
Abstracts of the Workshops 

Day 1 
A3 "Space Arc" Workshop (120 minutes) 
Presenter: Hiroaki Isobe (Kyoto University) 
Keyword: Trans-science 
* Free of Charge 
 
Meet “Space Arc” – a space ship! If you migrate to another planet with the 
"Space Arc", what kinds of items, plants, and animals would you want to 
bring with you? And how do you plan a menu using these plants and 
animals? Through discussions in groups of 3-6, participants will recognize 
the importance of using science to make decisions and also realize that some 
choices have strong social and cultural components that will inevitably 
influence the answers.   
 

 
Credit: KYOTO UNIVERSITY UNIT OF SYNERGETIC STUDIES FOR SPACE 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



A5 Make the Face of an Alien (120 minutes) 
Presenters: Asuka Tosaka (Miraikan: National Museum of Emerging Science 
and Innovation) and Kojiro Hirose (National Museum of Ethnology) 
Keywords: haptic sense, imagination, invisible face, "disability" in outer space 
* Each participant will buy a bag of clay (300 JPY) 
 
What kind of meaning and role does a face have? Sighted people see/show 
(not touch/be touched) faces, however, these faces also play the role of a 
tactile sensor. In this workshop participants will sculpt the “face of an alien” 
using clay. By touching his/her own face and by building the “face of an 
alien”, participants will recognize the significance of haptic sense. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A4 Touch the Constellations (60 minutes) 
Presenter: Tetsuya Watanabe (Niigata University) 
Keyword: tactile planisphere (star chart), tactile constellation pictures 
* Free of Charge 
 
Using "PIAF" the tactile image maker, participants will learn how to develop 
teaching materials for the constellations. PIAF is a machine which produces 
tactile graphics; it causes black lines and shapes drawn on capsule 
(heat-sensitive) paper to rise. Participants will also discuss about how to 
tailor/improve the activities in their own schools and countries. 
 

 Tactile planisphere 
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サンプル画像 

  
触る星座早見盤 

 

  
触る星座絵カード 
 
【出典】スタディスタイル★自然学習館 
http://www.study-style.com/ 



  
Tactile constellation pictures 
The pictures of constellations were imported from www.study-style.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A6 Make Teaching Kits: The Phases of the Moon, the Motion of Mars, 
and Other Subjects in Handmade Materials (60 minutes) 
Presenter: Hiromi Funakoshi (Heartopia Anpachi) 
Keywords: astronomy teaching resources, handmade materials to understand 
astronomy 
* Free of charge 
 
How do you teach Moon phases and the motion of the Moon in the classroom? 
In this workshop, the presenter will teach participants how to produce 
easy-to-make teaching materials which he has developed. They will also 
learn how to use these materials and how to explain things in a way that is 
easy for children at schools and science centers to understand. 

 
Left: Earth-centered model of the Sun, Earth, and Moon 
Center: Model of the orbits of Earth and Mars 
Right: Daytime Venus Finder 
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サンプル画像 

  
触る星座早見盤 

 

  
触る星座絵カード 
 
【出典】スタディスタイル★自然学習館 
http://www.study-style.com/ 
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【Ａ６】ワークショップ（９月 24日（土）） 

名称 「天文教具で伝える宇宙（太陽系）の仕組み」と「簡単天文工作」 

プレゼンター（企画者） 船越浩海（ハートピア安八） 

タイプ 工作タイプ 体験タイプ 

参加費 なし 

実施会場 大セミナー室 

概要  月の満ち欠けの仕組みや、月の出没・南中などが規則的に変わる理由を直感的に

理解できる教具などの紹介と実演。簡単な天文工作。 

・天動説的三球儀（月の満ち欠けと位置） 

・昼間の空の金星ファインダー 

・火星の小～大接近を再現するオーレリー 

・簡単工作（H2ロケット、はやぶさ 2） 

キーワード 天文教具、天文工作 

目的  夕方に南西に見える月はどんな形か、下弦の月はいつ頃昇ってくるかなどを直感

的に理解ができる。 

太陽から離角が大きい時に昼間の晴天に金星を探すことができる。 

授業や天文教室での応用ができる。 

手順（大まかな流れ） ＜天文教具実演実験＞ 

①月の満ち欠けと見える位置を知ろう（10分） 

②火星の接近と黄道上の惑星の動き知ろう（10分） 

③昼間の空に金星を見つけよう（10分） 

 

