
ＳＬ2010受講レポート第１号                ２０１０．１０．２７ 

                                                         伊丹北高校進路部 

サイエンス・レクチャー（ＳＬ）全７回のレクチャーのうち、４回分の受講レポートを第１号として

まとめました。レクチャーに参加した生徒の受講レポートのうち、何名かの「講義を受けた感想」をま

とめました。長い文章もありましたので、要約したものもあります。間違いや疑問点があれば、進路部

木村まで申し出てください。なお、10 月 29 日（金）に第７回「六甲山地と大阪湾－その成立と変遷」

のレクチャーがありますので、ぜひご参加ください。 

 

回 月日 講 師 内 容 

１ 9.10 

（金） 

岩石学 

河上 哲生 助教 

南極での地質調査 

１．今回の講義を受け、南極の地質調査などはただ知識があるだけではできないんだと分かった。紫

外線・気温やテント、トイレ、食事などの問題を乗り越え、過酷な状況で調査をしていてすごいと思

った。また、常に危険と隣りあわせで生活していて、それでもやっていけるのは、その人自信がその

分野にすごく興味があり、好きだからなんだと思った。色々のことの理由を知りたいと思うところか

ら、研究は始まるのかなと思った。（１年女子） 

２．文系の私でも分かりやすく、とても面白い講義でした。岩石の話だけでなく、体験談なども挟み

ながらだったので、とても聞きやすかった。テレビとかで見て「なぜわざわざ南極まで調べに行くん

だろう？」と思っていたが、この講義を受けて疑問が解消された。ただ、南極で研究するのにも、国

を超えて協力し合ったり、テントを張る位置を考えたりと色々な苦労があるんだと思った。（１年女子） 

３．この講義を受けて南極に岩石があることを知りました。普段知らないことを知ることができ、と

ても刺激的な一時間でした。河上先生は本当に自分の好きなことを研究し、世界最先端の研究をされ

ていて、とても充実した日々を送っておられるのだと感じました。また、先生がおっしゃった「温度

と圧力により、同じ化学組成でも違う物質になる」という言葉が印象に残っています。以前に南極で

は紫外線が強いということを聞いたことがありましたが、テントもぼろぼろになるほどだということ

にとても驚きました。普段できない体験ができ、今後に生かしていけたらと思います。（２年女子） 

４．私は南極のことはちっとも知りませんでした。しかし、今日の講義では、南極地質調査の体験を

ふまえて色々なことを話してくださったので、興味深く、楽しく勉強することができました。南極で

の生活の仕方、食料、水の確保やクレバスの危険性まで細かなことまで学べました。特に、地質調査

でどんなことするかを知ることができました。私は地学が苦手ですが、今回の講義で好きになること

ができました。（２年男子） 

５．南極を調査することは、岩石の採取はもちろん、生活面、交通面においても想像以上の困難を伴

うものだと知りました。紫外線が日本の２倍の強さで特注のテントでもぼろぼろになってしまうこと

には特に驚きました。風化によって５，６億年前の岩石が表面に出てくるということは、山などで何

気なく見過ごしている地層も、実は古代のものなのだと知って、とても岩石に興味がわきました。岩

石でもきちんと調べると、どういう過程を経て現在そこに存在しているのかが分かるということで、

ただの岩石でも無限の可能性があるのだと思うと岩石学は奥の深い学問だと思いました。（３年女子） 

 

