーターとして関わるようになっ

た。その時に寺田さんから聞いたであろう言葉が、C

さんにとっての広大カフェの位置付けに大きく関わっ

ている。 

37： C 

先生から散々聞かされてきたのは、「理が苦（理

学）」から「理楽」へっていう、サイエンスは人里離れ

たところ、象牙の塔みたいなところでやってるもので

はなく、楽しいものだということをアウトリーチしたい

というのが先生の思いだったので、そのための一つ

の接点として C が投入されたと思っているので、そ

の役目を任されていると思ってる 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

C さんは、市民と科学者の接点になる役割を求めら

れて、広大カフェに雇われたと考えているようだ。そ

のため、広大カフェをどうするかというよりも毎回の展

開をきちんと考えて取り組みたいようだ。広大カフェ

は委託の仕事だから、と前置きした上でこう語った。 

38： C 

どうしてやろうとかはなくて、ファシリとしてどういう

展開にしてやろうとかが仕事だと思う。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 C さんは、広大カフェの黎明期、広島大学本部の広

報部の契約職員の立場だったこともあって、広大カフ

ェは大学のアウトリーチ活動の一環として考えている

ようだ。 

39： C 

先生の 先端の研究にも触れないと、広大でや

ってる意味がないじゃない？（中略）これは世界で

まだよくわかってないんですよねってとこに触れて

帰ってもらわないといけない。 

【求めている機能】〈大学視点〉 

 

また、発話 38 のような広大カフェとは距離を置くよう

な発言をしながらも、来場者に対して、広大カフェを

きっかけに自分で考えて判断する力を持って欲しい

という思いを持ってる。 

40： C 

サイエンスっていうけど、他人事じゃなくて普段文

系ですって暮らしてる私たち文系にも降りかかっ

てくることなんだなっていうのがあって。そういうの

を踏まえて、その先生の人となり、楽しいサイエン

スの裏話、情熱的な研究の話、 先端の研究、プ

ラス、知った上で自分の頭で考えて判断するのっ

て大切ですよねっていうのを持って帰って欲しい

っていうのはある。〔3.11 以降〕 

【求めている機能】〈来場者視点〉 

 

5.1.2  ボランティアの【求めている機能】 

 ボランティアとして参加しているのは、事務職員と学

生と元事務職員の学外ボランティアである。ここでは、

設立当初からボランティアとして活動している事務職

員 D さんと学生 P さんの発話を紹介する。 

 

◆エピソード 7： D さん（事務職員ボランティア） 

スタッフ自身の学びの場                   

 D さんは、初めて参加した第 3 回広大カフェ「ドレミ

の科学」（2008 年 5 月 17 日）の時にボランティアとし

ての参加を申し出て以来 8 年間活動を続けている。

主に、当日の写真撮影と受付を担当している。 

 

D さんは、大学としての広大カフェの位置付けはア

ウトリーチであると考えている。 

41： D 

〔大学としては〕外に向けてのアウトリーチ。色んな

先生が理学研究科にはいるよっていうのを伝えるた

めの。 

【求めている機能】〈大学視点〉 

 



 

24 
 

CoSTEP Report   No.3 (2017.4) 

一方で、D さんにとっての広大カフェの機能は、自

分が科学の話題について学ぶ場であると考えている

ようである。 

42： D 

詳しく聞ける。優しく話してもらえる、聞くことも一緒

にできるという〔場〕。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

学べるだけではなく、スタッフとして手伝えることも D

さんの参加の要因になっているようだ。 

43： D 

自分も参加できて〔手伝えて〕、知識を得られる場。

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

◆エピソード 8： P さん（学生ボランティア） 

来場者とスタッフの両視点から               

 学生ボランティアは、理学研究科内で募集をかけて

いる。そのため 2014 年まで、理学研究科の学生ばか

りであった。しかし、P さんは、教育学研究科に所属し

ており、自身の興味と教材探しの目的で広大カフェ

に来場者として参加していた。ボランティアとして参加

するようになったのは、教育実習を通じて知り合った

理学研究科の学生ボランティアから誘われたからだと

いう。  

 

P さんは、広大カフェはスタッフがもっと来場者と会

話をする場、双方向のコミュニケーションをとる場だと

考えているようだ。 

44： P 

私が思うサイエンスカフェって、スタッフも参加型な

のかなと思っていて、今、先生がしゃべっていざ本

番の時って、学生はずっと立ったりしてるだけじゃな

いですか、常に喋ってるわけじゃないんだけど、ち

ょっとした疑問に対応できるとか、小難しい話はでき

なくても。そういうのがあればいいのかなって。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

P さんは、かつて一来場者だった経験があるため、

来場者としての視点とスタッフのとしての視点を持っ

ている。内容理解について、来場者として参加してい

た時と、スタッフとして参加している時とでギャップが

あったと語っている。 

45： P 

お客さんとしての時は、頭使わずに見てただ楽しん

でただけだったんだけど、スタッフやり始めて、理解

しなきゃって思うようになって。純粋に楽しんで内容

は見てないかもしれない。もしかしたら。面白くない

とは思わない。でも、紅葉の話〔第 29 回植物の老化

戦略〕とかだんだん難しくなるじゃないですか？で、

あーついていけないって。 

【求めている機能】〈スタッフ視点〉 

 

 P さんは、自身が参加した通常の広大カフェはやや

一方通行気味だと感じている。そして、もっと来場者

を巻き込んで双方向のコミュニケーションを取ることを

志向しているようだった。 

46： P 

近だと、数学が面白かったです。私は数学ダメな

んです。いつものカフェより、場所も対象も違うから

かもしれないけど、巻き込んでやってた感じがよか

ったなって。いつもの受ける印象だと、どうしてもだ

んだんコミュニケーションがなくなって、いつの間に

か一方通行になっちゃうんだけど、あの時は 後ま

で、双方向でコミュニケーションできてて。 

【求めている機能】〈来場者視点〉 

現在の広大カフェの参加人数は、1 回 40～70 人と

多いため、双方向コミュニケーションを達成するのは

難しいと思われるが、 後まで参加者を巻き込む工

夫をする企画があってもいいかもしれない。 

 

事務職員・学生ボランティア共に、本人が何らかの

役割を担い、学ぶ場にしたいという思いに共通点が

見出された。もっとも、学生ボランティアの P さんは、

教育学研究科に所属し、中学理科の非常勤講師と
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いうバックグラウンドがあったことから、学びの場作り

についての意識が高いことが予想され、他の学生ボ

ランティアより、その役割について深く考えていた可

能性がある。具体的にどれくらいの学生ボランティア

が、自分たちの役割について考えているのか。また、

どういった役割が出来るとよいと考えているのかにつ

いては追加の調査が必要である。 

 

5. 2 カテゴリー２【課題】 

 次に、広大カフェが持つ【課題】についての結果を

まとめる。【課題】カテゴリーは、以下の四つのコード

から構成されている。 

 

〈組織運営〉：サイエンスカフェはどうあるべきかとい

う各個人の理念、組織において自分が求められて

いる機能・業務、組織が大学執行部から求められ

ている機能等（【求める機能】に関しての課題・解

決策）組織自体の維持・発展に関すること。予算と

その使い道に関すること。 

  

〈個人間コミュニケーション〉：業務的・目的志向的

コミュニケーションではなく、スタッフ間のパーソナ

ルな領域でのコミュニケーションに関すること。「絆」

「仲間」等の発話が含まれる。 

 

〈企画プロセス〉：カフェを開催するための企画プロ

セスや、本番のカフェの準備・進行など、方法・手

段に関係することについて表現されているもの。特

定の回のカフェではなく、どの回の企画についても

言えること。 

 