 

図１左：天動説的三球儀、中：火星のオーレリー、右：昼間の金星ファインダー

天文教具を使って、それぞれの理解を深めます。（教具の意義を探ります。） 

それぞれの簡単な設計図（見取り図）を配布します。 

１回に１０名以内の参加者で、所要時間約 30分のルーティン 

 

＜簡単天文工作＞ 

・H2ロケット工作（5～10分） 

工作は組み立て方のプリントを見て、各自随時作成

していただく。 

その他簡単な天文工作の作品サンプル展 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Day 2 
B4 Are There Living Beings in Space? Experience Astrobiology 
through Your Sense of Touch (60 minutes) 
Presenters: Keiko Saito, Harumi Fujiwara, Tsukasa Kaneta, Taichi Igarashi, & 
Josephine Galipon 
Keywords: astrobiology, tactile models, Tanpopo Mission 
* Free of Charge 
 
Humans have long wondered whether living beings can survive in outer 
space. In this workshop, we will experience recent scientific knowledge 
through our sense of touch. 
 
1) Organisms that can survive in space: the tardigrade 
Tardigrades are very small animals that can barely be seen with the naked 
eye (–0.1 millimeters).Behind their nonchalant gait lies an incredible hidden 
strength. Workshop participants can touch stuffed toys based on electron 
microscopy data, and observe real tardigrades using an optical microscope. 
2) What is “life”? 
This will be discussed while touching 3D printed structures based on 
scientific data and hand-made pop-up books. 
3) An experiment to look for life in outer space 
The “Tanpopo Mission” (2015-) is an experiment designed to search for life in 
space by using miniature capture nets made out of aerogels. Can we imagine 
other ways to search for alien life? 
4) Imagine ways to explore life around other stars resembling the Sun. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B5 Tacti le Astronomy (60 minutes) 
Presenter: Shin Mineshige (Kyoto University) 
Keywords: extent of the Universe, the Sun, stars, planets, the Earth, life, and 
myself 
* Free of Charge 
 



The presenter has developed tactile versions of astronomical images such as 
stars, planets, and galaxies. Enjoy touching the images without seeing them, 
and imagine the Universe through the haptic sense. Participants will discuss 
about how to improve the tactile images and how to make a teaching 
program with them. They will also discuss about international collaboration. 

 
Tactile images made with dots: The Moon (left) and the Pleiades (right) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B7 Making a Tacti le Planetarium from Low Cost Materials (60 
minutes) 
Presenter: Lina Canas (IAU OAO/NAOJ) 
Keywords: visual impairment, low-cost, textures, DIY 
* Free of Charge 
 
In this workshop the participants will learn how to build low-cost tactile 
resources, focusing on the example of a tactile planetarium. We will discover 
how and where to find low-cost activities and repositories. At the end, we 
intend to address the first steps to develop a program for inclusion, tailored 
to a country’s needs. 
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【Ｂ５】ワークショップ（９月 25日（日）） 

名称 触って楽しむ天文学 

プレゼンター（企画者） 嶺重 慎（京都大学） 

タイプ 体験タイプ 

参加費 なし 

実施会場 大セミナー室 

概要  宇宙にあるもの、星や惑星、銀河、へんてこな形の星などをテーマの点図（触っ

て楽しむ図）を製作しました。じっくり触って思いを深めましょう。そして、宇

宙を「さわる」ことによって開けてくる宇宙への思いを語り合いましょう。 

キーワード 宇宙の広がり、太陽、恒星、惑星、地球、生命、そして私 

目的  ・点図に親しみ、視覚にとらわれず宇宙を体験すること。 

・想像力を高め、創造力を醸成すること。 

・参加者それぞれの思いの中にある独自の宇宙像をそだてていきたい。 

手順（大まかな流れ） 宇宙、星、惑星、地球、生命など、さまざまな点図を用意します。 

１． まずは全員でテーマを決めてさわっていき、感想をのべる 

２． 次に自由なテーマで、好きな点図にさわってみる。改善点や、新しいテー

マなどについて意見交換する。 

３． 可能なら国際発信についても議論したい。 

ディスカッションで話

し合ってみたいこと 

 