回 月日 講 師 内 容 

２ 9.17 

（金） 

海洋物理学 

石川 洋一 助教 

スーパーコンピュータで見る海の流れ 

１．コンピュータはすごいと思いました。海の流れの様子をつくることができるからです。また、海

の水温や魚の漁獲量なども予測することができるそうですから、なおさらすごいと思いました。地球

の海洋にはたくさんの海流があることを知りました。その海流が暖かい海流なら、周辺の国の気温ま

で高くするということで、自然の力はすごいなと思いました。（１年男子） 

２．海という不思議な世界を調べるという難しい話を聞いてみると、海からそんなことが知れるのか

と感心しました。また、石川先生が作られた大気海洋結合モデルは立体的で、さらに色使いによって

様々な発見をすることができました。日頃食べている魚が種類によっては日本付近からいなくなって

しまうという状況を見て、地球はどんどん変化しているのだと気づかされました。（１年女子） 

３．初めは「海の流れ」と言ってもイメージがわきにくかったのですが、海にも様々な特徴や注目す

べきところがあり、詳しい内容まで知ることができました。特に、グラフや数値で説明してくださっ

た点がわかりやすかったです。その規模の大きさから変化の様子をみていると、リアルなシミュレー

ションになっていて、コンピュータは不可欠なものであることがわかりました。より高精度な数値を

求めていくことが、海洋、大気、生態系などの地球とつながっていくのを感じました。（２年男子） 



４．大気と海洋が似たような動きをするなんて思ってもみませんでした。親潮という言葉の意味が、 

プランクトンが豊富な海流であるために、魚にとって親のようなものだということは意外でした。最

近、物理の授業で教わったことを応用すれば、海の動きを調べることができると知って、海の動きの

シミュレーションが身近に感じられ、物理の勉強をがんばる気になりました。（２年男子） 

５．今日の講義は最近の物理で習ったワードが出てきたりして面白かったです。大気全層を１℃上げ

ることと、海洋 10ｍを１℃上げることはほぼ等しいと聞いて、とても驚きました。また、コンピュー

タで導かれる大気の動きも、様々な物理法則をもとに導き出されるということを聞いて、未来の状況

を推測できるという点において、物理は素晴らしい学問だと感じました。（２年女子） 

 

回 月日 講 師 内 容 

３ 9.24 

（金） 

構造地質学 

佐藤 活志 助教 

付加体―日本列島の骨格 

１．日本列島の土台は主に付加体であり、特に関西はどんな地質でできているかがわかりました。地

質がわかることで、昔どんなことが起きたかもわかるというのは、とてもすごいと思いました。日本

の他の地方の地質や世界の地質についても調べようと思いました。（１年男子） 

２．日本の近くの海溝で海洋プレートが大陸プレートに下に沈み込むとき、堆積物が陸地に付加して

日本は現在のような地形になったということが不思議でした。除雪車で雪を集めて積み上げるような

ものだというのが、面白いと思いました。特に四国の南部ではそういう所が多いそうで、南海地震に

も関連しているそうです。地震は近いうちに起こるように言われているが、何億年かけてプレートが

動いているというのは本当に不思議な気がしました。（２年男子） 

３．海の中のプランクトンが固まって石灰岩になり、それは鍾乳洞で見られるというのが面白いと思

いました。北陸の能登半島のあたりが一番古く、四国の南部が一番新しく、４つの層に分かれている

ということでしたが、関東、東北、北海道はどうなっているのかと思いました。日本列島は中部地方

で折れ曲がったようになっているのは、プレートと関係しているのですか。（２年女子） 

 