〈内容〉：個別の回のカフェの内容に関わること（テ

ーマ、演出、構成、ゲスト、来場者、内容） 

 

このコードから、広大カフェを企画運営する上で、ス

タッフが も課題と感じていることを知ることができる。

コードのばらつきを表 6 に示した。コード別にみると、

〈個人間コミュニケーション〉が も少なかった。役割

別にみると、〈組織運営〉の約半数が福原さんによる

発話だった。その他のコードについては立場に依存

した明確な偏りは見られなかった。 

広大カフェ組織内の様々な役割のスタッフが、【課

題】について様々な視点を持っていることがわかるよ

うに、以降では四つのコードごとにエピソードを記載

した。なお、コードごとにまとめているため、各発話の

後にコードは記載しない。 

 

表 6 カテゴリー【課題】のばらつき 

 コード 

役割 インタビュイー
〈組織 

 運営〉 

〈個人間 

ｺﾐｭﾆｹｰ 

ｼｮﾝ〉 

〈企画 

 ﾌﾟﾛｾｽ〉 
〈内容〉 合計

教員スタッフ 福原 11 3 3 3 20 

教員 

ボランティア
L 3 0 2 5 10 

事務職員 

スタッフ 

I 2 0 4 2 8 

K 3 0 1 1 5 

M 1 1 3 3 8 

学外スタッフ C 0 0 0 3 3 

事務職員 

ボランティア
D 1 0 4 0 5 

学生 

ボランティア
P 0 0 3 7 10 

合計 21 4 20 24 69 

 

 
5.2.1 〈組織運営〉の【課題】 

◆エピソード 9： 福原さん（教員スタッフ） 

広大カフェに対する理念の違い・温度差         

 福原さんは、〈組織運営〉に関する【課題】を も多

く述べている。福原さんは、各スタッフが持つ広大カ

フェに対する意識に温度差があるように感じている。 

47： 福原 

結局どこまで伝えたいかというところですよね。温度
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差というか。来ていただいた方に科学ネタで楽しん

でもらいたい、という。理解してもらうのは大前提な

んですが、とりあえず楽しんでもらえればいいやっ

ていう、そこまで軽く考えてはないかもしれないんで

すけど。 

 

福原さんは、広大カフェは立ち上げ当初から今まで、

スタッフ間で理念を共有する機会がなかったことが原

因であると述べている。しかし、しっかりと決めてしまう

ことにも問題があると考えており、初代代表である寺

田さんが様々なスタッフそれぞれの個性を尊重して

いたこと（4 章参照）も重要であると考えている。 

48： 福原 

結局、そこで〔立ち上げ時に〕集まってきた人たちは

色々な思いがあって、その時点で、バラバラってい

うのはわかっていて。あまりにも、 初からこういう方

向で行こうと決めちゃうと自由度が少なくなるのと、

まとまらないというか。 

 

 福原さんにとって、当時のスタッフ全員が関わった

第 17 回「サイエンススコープ」（2017 年 3 月 17 日）

の打ち合わせが、 スタッフ全員の思いを聞く、唯一

の機会だったそうだ。第 17 回は科学者である自分た

ちが見ているスケールを共通話題として、当時のス

タッフ全員が話題提供者となった。打ち合わせは 4

回行われ（通常は 1 回）、合計 10 時間超えたという。 

 この打ち合わせで、福原さんは特にスタッフ間の意

識のズレを感じたと語った。 

49： 福原 

〔打ち合わせで〕絆が深まったってことは違いも分か

ってきて。意識が。今まで意識しなかったところまで

見えてきたって感じですかね。 

 

その一方で、お互いの考え方の違いがわかったか

らこそのメリットも感じている。 

50： 福原 

個人的にですけど温度差がわかって、それを踏ま

えて どうしましょうか？って聞けるとか〔は、メリット

である〕。 

 

 福原さんは、広大カフェを来場者が深く考える場に

したいと思っているようだが、楽しむことを第一に考え

ているスタッフとの温度差を感じているようだった。 

 

第 17 回「サイエンススコープ」開催の様子 

 

51： 福原 

なかなか会議もなかなか集まらない。お忙しいか

ら。たまにちょっと顔合わせて話すとかはいいんだ

けど、会議出る人が決まってきちゃう。〔もともとコー

ディネート制で進めてきたが、担当外の時に〕また

温度差が浮き彫りになっちゃう。 

 

◆エピソード 10： I さん（事務職員スタッフ） 

スタッフそれぞれの本務とカフェ活動の間で       

 I さんは、初代代表者の寺田さんから現代表者の福

原さんに交代した時に活動していた。その時に、寺

田さんと福原さんの間に考え方に違いがあり、組織を

まとめ維持していることを難しく感じたようだ。また、教

員スタッフについて研究者や教員としての忙しさを認

めつつも、企画や準備の際に動きが遅いことを懸念

していた。 

52： 福原 

先生も、こればっかりじゃないから、職務があるから

なかなか動きづらいじゃない？そういう部分で、な

かなか動いてもらえないっていうのが難しかったか
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な。仕方ないんだけどね。で、スタッフも、スタッフの

先生もそれぞれの思いがバラバラで、じゃどうする

のってなった時に、まとまりが悪い。 

 

 〈組織運営〉に関して、教員と事務職員がスタッフそ

れぞれの意識に基づいて【課題】を述べていた。2.1

でまとめた通り、明確な階層構造を持たない広大カフ

ェの組織運営は、教員、事務職員、学生という立場

の異なるメンバーによる有志の活動という側面が強く、

理念の統一をするとすれば、容易ではない。 

 一方で、5.2 で述べたように、全てのスタッフが、大

学がカフェに求めているのはアウトリーチや広報であ

るということを踏まえていた。また、スタッフを続けてい

る動機を、自らの学びや一般市民の考えを聞くことと

している発話も多かった（発話 2，16，26，32，34 参

照）。これらのことから、スタッフの意識が完全に異な

っているというわけではないだろう。しかし、個人とし

ての学びを動機とするスタッフが多い場合、その動機

が個人的なものであるがゆえに、それらは見えづらく、

共有もしにくいと思われる。 

 

5.2.2 〈個⼈間コミュニケーション〉の【課題】 

◆エピソード 11： 福原さん（教員スタッフ） 

スタッフ同士のつながりが強くなったきっかけ     

 福原さんは、第17 回広大カフェ 「サイエンススコー

プ」の打ち合わせで、企画に参加したスタッフのつな

がりが深くなったと語っている。 

53： 福原 

サイエンススコープ〔第 17 回広大カフェ〕、熱い打ち

合わせっていう。これで絆が強まった。この時が初

めてですよね。ある意味スタッフが一堂に集まって

お互いの研究内容とかに関して、いろんな分野を

統一的に見るためにはどういうふうな流れにしようか

って。統一的な回になったのはそういう意味ではこ

れ唯一かもしれない。 

 

 

「サイエンススコープ」でのワンシーン（写真右：福原さん） 

 

福原さんは、お互いの考えがわかり、ズレている部

分も見えたという。しかし、その一方でスタッフ間の関

係が強くなりすぎたと感じている。そのために新しい

スタッフが入りにくさを感じることを心配していた。 

54： 福原 

それと、絆が強まりすぎちゃって、仲良くなりすぎち

ゃったもんだから、外から見て入りづらくなっちゃっ

たのかもしれないです。 

 

福原さんは、スタッフ間のコミュニケーションを深め

るためには、以下の 2 点が重要だと考えている。 

・時間をかけた打ち合わせを、複数回行う 

・各教員スタッフそれぞれの研究内容の話から、広大

カフェの構成まで、スタッフ全員でじっくり話し合う 

 

 現在、打ち合わせは 1 回で、内容は当日の話の内

容や流れの確認が主である。個人間コミュニケーショ

ンを深めるような話をする時間的な余裕はなく、互い

の意識を知る機会とはなっていないようだ。 

 

