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科学の面白さ、不思議さ、楽しさが実感できたよ
－３日目が終了！－

今日の生徒の様子を見ていると、初日の開校式で来賓でいらっしゃった文部科学審議官前川喜平先
生のお話が思い出されます。
先生は、アルキメデスの逸話を通し 「やったあ 「見つけたぞ」といった発見の喜びの積み重ね、 」

がいかに大切かということをお示しになった後 「何のために勉強するのか」という問いに対し、日、
本の子どもが得点力の獲得に引きずられることを残念がっていらっしゃいました。
「サマーサイエンスは何点とったら卒業ということではありません。どうしてという疑問を常にも

ち、科学の目をしっかり開きましょう。質問をどんどんして興味関心を一層高めていきましょう 」。
･･･このエールが、今日の特別講義や選択実習、ロボット展での生徒の姿に反映されていました。は
ずんだ声で質問し、目を輝かせて講師の話を聞き入る姿、集中して作業をする姿、歓声を上げ手をた
たく姿･･･やっぱり科学って面白い！不思議！楽しい！
今日はいよいよ最終日です。日本国際賞を受賞された本スクール実行委員長 末松安晴先生の「光

通信と社会の情報化」の講義で締めくくります。生徒の皆さん、存分に学び、頭と心を精一杯働かせ
ましょう。

☆特別講義２『磁石の研究で日本はずっと世界一』☆特別講義２『磁石の研究で日本はずっと世界一』☆特別講義２『磁石の研究で日本はずっと世界一』☆特別講義２『磁石の研究で日本はずっと世界一』

インターメリックス株式会社最高技術顧問 佐川眞人 先生インターメリックス株式会社最高技術顧問 佐川眞人 先生インターメリックス株式会社最高技術顧問 佐川眞人 先生インターメリックス株式会社最高技術顧問 佐川眞人 先生

★佐川眞人先生の研究は、とても素晴らしいと思いました。それまで最
強だった 磁石を疑うこと、その精神が素晴らしいと思いました。SmCo
そして１ で１ の鉄も持ち上げることの出来る には感激しまg kg NdFeB
した。佐川先生からは、磁石の仕組みも詳細に、とても分かりやすく教
わりました。私は今まで、磁石は規則性のある均一な組織があると思
っていました。でも、ミクロの世界では、欠陥を防ぐための、セル状の
構造があることを初めて知りました。磁石と 「ネオジウム磁石」の構、
造を知れたことが何より嬉しかったです。

★実験をするときには、具体的な目標を立ててから → → ダメだったら最初からPLAN DO CHECK
にしてより良い物ができるまでやる根きが大切だと思いました。それを、続けていると成功するん
だなと思いました。 （多治見市立陶都中学校 山本理義さん）

★今日の佐川先生の講義を聞いて、日本は昔から世界の磁石を、ずっとリードしてきたことを知り、
日本人の研究のレベルの高さにびっくりしました。これからは磁石だけでなく、すべての分野にお
いても日本が世界のトップにたてるようになってすばらしい発明品がたくさんでてきて、世界中が
豊かになってほしいです。

★今日、佐川眞人先生の研究で日本がずっと世界一という授業を受けました。今まで、磁石の強い弱
いなんてあまり気にしていなかったけど、佐川眞人先生の授業を聞いて磁石にも、強い弱いがあっ
てそれをつくることもけっこう難しいことがわかった。

★佐川眞人先生の話を聞いて研究者は、誰も知らないことを見つける社会のためになる技術を生み出
すというすばらしい職業だと思った。いろいろな工夫を重ねて、改良し、実用化することを考えて

。 。いたのですごいと思った 一つのことに集中してそれをやり抜くことはすばらしいことだと思った
（大垣市立東中学校 水谷廉さん）

★今日の佐川先生の話をきいて、佐川先生は、糸口をみつけてから、最後まで苦労しながら、あきら
めず研究にとりくむところがすごいと思いました。自分は、あきらめてしまうところがあるので、
そういうところを直せるようにしたいです。佐川先生は、一人で発明していて、そこから、世界一
の磁石をつくれるところがすごいと思いました。