回 月日 講 師 内 容 

４ 9.28 

（火） 

素粒子論 

畑  浩之 教授 

―超ひも理論― 物を細かく細かく見ていくと 

究極的にどうなっているの？ 

１．難しい内容であったが、分かりやすくかつ面白く説明していただき、素粒子についての教養を深

めることができ、さらに興味がわきました。講義が終わった後も、個々の質問にしっかり答えてくだ

さり、サイエンスにより深く興味を持つことができました。（１年男子） 

２．ニュースなどで陽子や中性子をさらに細かくしたクォークというものがあることは知っていたが、

それ以外にもたくさんの素粒子があることは知らなかった。また、全ての粒子にはその反対の反粒子

があることも初めて知った。マイナスの電荷を持つ電子にも、反対の陽電子があるらしい。正直、自

分にはまだまだ理解することが難しいことばかりで、疑問はあっても質問をすることはできなかった。

でも、素粒子の世界は解明されていないことが多く、自分ももっと知りたいと思った。（１年男子） 

３．僕は一度、超ひも理論についての本を読んだことがあります。そのときは、ちんぷんかんぷんで

したが、話の内容を尐しだけ覚えていました。そして、今日の講義とその記憶を照らし合わせたら、

とてもよくわかりました。超ひも理論はビックバンやインフレーションにも関係していましたよね？

今日の講義はとても面白かったです。（１年男子） 

４．今回のテーマの超ひも理論を理解するにも、素粒子論について知らなくてはいけません。勉強し

ていないところで難しいけど、矛盾のない重力の量子力学を含む理論（究極理論）や万有引力（時空

のゆがみ）など、自分では普段考えられないものばかりでした。実験ではまだ発見されていないもの

もあるが、何十年後には発見されると思います。この分野を勉強して実験してみたいです。（２年男子） 

５．クォークやクォークを作る小さなひも状のものといった、小さな小さな世界を見ているのに、そ

れが９次元の世界や宇宙の真理や時空に関する、とても謎めいた広く神秘的な世界につながっている

のが面白いと思いました。特殊相対性理論や量子力学の難しい数式は私にはよくわからないけど、こ

の講義を受けていると自分もその世界に足を踏み入れることができ、わくわくしました。これからも

自分の目で、新しい世界を尐しでも多く見て、知識を深めていけたらいいなと思います。（２年女子） 

６．私はきちんと物理を習ったことがないので、難しくて理解できない所も多々ありましたが、逆に

新鮮な気持ちで講義を受けられました。ものを細かく見ていくと分子とかは知っていたけれど、具体

的な素粒子の名前とかは全然知りませんでした。陽子と反陽子をぶつけると、新しい素粒子が生まれ

るのとかはすごく面白い反応だなと思いました。９次元の世界はどんなのか不思議に思いました。筒

状の図で３次元の所までは分かったけど、６次元が全然想像できませんでした。また、物理を学べる

機会があれば考えて見たいです。（３年女子） 



ＳＬ2010受講レポート第２号                ２０１０．１１．１７ 

                                                         伊丹北高校進路部 

サイエンス・レクチャーＳＬ2010全７回のうち、後半３回分の生徒の皆さんの受講レポートをまとめ

ました。７回のレクチャーを通して、自然科学の幅広さと奥深さを感じてくれたようです。 

今回のＳＬ2010は素粒子論と地球科学でしたが、素粒子はミクロの世界であり、地球はマクロの世界

です。ここでは、地球の空間的、時間的広がりを理解するために基本的な数字を並べておきます。間違

いや疑問点があれば、進路部木村まで申し出てください。 

 

地球の半径は約 6400km であるが、内部は地殻（深さ 7～40 km）、マントル（深さ 2900 km）、外核

（深さ 5100 km）、内核（深さ 6400 km）の層構造をなしている。地殻とマントル最上部の厚さ 100km

程度の硬い部分をプレートといい、プレートの移動により地震などの現象が生じる。 

地球をとりまく気体の層が大気圏（気圏）で、高度 0～10kmが対流圏、10～50km が成層圏、50～80km

が中間圏、80～800kmが熱圏、800 km以上を外気圏という。オゾン層は成層圏にあり、オーロラは 100

～1000kmの範囲に発生する。 

 次に地球の歴史は先カンブリア時代（46億年前から 5.7億年前まで）、古生代（2.5億年前まで）、

中生代（6500 万年前まで）、新生代に分けられる。先カンブリア時代には地殻が形成され、この時代

の後半には海中に海藻や下等な動物がいたようである。世界の鉄・金・ウランなどの資源の大部分が

この時代の地層にある。古生代はカンブリア紀、オルビドス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、二畳