◆エピソード 12： M さん（事務職員スタッフ） 

スタッフ同士のつながりの強さがもたらすもの     

 M さんは参加当初、すでに継続して活動してきたス

タッフとのコミュニケーションに不安を持っていた。 

55： M 

「もう仲のいい人たちで話ができてたりして、大丈夫
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かなっていうのはありましたね。」 

 

 また、すでに広大カフェの運営に慣れているスタッ

フの中で、仕事をきちんとこなせるかどうかも不安だ

ったようだ。 

56： M 

やっぱり初めの時は。できるかどうかも不安だし 

 

 一方で M さんは、スタッフ間のつながりの強さにつ

いて、団結しているからこそうまくいく部分もあると考

えている。 

57： M 

でも、それ〔つながりの強さ〕も大事だと思うんですよ

ね、それでみんな楽しんで〔活動〕できると思うし。 

 

 実際、M さんは旧来のスタッフとすぐに良いつなが

りを作り、事務職員スタッフとして積極的に運営に関

わっている。 

  

教員・事務職員スタッフの話から、スタッフ間の繋が

りが強い事がうかがえる。しかし、その繋がりの強さが、

新しいスタッフの参加を躊躇させている可能性がある

事もわかった。 

5.2 で既述したように、スタッフ個人が広大カフェに

求める機能は異なる一方で、スタッフ間の繋がりが強

い。これは一見矛盾するように思われる。しかし筆者

は、【求めている機能】の違いこそが、強いつながりを

生むと考えた。 

 広大カフェは来場者の学びの場であり、来場者と研

究者の双方向コミュニケーションの場とする教員や学

生ボランティアと、自らの学びの場とする事務職員や

事務職員ボランティアがともに活動をしている。事務

職員やボランティアが主催者の立場だけでなく、来場

者としての立場を持っているとすると、運営組織の中

で、構成員それぞれの思いがある程度達成され満足

感や達成感を持つ状態を共有していると思われる。

その結果、スタッフ同士の関係が強くなるのではない

だろうか。 

 

5.2.3 〈企画プロセス〉の【課題】 

◆エピソード13： Iさん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

 イレギュラーな事態への対応               

 I さんは、会場が学外の施設である場合、使用条件

の確認とその情報共有が課題であると感じている。 

58： I 

学外でするときが、段取り、準備が、持って行く準備

が違ってたりとか、施設によっては貸してもらえなか

ったり、ここは飲食ダメとか。 

 

 また、来場者の数がわからないことも、不安要因に

なっている。 

59： I 

「〔開催場所の変更があった例として、広島市内の

病院の食堂と高校を挙げたのち〕私はやってないけ

ど、病院の食堂。これも難しかったはず。で、〔第 15

回は〕 初、〔初めて〕高校でやるってことで、高校

生〔が〕多かったりとか、広島市内の方がこられるか

ら、動きが読めないし。 

 

人数だけでなく、来場者の広大カフェに対する興味

の程度等がよくわからないと感じ、やや負担に思うよ

うだ。 

60： I 

どれくらい興味を持ってるかわかんないし。ここでや

るときは常連さんが多いから。あと、急に当日来られ

たりとか。やっぱり学外、学外の場所が違うのはだ

いぶ負担になる。 

 

◆エピソード 14-1： I さん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

準備段階での情報伝達～ポスター掲示         

 事務職員、事務ボランティアからは前日までの準備

について、情報や連絡を早めにもらいたいという意見
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が多かった。I さんは、特に広報に関して、時間に余

裕をもって準備する必要があると考えている。 

61： I 

ありきたりな事務連絡だけど、なるべく早く余裕を持

って。でも余裕を持ってっていうのが難しいんだよ

ね。チラシができないと。 

 

 広大カフェは、ポスターによる広報を行っている。余

裕を持って動いているつもりでもポスターの完成時期

が遅くなる傾向があるようだ。I さんは結果的にポスタ

ーの掲載期間が短くなって、市民の目に付きにくくな

ることを懸念している。 

62： I 

余裕もってやるけど、いつもギリギリみたいな。掲載

期間が短いとそれだけ目につきにくい。 

 

◆エピソード 14-2： M さん（事務職員スタッフ／ボランティア） 

準備段階での情報伝達～来場希望者からの問合せ 

 M さんは、一般の広報誌に広大カフェの情報を掲

載するための情報が早く欲しいと感じているようだ。 

63： M 

やっぱり締め切りが早いので〔早めに広報の情報を

受け取りたい〕。 

 

開催日まで期間が短い場合は、内容がはっきりし

ないうちから、ポスターを使用をした広報活動を始め

ることがある。この時に、来場者から内容について問

い合わせを受け、対応しきれなかった経験があるとい

う。この経験から事務職員も、内容を把握したいと思

っているような様子であった。 

64： M 

内容も、まだだったらちょっと困ったり。あと、広報

で、問い合わせとか来るんだけど、私の方に専門知

識がないから答えられないことも多くて、先生に聞い

て答えたりしてるんだけど、そういうので困ったりはし

ました。 

 

◆エピソード 14-3： D さん（事務職員ボランティア） 

準備段階での情報伝達～予約者情報の共有     

広大カフェは来場者の数を把握するために事前予

約を行ない、当日に予約者が来場したかどうかの確

認を行っている。受付と同時に以下の事を確認して

いる。 

（1）予約者の先着 40 名へのドリンクとお菓子の無料

券の配布（2014 年まで） 

（2）高校生以上の参加者からの参加費の徴収（2014

年から） 

 受付を担当している D さんは、その業務について、

当日に漢字のみで書かれた名簿を受け取ると、読み

方がわからず名前を探すのに手間取ってしまうので、

前日に名簿を受け取って名前を確認したい、と話し

た。 

65： D さん 

当日だと焦る、〔受付の席に〕座った段階でお客さ

んくることパターンが多いし 

 

（2）については、名簿には名前は記載されていた

が、参加費を払う人と払わない人の区別がつけられ

ておらず、困った経験があったという。 

66： D 

〔参加費を〕もらわない人もいるから、もらう・もらわな

いの 名前だけじゃわからないから。 

 

◆エピソード 15 ： L さん（教員ボランティア） 

会場設営の慣れ                        

 

サイエンスカフェの会場全体の様子 
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 L さんは、広大カフェのスタッフが運営に慣れてきて、

当日の会場設営が少し雑になってきたことを指摘し

た。 

67： L 

そんなに悪くないと思うのだけれど、ただ、少し手慣

れた感が出てきたかなと。もう１回、ちょっと振り返っ

て、手慣れた感が出すぎないように、そういう段取り

という意味でリフレッシュする必要が、そろそろある

のかなという気はしています。 

 

 具体的な作業内容にも言及し、準備の仕方につい

て一度見直す機会があると良いと述べている。 

68： L 

ケーブルの取り回しとか、そういったところが段々と

雑になるのですよ。しっかりと養生していたのが、ち

ょっといい加減になってくる。このサイエンスカフェ

の、この場所を使うには、プロジェクターがよく見え

るように幕を張りましょうと言ったのが、段々と雑にな

ってくるとか。そういった事があるわけです。そういう

意味で、慣れ過ぎないようにちゃんと考える機会が

あると良いのかなという気がしています。 

 

◆エピソード 16： P さん（学生ボランティア） 

当日準備における指揮者の必要性            

 P さんからは、準備の段取りがよくわからず、迷って

しまうと述べていた。 

69： P 

スタッフも〔準備しなければならないことが多いの

で、動きが〕流動的だから、何すればいいんですか

ねって聞いても、いや、何したらいいのかな？って。

 