★今日のこの講義は、とても楽しみでした。先生の話を聞いていると、今まで何でもなかったように
思っていた磁石のことが、とても身近に思えてきました。それまでコバルトが基本成分だった磁石
が先生の研究で、ネオジムを使った強力な磁石を作ることが出来たと分かりました。僕も、先生の
ようにあきらめずに、目的を達成できるようにしたいです。

★僕がこの講義で最も印象に残ったことは 「研究中に分からなくなって止まってしまったら、途中、
から“おもしろい“と感じ始めた」ということです。つまり挫折をしていないということです。僕
は何度も挫折をしたことがあるので、挫折をしないという強い精神力に心をうたれとても感動しま
した。これからも野心的になって、どんなことにでも興味をもっていきたいです。

★磁石の種類がそんなにたくさんあるとは知らなかったです。先生に教わっ
た研究の仕方で、この先いろいろな研究をしていきたいと思いました。先
生が講義でおっしゃった「発明は一人でできる工業化には１０人かかる量
産化には１００人かかる」という一文がとても心に残りました。ネオジム
磁石がとてもいろいろな物に利用されていることを初めて知りました。風
力発電で日本全国の電気料がまかなえるなら、安いし、安全だから日本全
国に風力発電所を作ったらいいと思います。先生の話を聞いて、ちょっと
研究者を目指したくなりました。

★あんなにすごい研究者でも凡人だったりするなんて全く思いもしませんで
した。よくテレビやインターネットで目にする、結果を残している研究者
は、有名な学校に行っていたり、…とにかく何かしら他にはないような経
歴があるのをよく見ます。でも、佐川先生の話を聞くかぎり、なんだか私
にも可能性はあるんだなぁと思えました。普通の平凡な能力の人でも、努

、 、 、力をすること まずは基礎を大事にすることを 忘れなければいいんだな
と。本当にいい話が聞けました。

☆選択実習 『光通信・ネットワークを作ろう！』☆選択実習 『光通信・ネットワークを作ろう！』☆選択実習 『光通信・ネットワークを作ろう！』☆選択実習 『光通信・ネットワークを作ろう！』

東京工業大学准教授 渡辺正裕 先生東京工業大学准教授 渡辺正裕 先生東京工業大学准教授 渡辺正裕 先生東京工業大学准教授 渡辺正裕 先生

★この光通信では、他の講義とは違い、実際にその実験をするための機械
等を作ったりする事もでき、非常に楽しかったです。また、光通信を実
際やるための機械等の作製によって、光通信がどのような仕組みで行わ
れているかなどが非常によく分かったので、これから、このような物を
作る機会があれば、これをもっと発展させたものをつくってみたいと思
います。

★赤外線通信の仕組みや、ハンダつけのやり方を理解することができた。
テレビのリモコンの信号から、世界や日本の技術の高度さというものを
実感しました。これからまた技術が進歩していくだろうが、身近にある
様々なものがどのように変化していくか、またその逆にむかしはどのようなものだったか、調べた
り予想したりするのもおもしろいと思いました。

★物を作るモノが結構難しかったでけれど、その後に、受信器と発信器をあわせて曲を流す事がとて
も楽しかったです。でも、中に入っていた３曲のうち、私の所に入っていた一曲…カッコーは自分
的に残念でした。そして、最後の電圧の計算か何かが、まったく出来なくて、先生についてもら
ったのですが、割り算がぜんぜんできませんでした。

★はじめに光通信をするためのキットを見たら、こんな難しそうなもの自分につくれるかなと不安で
したが、最後にはきちんとしたものがつくれてよかったです。光を当てるだけで音が出たことに驚
きました。人生初体験の半田付けもできました。今日作った光通信機器は家でも使えるのでどん
どん使っていきたいです。