紀に分け、中生代は三畳紀、ジュラ紀、白亜紀に、新生代は第三紀、第四紀に分ける。古生代にはい

ると急に生物の種類も数も増えたらしく、たくさんの化石が見出されるようになる。人類は 200～300

万年前に出現し、様々な変遷を経ながら氷河時代（100万年ほど前から現在まで、約 10万年周期で寒

冷期と温暖期が繰り返した時代）を過ごし、最後の氷期が終わった 1万年前ころから農耕の技術を獲

得し、人口が爆発的に増加し現在に至っている。 

 

回 月日 講 師 内 容 

５ 9.30 

（木） 

太陽系電磁気学 

齋藤 昭則 助教 

地球を包むプラズマの観測 

１．今回初めて講義を受けたのですが、講師の先生の説明がわかりやすくて楽しむことができました。

一番印象に残っているのはオーロラの話です。私はもともとオーロラに興味があったので、オーロラ

について知ることができてよかったです。実際に見てみたいと思いました。また、地球を立体的に表

したもの（ダジック）は台風などの動きを見ることができてとても面白かったです。講師の先生がお

っしゃっていたように、この地球の模型が授業などで使用されたらと思いました。（１年女子） 

２．オーロラとは何か、オーロラの発生過程、オーロラがどういった問題を起こすのかなどが理解で

きました。今まであまり興味のわかなかった宇宙分野にも、少し興味が持てるようになりました。最

近、テレビで太陽風がどうとか、プラズマがどうとかをよく見ますが、正直あまり意味が分かってい

ませんでした。しかし、今回の講義で疑問が解けたような気がします。（１年男子） 

３．大気の動きは方角を問わず流れているもので、雲もずっと流れていると思っていましたが、アフ

リカなどでは昼には入道雲ができ、夜には雲がなくなるということを聞いて、気候によって違うんだ

と驚きました。オーロラの話はとても興味深い話で、いつか実際にオーロラを見てみたいと思いまし

た。オーロラの光は蛍光灯の光と似ているということは意外でした。日本にも大気光というオーロラ

みたいなものがあるということを聞きました。日本の上にも電気が流れているのではないかと思いま

した。この講義で研究することは面白そうだと改めて感じました。私も将来何かの研究がしたいと思

いました。（１年女子） 

４．半球形の模型に人工衛星から見た地球の画像を映していたのでとても分かりやすかった。オーロ

ラが光るときに電流が地球大気圏に流れているなんて初めて知った。そもそも、オーロラが光って宇

宙ステーションだとか人工衛星が揺れるなんてことは想像もつかないし、ましてや地上で観測される

磁界の変化や、発電所の故障による停電が起こるなんて初めて知った。聞いていて初めて知ることが

多かったので、とても楽しい講義でした。やっぱり小中高の授業より専門的なので、ある意味新鮮な

気持ちだった。中学生のときにオゾン層は調べたことがあったけど、あまり知らない電離圏とかのこ

とが知れてよかった。（１年女子） 

５．立体な映像で様々な惑星を見ることができてとても興味を持って話を聞くことができました。興

味はあるけどなかなか知ることのできない太陽系の話はとても楽しかったです。オーロラは電気が発

生することでできているということに驚きました。スペースシャトルも少しずつ落ちてきているとい

うことも知りませんでした。オーロラは単にきれいなだけでなく、そのような現象なんだと思い、ぜ

ひ一度見てみたいと思いました。もっと自分でも太陽系に関する知識を積極的に得ていきたいなと思

いました。ダジックというものをもっと知りたいと思いました。（２年男子） 



６．地球を包むプラズマの観測というテーマで、メインの話はオーロラについてでした。普段、私た

ちが見ることはないけど、知識のひとつとして知っているそれは、とてもきれいで、極地の空をたゆ

たっているイメージがあります。でも、その仕組みや地球に及ぼす影響などを考えると自然の偉大さ

がよくわかります。特に、オーロラの電流によって変圧器が壊れると聞いたときは驚きでいっぱいで

した。日本ではオーロラは見えないけれど、赤気という大気光が見えるということで新たな発見もで