 学生ボランティアは、同じ学生が毎回参加している

とは限らない。そのため、どの学生が準備の段取りを

よく知っているのがわかりにくい。 

70： P 

例えば、この黒いやつ〔暗幕〕張るのか張らないの

か誰に聞けばいいのかとか〔が、わからない〕。 

 終的に福原さんに尋ねることになるが、福原さん

の居場所がわからずスムーズに準備を進められない

こともあるようだった。 

71： P 

福原先生、いざ〔聞きに行こう〕、あ、いない。 

 

◆エピソード 17： 福原さん（教員スタッフ） 

スタッフへの感謝                       

 福原さんは、広大カフェのスタッフに不満などはなく、

感謝していると述べている。 

72： 福原 

ハッキリ言って、今スタッフで事務系等で関わってく

ださってる方々に不満ってなくって、すごくありがた

いと思ってますね。 

 福原さんの話しぶりから、広大カフェのスタッフが、

運営に対して協力的な様子や、積極的に関わってい

る様子が読み取れた。 

 

 〈企画プロセス〉について、事務職員スタッフとボラ

ンティアからは、具体的なコメントが多くでた。広大カ

フェは、主に学生スタッフが会場設営を担当する。明

確な指示者不在の下で彼らが設営作業を繰り返すこ

とになった結果、毎回同じ学生が担当した場合には

慣れが生じ、経験が浅い学生が担当した場合は臨機

応変な対応ができなくなってしまうと考えられる。 

 臨機応変さを要求される判断については、入れ替

わりが激しい学生スタッフの間で、次の世代への情報

伝達ができず判断基準が確立していないためである

と考えられる。このことに関しては、作業の行い方を

見直すことや、マニュアルを作成したり、まず指揮す

る教員を立てたりすることで解決することができると思

われる。 

 

5.2.4 〈内容〉の【課題】 

◆エピソード 18： C さん（学外スタッフ） 

ファシリテーターとしての楽しみ               
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 C さんは自分が求められている役割について、広大

カフェを面白くすることだと考えている。 

73： C 

基本 C にやらせてるってことは、サイエンスカフェを

面白く転がしてくれって思われてるんじゃないかな

と思います。 

 

C さん自身は、広大カフェに多様な種類の笑いをも

たらして、面白い場とすることを楽しんでいるようだ。 

74： C 

面白いっていろいろ種類があるじゃないですか。知

的好奇心でワクワクするのも、くだらないことで笑う

のも面白いでしょ？それを硬軟織り交ぜて、笑かし

たい。会場の人たちの様子も見ながら喋ってるけ

ど、意識せずに自分の言葉が出てることもあるの

ね。頭を介さず脊髄反射みたいに言葉が出るときあ

るのね。そういうときに、期せずして爆笑が来ると、

今の面白かったんだ、もしかしてウケてる？って面

白いよね。 

 

C さんはこのように、ファシリテーションを楽しんでお

り、福原さんはその上手さを認め、「すごく優秀なファ

シリテーター」と述べていた。一方でその優秀さに頼

っており、新しいファシリテーターにお願いしたり、育

てたりできていないことを心配していた。 

 

◆エピソード 19： L さん（教員ボランティア）・I さん（事務職員スタッフ） 

テーマとゲストの多様性                  

 L さんは、話題提供者が自分の研究だけではなく、

そのバックグラウンドにある分野も含めて様々なテー

マを取り扱うべきだと考えている。 

75： L 

頻度増やす、いろいろなテーマという意味で、専門

ではなくても自分のやっていることをバックグラウン

ドとして広げた話題を提供ということは考えても良い

のではないかと。ちょっとぐらい後ろ指をさされること

を覚悟せいということですね。 

 

 ゲストに関して、I さんも同様のコメントをしている。 

76： I 

理学研究科にとらわれずに、大学全体でカフェとか

やっていったほうがいい。サイエンスカフェっていう

よりも、もうちょっと違う。サイエンスもそうだけど、他

にもそうじゃない。分野にとらわれずに。 

 

インタビュー以外の機会で、他学研究科の教員を

ゲストにしてはどうかというスタッフの意見を耳にする

ことがある。 

広大カフェの主催が理学研究科であることから、実

際には他研究科の教員に依頼することは難しいかも

しれない。しかし、理学研究科の研究者が自分の研

究のバックグラウンドの分野にまで広げて話題提供

することは、実現可能性があるだろう。 

 専門の研究者がいる分野の話題提供を、他の研究

者が行う可能性について、L さんは問題ないと考えて

いる。 

77： L 

その人〔専門の研究者〕が例えば『お前〔実際に広

大カフェで話題を提供するゲスト〕が喋るのか』と思

ったところで、『じゃあ、あなたが喋ってくれます

か？』と言うと、それはまた別問題になる〔喋ってく

れるかわからない〕 

 L さんは、広大カフェの理念・目的は、興味喚起と

考えている。L さんのこの提案は、有効なやり方のひ

とつかもしれない。 

 

◆エピソード 20： L さん（教員ボランティア） 

広大カフェの開催頻度・構成                

 L さんは、オフィシャルな広大カフェだけでなく、少

人数のものも含め、サイエンスカフェを開催する頻度

を増やしたいと考えている。 

78： L 

これは企画上の問題になるのだけれども、もう少し

いろいろな方法で回数を増やすのは、あっても良
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いとは思っていますけれども、企画の労力が非常に

あるので、特に、いわゆる、いまやっているサイエン

スカフェは大学のオフィシャルなものとしてやってい

るので、それに関しては増やすのは難しいと思うけ

れども、私としては、それはそれとしてインフォーマ

ルなもので小さくて数人の集まりでも良いから、そう

いう機会をもっと回数持つというのは、やれると良い

かなとは思っています。 

 

L さんは、広大カフェは来場者が多く話題提供者が

一方的に話す割合が高いと感じており、もう少し研究

者と来場者が双方向コミュニケーションできる形の必

要性を感じているようだ。 

 

79： L 

いま、どう思っているかということなのですが、僕もサ

イエンスカフェというので話す立場として何回かや

ったのですけれども、 近、特に感じていることは、

いまやっているサイエンスカフェというのは、だいた

い聴衆が 30 人から 60 人とか、そんな程度ですよ

ね。多いときで 100 人近く、少ないときで 30～40

人。そのくらいのところでやっているのです。確かに

ファシリテーター、C さんに入ってもらって、会場形

式でやるというのは方法としては一つ、良い方法だ

と思います。ただ、それでもやはりこちらから一方的

に話すという割合が多いかなと。もう少し、サイエン

スカフェで、特に数十人を対象とするときには、うま

く聞いている人たちとやりとりができる、そういう工夫

がもう少し必要なのではないかと 近感じていま

す。 

 

 インタビューの中で、様々なスタイルのカフェを行う

こと、専門の研究分野にとらわれず話題提供を行うこ

と、開催頻度を増やすことが提案された。これらは、

今までの広大カフェのスタイルとは異なる方向性であ

り、話題提供者と来場者の距離をより一層近くしようと

するものだと言えるだろう。同じようなスタイルのカフェ

を続け、企画運営の手順を定型化できることは、安定

的な企画運営の観点からは非常に有益である。しか

し、違うスタイルを模索し新しいステップに挑戦したい

スタッフも出てきている事がわかった。 

 これまでのスタイルとのバランスをとりながら、複数

のスタイルを持つ事は、学びの場や双方向コミュニケ

ーションの場として、サイエンスカフェの可能性を広

げられると考えられる。 

 