☆選択実習 『ロケット製作』 日本モデルロケット協会長 山田 誠 先生☆選択実習 『ロケット製作』 日本モデルロケット協会長 山田 誠 先生☆選択実習 『ロケット製作』 日本モデルロケット協会長 山田 誠 先生☆選択実習 『ロケット製作』 日本モデルロケット協会長 山田 誠 先生

★ぼくはロケットせいさくがこの中津川サマーサイエンススクールで
一番楽しみにしていた行事です。なぜならぼくは理科が苦手な方な
のだがゆいいつ宇宙だけは興味があったからです。このロケットせ
いさくの中で一番てまどったのはランチラグパイプをくっつけると
ころで発射角度もぼくが一番手間取った所に入ると思います。ぼ
くのロケットは尾の所が少しまがってしまっていたので本当にとぶ
のかなと思ったが予定通り飛んだのでよしと思ったのだが、風が強
すぎて逆の方に飛んでいってしまったのでくやしかったです。

★ロケットは、風がくると向かい風になるように、しんこうほうこうをかえるというせいしつがある
ということが分かりました。ロケット発射のときにつかう火薬は ～ までは日本でつかえるがA J
どこかのさばくではそれ以上もうちあげることができることが分かった。おもさもかんけいしてく
ることがよくわかった。しっかりロケットをとっておきたいです。

★ロケット製作のこうしゅうは重心や圧力中心など説明が難しかったです。製作では思っていたより
もとてもむずかしかったです。最初は、パラシュートが開くか、火薬に火がつくかとても不安で
した。打ち上げたら火薬に火がついてよかったし、パラシュートが開いたけど円から１メートル出
てしまいざんねんでした。



☆選択実習 『指南車』 愛知工業大学客員教授 末松良一先生☆選択実習 『指南車』 愛知工業大学客員教授 末松良一先生☆選択実習 『指南車』 愛知工業大学客員教授 末松良一先生☆選択実習 『指南車』 愛知工業大学客員教授 末松良一先生

核融合科学研究所特別教授 山内健治 先生核融合科学研究所特別教授 山内健治 先生核融合科学研究所特別教授 山内健治 先生核融合科学研究所特別教授 山内健治 先生

磯貝製作所会長 磯貝勝行 先生磯貝製作所会長 磯貝勝行 先生磯貝製作所会長 磯貝勝行 先生磯貝製作所会長 磯貝勝行 先生

★僕はこの実習に参加し、周の時代の中国の技術を知りました。僕はこの指南車を作るのに４０分く
らい時間がかかったのですが、先生方は１５分くらいでできると聞いて、自分の技術力の低さを実
感しました。おそらく周の時代の人々は何メートルもある大きな指南車でも数ヶ月で作ることがで
きたであろうと僕はおもいます。今の人間よりも早く作れると思います。

★はじめに指南車を見た時は、難しい形をしているのかなと思って心配したけど、作るのに時間はか
からないし、おもしろかったです。話の中には紀元前２６００年に指南車でゴビ砂漠を渡ったとい
う部分がありました。構造は難しいのに中国で紀元前からあったのは驚きました。まだ、中の棒が
飛び出たりするところがあるのでなにかで切ったり、テープで出たりしないようにして、うまく走
るように作っていきたいです。

★ギアの組み合わせによって、どれだけうごかしても必ず南を向くと知って、びっくりした。指南車
は南を指していて、それは、左右の車輪の差からできていて、車輪の和にすることで、進んだきょ

、 。 、 、 、りを測ることもできると知って 心底びっくりした それは 作りが似ているので 上手くやれば
二つを一つにできるので、夏休みの自由研究でやってみようかなと思った。