・それぞれの頭（心）の中の宇宙像について語ってもらう。 

・点図の改善点、テクニック、今後の発展性につき、フリーディスカッション。

・国際発信についても（時間がゆるせば）議論したい。 

UD対応・情報保障 

該当する項目に○  

（○）聞こえない・聞こえにくい方も参加できる（情報保障あり） 

（○）肢体が不自由な方も参加できる 

（○）病院での活動にも使える 

（○）日本語が得意でなくても参加できる（見てわかる、英訳など） 

必要な材料と価格 点図サンプルを用意します。ということで事前費用はゼロ。 

サンプル画像 

 

 

 

 

  

図１ 点図の例：月（左）とすばる（星の集団、右） 



 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B8 Exploring the Universe Led by Sign Language Peoples (120 
minutes) 
Presenters: Haruka Suto, Ayana Hirose (Saitama Sakado School for the Deaf), 
Masami Kitamura (The Tsukuba Barrier-free Learning Consortium) 
Keywords: silence, sign language 
* Each participant will buy a set of earplugs (100 JPY) 
 
In NAOJ's 4D2U (Four-Dimensional Digital Universe) Dome Theater, 
participants will express their feelings for the Universe without using verbal 
words. They will place earplugs in their ears and try to communicate with 
each other without making or listening to sounds. Based on their experiences 
in the workshop, they will discuss about how to communicate in silence. 
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【Ｂ７】ワークショップ（９月 25日（日）） 

名称 安い材料で作る「触れるプラネタリウム」 

プレゼンター（企画者） リナ・キャナス（国際天文学連合天文普及室（IAU OAO）） 

タイプ 工作タイプ 体験タイプ  

参加費 なし 

実施会場 大セミナー室 

概要 障害を問わず誰でも楽しめる（インクリュージョン）プログラムを考えるときに

直面する課題、ネットワークや素材、活動などの情報をどう得るか、について考

えるワークショップです。その一例として、低コストの材料を使って触れるプラ

ネタリウムを作ります。そして、どこでどのように低コストの活動や情報を得る

ことができるのか、既存のものを紹介しながら、みなで考えます。また、インク

リュージョンのプログラムを国や地域のニーズに合わせてどのように発展して

いくか話し合います。 

キーワード 視覚障害、低価格、触覚、DIY 

目的 ・低価格の材料を使って、触れるプラネタリウムを作ります。 

・そのプラネタリムを使っていくつかのアクティビティをやってみます。 

・自分の国や地域でインクリュージョンのプログラムを実践する際に直面する 

課題について話し合います。 

手順（大まかな流れ） ・今日のテーマの紹介（20分） 

・触れるプラネタリウムを作ってみよう！（40分） 

ディスカッションで話

し合ってみたいこと 

このワークショップを他のタイプの対象者や他の国や地域にどのように合わせ

て作っていくか話し合います。 

・あなたの地域やコミュニティーでインクリュージョンプログラムを実践する 

際に向き合う課題 

・どのような低価格の材料があるか。 

・どうしたらワークショップが実現できるか。どのように評価するか。 

UD対応・情報保障 

該当する項目に○  

（○）見えない・見えにくい方も参加できる（触覚を使うなど） 

（○）肢体が不自由な方も参加できる 

（○）日本語が得意でなくても参加できる（見てわかる、英訳など） 

必要な材料と価格 ダンボール、のり、スポンジ状クッション材シート、対象人数：25人 
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