5.3 カテゴリー3【解決策】 

 後に、【解決策】にコードされたインタビュー結果

をまとめる。【解決策】に分類した発話の内容は、必

ずしも 5.2 で取り上げた【課題】に対応するものではな

いが【課題】と同じように〈組織運営〉〈個人間コミュニ

ケーション〉〈企画プロセス〉〈内容〉から構成される。 

 コードのばらつきを表 7 に示した。〈組織運営〉につ

いては、教員からのコメントが主であった。〈個人間コ

ミュニケーション〉は、 も数が少なかったが、教員と

事務職員からコメントが得られた。〈企画プロセス〉に

ついては役割による偏りはなく、数が も多かった。 

表 7 カテゴリー【解決策】のばらつき 

 コード 

役割 インタビュイー
〈組織 

 運営〉 

〈個人間 

ｺﾐｭﾆｹｰ 

ｼｮﾝ〉 

〈企画 

 ﾌﾟﾛｾｽ〉 
〈内容〉 合計

教員スタッフ 福原 3 1 0 0 4 

教員 

ボランティア
L 2 0 1 1 4 

事務職員 

スタッフ 

I 1 0 2 0 3 

K 0 0 4 1 5 

M 0 1 0 1 2 

学外スタッフ C 0 0 1 0 1 

事務職員 

ボランティア
D 0 0 1 0 1 

学生 

ボランティア
P 0 0 2 3 5 

合計 6 2 11 6 25 
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以降の項では、【課題】と同様にエピソードを記載し

ていく。 

 

5.3.1 〈組織運営〉に対する【解決策】 

エピソード 21： L さん（教員ボランティア） 

仕事の分担                          

 L さんは、当日の準備について、役割分担を決める

必要があると考えている。 

80： L 

そういうふうに〔役割を決めて〕段取りを進めるべき

だとは、実は思ってはいるのですが、いまの状況で

それをちゃんとやっていこうとすると、結局、福原先

生にどんどん労働がかかるのです。だから、そういう

意味で、そこをきっちりやろうと思ったら、そこのとこ

ろの組織というと固くなるのだけれども、分業体制と

いうのまで考える必要があるのかな。 

 

L さんは、現在も福原さんに多くの業務が全て集中

していると感じている。これを解消するため、当日だ

けでなく、事前準備をふくめて役割分担の必要があ

ると考えている。 

81： L 

福原先生は要するに全体の企画とか、もちろんそ

の融合センターとのやりとりとか、そういう段取りを彼

はやらなければいけなくて、現場の指揮、現場の段

取りというところまですべて一人でやれというのは、

なかなかしんどい。 

そういう意味では、例えば、何日か前、C さんが作っ

てくれているけれども香盤表というのがありますよ

ね。あれに照らし合わせて人の割り付けを決めて、

段取りを決めるという会合を事前に 1 ないしは 2 回

は持つ必要があって、当日も、とにかく現場監督と

いう人がここに居座ってやるという段取りを取らなき

ゃ。だから、やるとしたら、そういう話になるでしょう

ね。もう一人、そういうことを担当できる人をきちんと

決めておきましょうと。 

◆エピソード 22： I さん（事務職員スタッフ） 

カフェ後の反省会での交流                 

 I さんは、カフェ当日に開かれるの反省会（懇親会）

はスタッフ同士が当該回や広大カフェについての意

識を確認する場として重要だとしている。 

82： I 

あれ大事なんよね。意識の確認とか、反省点とか。

学生も参加してくれて、先生と話する機会なんてな

かなかないから、それは続けて欲しい。 

 

I さんは、事務職員スタッフだった時に、理学融合

教育研究センターの取り組みとして、ランチタイムチ

ャットの運営を任されていた。ランチタイムチャットとは、

分野・職位を問わず集まって、昼食をとりながら会話

を楽しむ場であった。参加していたのは、理学研究

科の教員、事務職員、学生などであった。これは寺

田さんの、会話をする中で研究が生まれてくる、とい

う思いがきっかけで始められた。I さんは寺田さんの

考えに賛同しており、分野や職位を超えた交流を大

切にしているようであった。こういった I さん自身の経

験から、懇親会という場を重視しているようだった。 

 

◆エピソード 23： L さん（教員ボランティア） 

これからの広大カフェのコンセンサスづくり        

 L さんは、広大カフェはあらゆる分野の話題を扱っ

てきたし、いろいろな企画をやってきたことを評価して

いるようだった。その上で、今後どういう方針で企画

運営していくのか、スタッフ間でコンセンサスを取って

おいたほうが良いと考えている。 

83： L 

どういう指針で何をしていくかということを考えておく

必要があるのかな。要するに、『何か新しいネタがあ

ったときにやりましょう』という話だけでやっていくと

か、毎回、福原先生が『次、何をやろう』と頭をひね

ってというのでは、たぶん、そのうち力つきる。 

だから、このサイエンスカフェというのを、各人の考

え方はあるにしても、まとまってやるわけですから、
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サイエンスカフェをやる集団として何を目的としてや

りましょうか？ たぶん目的というのは難しいかもし

れないけれども、どういう指針でやるのか、専門外

でも良いから、とにかくいろいろな人に興味を持っ

てもらうために、少々自分の領域から外れたのでも

良いから一緒に語り合いましょうと裾野を広げる事

が目的であると。そのために回数をこなしましょうと

割り切ってしますとかですね。そういう意味では、融

合センターとしてのオフィシャルなものとしての回数

は減る、または今と変わらないかもしれませんが、い

わゆる小さな会合というのはボランティアでも良いか

ら我々の科学者としての活動として位置づけましょ

うとかですね、何かそういう次に向かった指針みた

いなものを、コンセンサスみたいなものを持ってお

いたほうが良いかなという気がする。とにかく、すご

くいろいろな事をやっていますよね。 

 

 広大カフェは、自由度を確保し、運営スタッフがまと

まらなくなるのを避けるため、方向付けや理念を共有

する場を作ってこなかった。しかし、L さんの言うよう

に、今後の方針や理念を共有し、そこに向かってど

のような企画を立てていくかを考える時期にあるのか

もしれない。 

 

 組織運営に関して、事務職員は、スタッフ同士のコ

ミュニケーションをとる場が重要だと考え、教員は今

後の運営方針についてコンセンサスを取る必要があ

ると考えていた。このことから、組織運営について、重

要だと考えるポイントが事務職員と教員で異なってい

る事がわかった。 

 定型化の打破、新しい科学コミュニケーションの形

態の模索など、これからの広大カフェをどのようにし

ていくかについて、運営スタッフ同士で、コミュニケー

ションをとることが重要だろう。 

 

 

5.3.2 〈個⼈間コミュニケーション〉に対する
【解決策】 

◆エピソード 24： M さん（事務職員スタッフ） 

新規スタッフの不安を軽減する場             

 エピソード 12 の発話 55 でとりあげたように、M さん

は、自分よりも先に参加を始めたスタッフの中に入っ

ていけるかどうか心配していた。そのため、スタッフ全

員が参加できて、リラックスして話ができる場が欲しい

と考えている。 

84： M 
確かに、そういうの〔スタッフ全員が参加できる懇親

会〕あったらいいですね。 

 広大カフェでは、反省会兼懇親会を開催している

が、それだけではなく、新旧スタッフがコミュニケーシ

ョンを深めることで、新しく参加するスタッフの不安が

払拭できるような場が求められているようだ。 

 

5.3.3 〈企画プロセス〉に対する【解決策】 

エピソード 25： L さん（教員ボランティア） 

企画プロセスへの学生の関与              

 L さんは、学生ボランティアが企画プロセスに積極

的に関与することで、準備がスムーズになったり、新

しい企画の提案につながるのではないかと考えてい

る。 

85： L 

たぶんいまの段階で学生さんのスタッフとかに自分

からちゃっちゃとやれと言うのは、なかなか、そうは

言ってもそうはいかないと思うので、やはりさっきの

話じゃないけれども、準備の段階とか、こういうふう

に作り上げていくんだというふうなところを一緒にや

っていければ、だんだんと学生さんもそれが分かっ

てくると思うんですね。 

どちらかというと、いまはスタッフのほうが準備をし

て、学生さんは当日来て手伝いという感じになって

いますけれども、関わっている学生さんのためにな

るみたいなことを考えて、もっと準備・段取りの段階
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から彼らに積極的に加わってもらってというようなか