☆選択実習 『鉱物実習』 益富地学会館主任研究員 藤原 卓先生☆選択実習 『鉱物実習』 益富地学会館主任研究員 藤原 卓先生☆選択実習 『鉱物実習』 益富地学会館主任研究員 藤原 卓先生☆選択実習 『鉱物実習』 益富地学会館主任研究員 藤原 卓先生

★選択実習の鉱物実習では体調が悪くなって、おくれたけど、１番早く合格しました。自由時間には
いん石や水晶などとても神秘的な物を見ることができました。砂金を見つけるときに、金が５・６
個見つかりとても感動にひたりました。指南車やロケットも面白そうだったけど、鉱物はとても面
白かったです。

★砂の中から鉱物を取り出す作業、パンニングは正直コツがなかなかつかめず大変でした。ですが、
その分、最後のほうに光る鉱石を見て達成感を味わうことができました。僕が一番楽しかった作業
は鉱物を七種類に分けることです。ふくろの外から見た砂は白い砂と砂鉄だけしか分からなくて、
この中に七種類の鉱物が入っているとは思えませんでした。ですが、この作業でそれを実感して、
たくさんの砂の中から鉱物だけを取り出している時に、宝さがしをしている気分になってとても楽
しかったです。

★パンニングという鉱物の比重を利用した分けかたを教わりました。何だかこれだけで鉱物にグンと
魅力を感じてきました。結構上手にクルンクルンと回す感じで、比重の軽いものを少しずつ捨てな
がら見事に金（砂金）や磁鉄鉱（砂鉄）を沈ませながら分けることができました。結構金を探すの
に夢中になってしまい、どんどん時間が過ぎていく感じがすごいしました。また、最後に鉱物博物
館を３０分程見学させて頂くことができました。そこでも、いろいろ
なコーナーで鉱物等を身近に体験することができ楽しかったです。

★鉱物を重さによって分ける方法を教わった。金やザクロ石などの結晶
を見た ザクロ石は大きくても小さくても同じ形をしていました か。 。「
いじゅう石」はすごくピシッとした立方体や直方体（ほとんどが立方
体）で驚きました。どんだけくだこうと、ハンマーで砕こうと立方体
（直方体）になるそうです。今回いただいた鉱物は金易石、カンラン
石、砂金、などでした。今回いただいたものはほとんど宝石になるら
しいです。紫外線をあてたら光る石もありました。石が光ると何か変
な気分です。

☆ロボット展☆ロボット展☆ロボット展☆ロボット展

★今日、ロボット展に行って、ぼくが感じたのは、昔なのに、あんなに細いからくりやロボットなど
を作ることが出来るなんて昔の人の方が頭が良いのかなと思ったり、昔の人はすごいなと思ったり
しました。とても勉強になりました。

★ロボット展では、日本の昔の人がよく考えて作っているのがよくわかりました。さしがねというこ
とばがからくりのあやつり棒からきていたのは、びっくりしたし、それであやつるのが本当にむず
かしいと実感しました。音声でにんしきするのもおもしろかったです。

☆一日を振り返って☆一日を振り返って☆一日を振り返って☆一日を振り返って

『今日の 』『今日の 』『今日の 』『今日の 』い・い・あ・じい・い・あ・じい・い・あ・じい・い・あ・じ

★ロボット展は江戸のからくり人形から最近
のハイテクなロボットまで見ることができ
ました。江戸時代にあんなすごいからくり
人形ができるのはとてもすごいと思いまし
た。今日は少し時間がおくれてしまったの
で、あと１日はしっかり直していきたいで
す。食事の時間は少し入るのがおくれてし

、 。まったので もうすこし早くいきたいです

★ロボット展では特に３つの機械が気に入り
ました。１つ目はからくり人形です。意外
と気付かないような所におもしろいしかけ
があり感心しました。２つ目は手の血管が
よく見える機械で、３つ目は で、ボーaibo
ルをけっているのがおもしろかったです。
今日一日を振り返って、佐川先生の講義で
はとても集中できたので良かったです。明
日は最終日なのでこれを続けたいです。