きたので、そのうち見てみたいと思いました。（２年女子） 

７．今まで、宇宙ステーション（地球の外側）から見た地球なんて考えたことがなかったけど、そこ

からの観測によってそれまで分からなかった様々なことが分かるようになるということに、すごく興

味を持ちました。オーロラはただ見ているだけだったらきれいとしか思わないけれど、理系的な発想

で調べていくと、電気が関係していて、その電気はどのようなもので、どんな影響を及ぼすかまで分

かって、本当にすごいなあと思いました。私ももっと広い視野で、様々な角度からいろんなことに興

味を持っていこうと思います。（３年女子） 

 

回 月日 講 師 内 容 

６ 10. 8 

（金） 

地震学 

久家 慶子 准教授 

地球の鼓動を探る 

１．目で直接見ることができない地球の内部の研究について、よく知ることができました。地震計の

データだけで地球で起こっていることが分かることや、月にも月震という地震のようなものがあるこ

とに驚きました。今まであまり興味がわかなかった地学にも、興味がわいてきました。（１年男子） 

２．最初思っていたよりも堅苦しくなくて面白かったです。正直地震のしくみや地球の内部について

私は興味を持っていなかったので、こういった話は新しく知ることがたくさんありました。私が特に

印象に残っているのは月震の話です。地震のしくみについては中学生のときに授業で取り組みました

が、月震については少しもふれませんでした。授業では学べないことを、こういった講義で知れるの

はとても良いことだと思います。また、授業で学んだことプラスアルファを分かりやすく説明してい

ただき楽しい時間でした。（１年女子） 

３．一番驚いたのは月にも地震と同じように月震があるということです。なぜ月震が起こるかは、分

かっていないということでした。やっぱり月に行くにはかなりお金がかかるから困難なのかなと思い

ますが、困難だからこそ月に行って、月についての多くの情報を得て、もっと月のことを知りたいと

思いました。地震の話は今までの高校生活で学んだことが少しずつ出てきたので、とても聞きやすい

ものでした。いつも地球は微動していると聞いて、地球は生きているんだなと思いました。（３年女子） 

 

回 月日 講 師 内 容 

７ 10.29 

（金） 

第四紀学 

竹村 惠二 教授 

六甲山地と大阪湾－その成立と変遷 

１．第四紀学という、あまりなじみのない分野のお話で、最初はいったいどんな話になるのか想像も

できませんでした。また、私達の住んでいる近畿に、活断層が少なからずあることは知っていました

が、まさか日本の中でも多いほうだとは知りませんでした。阪神淡路大震災が起きるまで「近畿は安

全」と一般的に思われていたと、母に教えてもらって信じられませんでした。いかに情報が流れてい

ないのかということも感じました。実際、私達はかなり危ない所に住んでいるのだとわかりました。

また、地盤沈下がどのような理由で起こるのかを地層的に教えていただいて、知識が深くなった気が

して楽しかったです。（２年女子） 

２．過去の時代の地層が残っているのは、粘土がその年代ごとに挟まっているおかげだと初めて知り

ました。自分たちのよく知っている粘土がそんな大事な役割をしているんだなと思いました。先生の

話の中で、地磁気が今と昔とではずれているというのがあり、これにはものすごく驚きました。この

ままプレート運動が続き、どんどん断層がずれていくと、今の六甲山や大阪湾はどのような形に変わ

っていくのか気になりました。地層が違うと年代が違うというの分かったのですが、どうやって何年

前のものかが分かるのか疑問に思いました。この分野の話は普段あまり聞く機会がないので、新鮮で

した。（３年男子） 

３．この講義を受けて、地層のでき方、山のでき方などが詳しくわかってよかった。一番驚いたのは、

六甲山がいまだに大きくなっているということで、浸食作用などで大きさが保たれているようだが、

少しずつ高くなっているそうで、地球が変わり続けているというのを実感しました。（３年男子） 

 

 