かわり方を考えると良いかなと。 

例えばクリッカーにしても何にしても、あれは仕方な

いにしても、こちらで準備して『こういうものがあるよ』

と言って彼らには渡しているという雰囲気なのだけ

れども、やはりいろいろと話している段階で、『こうい

うふうなことができたら良い』『じゃあ、それを学生さ

んのスタッフの誰かが考えて、アイディアを出してみ

よう』みたいな。回数が増えて、だんだん形式が確

定してくると難しいんですけどね。 

 

 広大カフェは、理学研究科のアウトリーチ活動の一

つとして位置付けられており、科学コミュニケーション

の教育を担っているわけではない 12)。 

 しかし、学生が積極的に企画段階から関わることで、

学生に科学コミュニケーションに福原さんに業務が全

て集中するという問題を解決できる可能性がある。 

 

5.3.4 〈内容〉に対する【解決策】 

エピソード 26： P さん（学生スタッフ） 

来場者の学びにつながる演出               

 P さんは教育学研究科に所属し、学びの場の組み

立てに関心があると考えられる。また、学生ボランティ

アとして参加するより前に、純粋に来場者として複数

回広大カフェに参加しており、エピソード 8 で見られ

るような、来場者としての考えも持っている。  

 P さんは、サイエンスカフェに学生スタッフが参加で

きる部分がもっとあると考えている。 

86： P 

〔学生ボランティアが〕疑問を深めるようなことを言え

たり。必ずしも答えを言うっていうのではないんだけ

ど、いい例がないかな。問いを深められるというか、

先生に手を上げて聞けないしとか紙に書くほどでも

ないんだけど、ぼそっと知り合いと話し合えるくらい

の疑問を拾って、先生とお客さんを繋ぐっていうこと

が学生にできればいいかなって思います。 

 学生ボランティアの負担が大きくなることを懸念しつ

つも、来場者にとって学生の方が教員よりも話しかけ

やすいと考えている。そして、来場者が内容を理解

するためにも学生の声がけは重要だと考えている。 

87： P 

そこまでやると、学生の負担が増えるのかなとか思

うんですけど。だけど、お客さんが未消化のまま帰

ってないのかなって。そりゃ楽しい！ちゃんちゃん

って帰ってる人もいると思うんですけど、声になって

ない未消化の部分を学生が拾えたらなって。先生

は先生じゃないですか、学生にとっては近い大学

の先生だけど、お客さんにとってはすごいえらい。

だけど、学生ならって。 

 

 さらに、P さんは自身が来場者として参加した時と、

ボランティアとして参加した時で、参加の仕方、内容

理解の仕方に違いがあると述べている。来場者として

の自分は、内容理解よりも楽しいという気持ちが強か

ったとふり返っている。 

88： P 

〔来場者として参加している時は〕わからなくても、な

んとなくで 楽しければよかった。細かい反応機構と

か、多分あんまり理解してなかった、当時は。 

 

一方で、楽しさを重視したカフェでは、話題提供者

が伝えたかった内容を来場者は十分に理解できず、

あまり頭に残っていないのではないかと感じている。 

89： P 

お客さんとして聞いてたやつの、何が残ってるのか

なって思うと、多分先生たちが熱入れて喋ってた、

いわゆるサイエンスの部分何も残ってない。てこと

は、なおさら、お客さんはそうなんじゃないかと思っ

て。その場は楽しいんですよ、その場は楽しかった

って。でも、お客さん帰って残るのは…。 
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 P さんは、広大カフェを来場者が科学の話題を単純

に楽しむ場としてだけでなく、学びの場としても意識

している。 

 来場者にとって、話題提供者の教員よりも学生の方

が身近に感じられ、話しやすいと考えられる。学生が、

理解を促すような発問をすることにより、来場者の学

びが深まり、満足度も高まる。結果、サイエンスカフェ

が学びの場として一層機能することが予想される 

 

 

6. まとめ  

 終章となる本章では、まず【求めている機能】に

ついて改めて 6.1 でまとめた後、そこから見出された

スタッフがめざす広大カフェの方向性の多様さにつ

いて 6.2 で述べる。そして、その方向性と【課題】およ

び【解決策】を踏まえて、6.3 でよりよい広大カフェ実

現のための提案を述べたい。 

 

6.1 スタッフの学び 

 広大カフェはスタッフの多くにとって学びの場となっ

ているが、その機能について、職務として参加するス

タッフとボランティアの間に違いがあるのではないかと

考えていた。しかし、インタビュー結果から、必ずしも

そうではないことがわかった。 

 どのスタッフも、大学が求める広大カフェの機能は、

アウトリーチだとの考えで一致していた。しかしスタッ

フ自身が求める機能については、役割によって違い

があるわけでなく、各スタッフがそれぞれの考えを持

っていることがわかった。一方で、教員および学生ボ

ランティアと、事務職員ではやや傾向が異なった。教

員と学生ボランティアは、来場者との双方向性、つま

り研究者が来場者の意見を聞き、学び合いの場とす

ることを求めていた。事務職員は、本人がカフェの内

容について学びたいという意思が共通していた。以

上の傾向から、研究を行っている人と、そうでない人

によって違いがあることが示唆された。 

 また、事務職員の【求めている機能】の変化も注目

すべき点である。参加当初の事務職員の科学に対す

る関心は薄く、仕事として関われば良いと考えていた

ものが、職務としてサイエンスカフェの運営に携わる

ことによって、科学を学びたいという意識に変わって

いたことがわかった。ボランティアの参加状況におい

て、動機の充足と日常的な参加の関係は認められな

いという報告がなされている（森 他 2010）。広大カフ

ェの事務職員と事務職員ボランティアの場合は、参

加当初の動機の充足ではなく、参加開始時には気に

していなかった、自分が学べる・楽しめるという機能に

気づいたことが、広大カフェへのボランティアとしての

参加を継続する要因となっているようである。 

 また、先行研究では、参加者と同程度の専門知識

を持つ事務職員のファシリテーターが、企画プロセス

においてカフェで扱う科学的内容について学びなが

ら、カフェ参加者の知識に合わせたストーリーを作る

ことが、満足感を上げる有効打の一つだと報告され

ている（坂野上 2015）。この報告も、事務職員の学び

が起きている事、そしてそれがカフェ自体によい影響

を与えていることを示しており、本インタビュー結果に

示唆を与えるものである。 

 このように、ボランティアが活動に参加した動機を満

たすことを重視するのではなく、彼らが予期してなか

ったポジティブな面を見つけ出せる仕組み、教員、事

務員、学生という立場の異なるボランティアスタッフそ

れぞれが、普段の立場を超えて学び、楽しめる仕組

みを作ることが、活動への継続参加に繋がると言える

だろう。 

 以上のようにインタビューから、スタッフ自身に変化

があること、そして学びの側面が強いことが見出され

た。6.2 ではこの点について特に注目し、スタッフのめ

ざす方向性の違いについて詳細に述べていく。 
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 6.2 ⾒えにくい⽴場の⼆重性とその変化 

 職位に関係なく、スタッフの思いがバラバラだと感じ

るという意見が存在しており、【求めている機能】がス

タッフによって少しずつ異なっていることが明らかに

なった。広大カフェに【求めている機能】は、その人が

目指す広大カフェの方向性と言えるが、今回のインタ

ビュー結果から、目指す方向性に〈大学視点〉〈スタッ

フ視点〉〈来場者視点〉という 3 要素が見出された。こ

れをベクトル図で表現すると図 3A のようになる。 

 この中の〈大学視点〉については 6.1 でも述べたよ

うに大きな違いは無かったが、〈スタッフ視点〉につい

ては詳細に見ると、その中には、やや異なる二つの

側面が混在していた。一つ目は、発話 51, 52, 58, 61, 

63, 67, 69, 81, 83, 85 などに現れているように、広大カ

フェを実際に運営する〈組織運営〉〈企画プロセス〉と

も関連する《主催者としてのスタッフ視点》である。こ

れはカフェの運営者としては当然の側面と言える。 

もう一つは、広大カフェを自分自身が理科に親しみ、

学ぶ場であるという、発話 4, 19, 26, 34, 42, 43,45, 46, 

88, 89 などに現れているような《来場者としてのスタッ

フ視点》である。つまり、主催者でありつつも、来場者

と同じくカフェの内容を学んでいるという側面がスタッ

フにはあるのである。広大カフェを運営しているスタッ

フは「主催者」と「来場者」という二重の立場を持って

いると言えるだろう。 

 〈スタッフ視点〉は、《主催者としてのスタッフ視点》と

同一のように思われるが、これはスタッフがもつ来場者

視点の存在が見えにくいからである。【求めている機

能】で述べられている事柄は、その実現や改善のため

に、当然【課題 】やその【解決策】としても表出される

と考えられる。実際、《主催者としてのスタッフ視点》で

の関心事である〈組織運営〉〈企画プロセス〉といった

【課題】【解決策】は既に述べた通り、多くの発話で見

られた（発話 58, 61, 67, 69 参照）。しかし、《来場者とし

てのスタッフ視点》での関心事である、自分たちもどう

学ぶか、という発話は【求められる機能】にはあるもの

の、【課題】や【解決策】では見られなかった。〈内容〉

に分類される発話も、来場者に対してどう提供するか

という視点である。これが《来場者としてのスタッフ視

点》が見えにくい、と考えられる傍証である。 

 このように、《来場者としてのスタッフ視点》は見えに

くいが、実際には、〈スタッフ視点〉は、《来場者として

のスタッフ視点》と《主催者としてのスタッフ視点》の合

成ベクトルとして表すことができる（図 3B）。そして、ス

タッフ個人の目指すカフェの方向性は《スタッフ視

点》と〈来場者視点〉、〈大学視点〉の合成ベクトルに

なる（図 3C）。さらに、このスタッフ個人のベクトルは、

A

B

図 3. カフェが目指す方向性をベクトルで表した図 

実際の〈スタッフ視点〉は《主催者視点》と《来場者視点》の合

成である。また A と B のようにその合成ベクトルは変化する。

C
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他のスタッフのベクトルと合成されることで、広大カフ

ェ全体の目指す方向性が形成されると捉えることが

できる。 

 加えて重要な点は、この〈スタッフ視点〉は固定的な

ものではなく変化するということである。スタッフは、広

大カフェを経験することによって、〈スタッフ視点〉を構

成する 2 つの要素《主催者視点》と《来場者視点》の

割合を変化させていく。例えば、参加を始めた当初

は、カフェそのものを楽しむ来場者寄りの立場だった

が、スタッフとしての参加経験が増えるにつれて〈組

織運営〉〈企画プロセス〉等に現れるような主催者とし

ての立場に寄っていくことが考えられる（例： 発話

45）。また逆に、一参加者として楽しむ立場も生じるこ

ともある（例： 発話 34）。 

 なぜ、どのようにこの変化が起こるのかは、今回のイ

ンタビューでは十分に明らかにできないが、スタッフ

が一来場者の視点も持つことができたのは、10 年間・

31 回継続してきたことで、広大カフェの企画運営方

法がパターン化されたために、スタッフそれぞれが科

学を楽しむ余裕を持てたから、と考えることもできるか

もしれない。いずれにせよ、このような立場の二重性

の見えにくさと変化は、カフェの目指す方向性をスタ

ッフで議論する時に、留意すべき点であろう。 

 

6.3 広⼤カフェを⼀層発展させるために 

 広大カフェを一層発展させるためには、まずスタッ

フそれぞれのめざす方向性と、すでに表出されてい

る課題と解決策を把握し、その上で実施可能な取り

組みを考えることが必要である。 

 まず、6.1 でまとめた通り、スタッフのめざす方向性

【求められる機能】には発話 43 に代表されるような、

自らが学べる場という〈来場者視点＝個人の学び〉の

要素があり、参加動機にも大きく関わっていることが

示唆された。スタッフ個人の学びがどの程度達成され

ているかどうか、より達成度を上げるためにどうすれ

ば良いのかを考えることは非常に重要である。それに

もかかわらず、【課題】や【解決策】では、〈企画プロセ

ス〉等の運営の改善に関心が向いており、個人が学

べているかどうか、より学ぶためにどう改善するかとい

ったことについては述べられていなかった。立場の二

重性を共有し、個人の学びより深めるための対応策

を考える必要があるだろう。 

 次に、スタッフから様々な意見が提案された広大カ

フェが持つ【課題】とその【解決策】について検討する

（5.2 と 5.3 参照）。広大カフェは、様々な職位のスタッ

フで構成されていて、入れ替わりも多い。このような状

況から、福原さんは互いにコミュニケーションをとって

関係を深めることが重要だと考え、すべてのスタッフ

を打ち合わせに参加可能にしたり、本番後に必ず懇

親会を行うなど、スタッフ同士がコミュニケーションをと

る機会を多く設けている。その結果、皆仲が良く、とて

も良い雰囲気で活動ができていると筆者は感じてい

る。一方で、その仲の良さや、つながりの強さがはっ

きりと見えてしまうために、職務として参加する新しい

スタッフやボランティアとしての活動に興味のある人

が、参加を躊躇する可能性も見出された（発話 55 参

照）。〈個人間コミュニケーション〉の発話が少ない事

は（表 6、7）、立場の二重性の見えにくさについて既

述したことと同じく、そもそも個人間コミュニケーション

が問題意識として十分に整理・表出されていないか

らという可能性もあるだろう。 

 以上のことから、広大カフェがより発展するためには、

スタッフ同士のつながりの強さだけでなく、それぞれ

が目指す方向性の違いを共有し、互いに理解し会う

ためのコミュニケーションが必要であると思われる。次

の三つが考えられるだろう。 

 

(1) 反省会兼懇親会 

スタッフ同士の繋がりを強める場であり、スタッフ

全員が参加できる機会が欲しいという意見も聞か

れた（発話 82, 84 参照）。こういった場では、普段

は運営会議に出ない人を交えて話ができるため、

スタッフ各人の意見を交換することができる場と

なる可能性がある。スタッフそれぞれが求める機
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能について、個人の学びがどれほど達成された

かという来場者視点の意見と実際の企画運営に

関わる主催者視点両方の意見を交換する、建設

的な話し合いの場として有効に活用する事がで

きると思われる。その結果、スタッフ各人が重要

に思う条件を互いに尊重でき、スタッフの思いが

バラバラであるという課題が解決されるのではな

いだろうか。 

(2) 新旧スタッフのコミュニケーション 

定期的にスタッフ募集をかけたり、カフェ活動の

実務をともなわない企画会／反省会へのオブザ

ーバー的な参加など門戸を開き、新旧スタッフが

コミュニケーションを取れる場を設定するなどの

工夫があると良いだろう。これは、課題であった

新しく入るスタッフが抱える不安（発話 55 参照）

の軽減につながるはずだ。 

(3) 学生の積極的な参加 

学生が企画プロセスに積極的に参加することに

よって、スムーズな運営や新しい企画につながる

可能性が提案された（発話 85, 86, 87 参照）。学

生が企画段階や事前の準備に参加することで、

そのプロセスだけでなく当日の準備のイメージを

持ちやすくなる。また、実際に準備に携わるスタ

ッフの人数が増え、当日までの準備も役割分担

が可能になるだろう。その結果、限られた人に業

務が集中するという課題（発話 80, 81, 83 参照）を

防ぐことができる。さらに、運営の現場で、学生が

科学コミュニケーションについて考え、学ぶことが

できる。結果、学生から新しい企画が発案された

り、学生主催のサイエンスカフェが企画されて、

開催頻度を上げることができるかもしれない。 

 

6.4 展望 

 スタッフのカフェに対する考え方について、「それぞ

れの思いがバラバラ」「考えにズレがある」だと感じて

いるスタッフも存在していた。しかし、広大カフェを運

営するスタッフがそれぞれ違う機能を求めているとす

ると、広大カフェはすでに複数の豊かな可能性を持

っているとも言える。方向性のベクトルと立場の二重

性が複雑に絡み合った結果生じている多様性こそ、

広大カフェが 10 年以上にわたって続き、成功を収め

てきた要因であると思われる。この多様性は、今後さ

らに広大カフェを発展させるにあたって、とても重要

なポイントとなるだろう。 

 また、広大カフェが長く続いてきた理由は他にもあ

ると寺田さんは述べている。 

v: 寺田  

 私が感じる、positive な原因の 1 つに「広島の地の

利」があります。 

 

 ＃広島近辺には科学館が少なく、広島近辺の人

たちが触れる科学の場として、大学の存在は大き

い。 

  広島こども【文化】科学館は、 先端科学とは程

遠いです。阪神間だと、科学館／博物館が乱立し

ていて、 先端の視線科学に触れる「場」はメチャク

チャ多いです。 

    

 ＃中四国における広島大の知名度。 

  一般市民も、事務員も広島大学を素晴らしい大

学だと思っていて、聴衆も大学のカフェに来る事に

高揚感や喜びをもっているように感じました。 

  また、広大の先生を敬っている人も多く、みんな

お利口さんに、我々研究者の話を聞いてくれてい

ます。 

  大阪では、全く反応が違いますね 

（中略） 

 #今年の、カープ優勝の盛り上がりにみられる「広

島の仲間意識の地域性」。聴衆も SC を盛り上げて

ようとする心意気がある。 

 （中略） 

大阪では、大学も科学館も、民間の SC 活動も百花

繚乱で、我々の提供する話題も、その中の one of 

them。 
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なので、同じテーマでも、お客さんは毎回入れ替わ

るし、SC の意味合いが違うなあと感じました。 

 

 寺田さんが感じているような、広島の地域性も相ま

って、広大カフェが 10 年もの間継続し、現在の形に

発展してきたことは、とても大きな成果である。また、

10 年間継続したことだけでなく、広大カフェを実施す

ることによって、主催組織の内部、特に事務職員の意

識の変化を伴ったことも大きな成果であると筆者は考

える。インタビュー結果からもわかるように、もともと科

学に興味のなかった理学部の事務職員が、広大カフ

ェにスタッフとして参加することで、理科に興味を持

つようになっている。事務職員本人が仕事で関わっ

ている部局の研究に興味を持つことは、事務職員が

その部局に関する仕事に対して前向きな気持ちにな

る要因の一つになりうると考えると、この点は大いに

評価すべきではないだろうか。 

 広大カフェの理念については、初代代表者寺田さ

んと現代表の福原さんはそれぞれ以下のように述べ

ている。 

「音楽」という言葉があるように、（中略）、「科学」を

「科楽」、「理学」を「理楽」にしたいと思います。

（寺田 他 2010） 

サイエンスカフェは「教える側、教わる側」の立場

をはずれ、研究者と一般参加者が同等に共に学

び合う機会を提供します。一般市民は研究者から

科学の知識（科学リテラシー：何が正しいのか、ど

うやって判断するのか、など）を学び、研究者は一

般市民から、社会的な視点からの自分の専門領

域の位置づけや役割（社会リテラシー：自分の研

究はどのように社会と関わっているのか、など）を

学ぶことができます。 （福原 2015） 

一見すると、広大カフェの二人の代表者が広大カフ

ェに求める機能も、「科学を楽しむ場」、「一般市民と

科学者の学び合いの場」と一見少し違っているように

見える。このように、運営スタッフが様々な視点や価

値観をもっており、目指す方向性が少しずつ違うとい

う状況を互いに再認識し尊重することで、広大カフェ

の可能性をさらに広げ、多種多様な興味を持つ来場

者の満足度と同時にスタッフの満足度を、より一層高

めることができると筆者は考える。 

 調査対象とした広大カフェは、多数あるカフェの一

つの事例ではあるが、運営しているスタッフの意見を

元にした現状分析が、2005 年の元年から 10 年たっ

た日本のサイエンスカフェに新しい可能性を広げ、一

般市民と科学者の繋がりを、さらに良いものにする一

助になれば、幸いである。 
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注： 

1. 2016 年 9 月 30 日現在の広大カフェの開催数。詳細は広島大学サイエンスカフェのサイトを参照。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/rigakuyugo/science_cafe（2017 年 1 月 11 日閲覧） 

2. 広大カフェが実施した来場者アンケート（1,2,7~29 回）の結果では、平均で 83％の参加者が満足だと答えている。 

3. アウトリーチ部門は学部公開の行事にも一部関わっている。 

4. 教員は業務として休日に出勤しているので、代休がある。事務職員は、勤務時間外の業務なので広大カフェ当日の参加は義
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務ではなく、参加しても休日出勤手当はつかない。 

5. 例えばチラシの作成、音響設備のチェック、学内開催の時はマーメイドカフェの予約も代表が行っている。チラシについては、

第 22 回「科学と芸術のカエル三昧」は外部に依頼している。 

6. コーディネーターは正式教員スタッフ。L さんは所属部局が異なるので、業務や連絡の関係上コーディネートの依頼は行って

いない。ここ数年は福原さんがメインで行っているようである。 

7. 学生ボランティアは、毎年 10～20 名登録されているが、本人の都合によって参加できる回とできない回があるため、卒業まで

に 1 回しか参加できなかったという場合もある。 

8. チラシ印刷代は理学融合教育研究センターが負担しており、情報誌への掲載は無料である。 

9. マーメーイドカフェでは広島大学の JAZZ 研究会が定期的に演奏会開催したり、写真の個展も行われており、団体・個人にか

かわらず広島大学構成員が行うイベントに対して協力的である。 

10. L さんが話題提供者をつとめたのは以下の 5 回。 

第 15 回 ピッチングとスイングの科学（2011 年 11 月 13 日） 

第 17 回 サイエンススコープ（2012 年 3 月 10 日） 

第 20 回 ヒッグス粒子ってなに？（2012 年 9 月 22 日） 

第 26 回 太陽系ができるまで（2014 年 8 月 2 日） 

第 30 回 重力波（2016 年 5 月 2 日） 

11. ゆめタウン、広島大学の近くにあるスーパーマーケット。 

12. 東京大学教養教育高度化機構、総合研究大学院大学先導科学研究科生命共生体進化学専攻、北海道大学高等教育推進

機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門（CoSTEP）、大阪大学コミュニケーションデザインセンター（CSCD） などはサ

イエンスカフェを主催するとともに、副専攻等の形式で授業や研究を行っている。 

13. インタビュー結果を基にして考察した広大カフェ運営組織全体のものであり、インタビュイーあるいは広大カフェスタッフ個人が

これと同じ考えを持っているとは限らない。 
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