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平成２８年度コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

「大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣」実施要項

１ 目 的 大仙市の中学生を首都圏の大学や総合研究所等に派遣し、物理学、化学、工学、生物

学、医科学等の観察・実験講座への参加や関連施設見学・体験及び研究員等との科学に

関する交流等を通して、科学を身近に感じさせ、科学への興味・関心を喚起し、進路へ

の意欲を啓発する。

２ 期 日 平成２８年８月３日（水）～４日（木） １泊２日

３ 対 象 市内中学生 １８名

（大曲中４名、大曲西中２名、大曲南中２名、平和中２名、西仙北中２名、中仙中１名、

豊成中１名、協和中１名、南外中１名、仙北中１名、太田中１名）

４ 引 率 教育委員会職員等２名が引率する。

５ 訪問先・研修内容

◆８月３日（水）・・・ＡコースとＢコースに別れて行動（両コースとも②が主となる訪問先）

（Ａ）つくば方面

①つくばエキスポセンター

②筑波宇宙センター（宇宙航空研究開発機構ＪＡＸＡ）

（Ｂ）臨海副都心（お台場）方面

①ライフ・テクノロジー・スタジオ（産業技術総合研究所）

②日本科学未来館

◆８月４日（木）（研修内容は予定）

□千葉大学医学部[〒260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1]

◎「ミクロの世界にチャレンジ」

・講義「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」（野田公俊教授）

・実験体験「菌類の観察」等（野田公俊教授、医学部教員）

６ 宿泊先

パールホテル両国 ［〒130-0015 東京都墨田区横網1-2-24］ Tel 03-3625-8080

７ 日程の概要（予定）

◆１日目〔８月３日（水）〕

７：２０ 大曲駅西口集合

７：４７ 大曲駅発 こまち１０号（車内で昼食）

１０：５８ 上野駅着：つくば方面のコース（Ａコース）

１１：０４ 東京駅着：臨海副都心方面のコース（Ｂコース）

１２：００頃 （Ｂコース）臨海副都心方面着（１２：００～１６：３０見学）

１２：３０頃 （Ａコース）つくば方面着（１２：３０～１６：２０見学）

１８：００頃 両国駅着

１８：０５頃 パールホテル両国着（夕食は近くのレストランでとる）
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◆２日目〔８月４日（木）〕

８：００ ホテル発

９：３０～１５：００ 千葉大学医学部で研修

１５：４０頃 千葉駅発

１６：２０ 東京駅着

１７：２０ 東京駅出発 こまち２９号（車内で夕食）

２０：３２ 大曲駅着

２０：４０ 解散

８ 派遣生の資格要件

次の用件を満たし、校長の推薦を受けた生徒

（１）大仙市立中学校に在籍する生徒

（２）心身共に健康で、明朗かつ礼儀正しく、規律ある行動ができる生徒

（３）理科や数学科の学習や、科学的分野への進路に興味・関心をもつ生徒

（４）本人が積極的にこの学習を希望し、保護者の同意が得られる生徒

（５）派遣の事前説明会に参加できる生徒

９ 申込期限及び提出書類

（様式１）参加生徒推薦書

（様式２）自己推薦書・保護者同意書

※別紙研修内容の概要等を参考に、１日目の希望コースを自己推薦書に記入。

希望コースの人数が大きく偏った場合は、自己推薦書等の内容等を基に大仙市教

育委員会内で調整する。

以上を平成２８年６月３日（金）までに提出する。

10 費 用 ・派遣生徒の交通費（列車）及び宿泊費は、市が負担する。

・昼食（２回）、夕食（２回）等にかかる費用（３，０００円程度）、タクシーやバス

代（１，５００円程度）、入館料は参加者の負担とする。

11 持ち物 筆記用具、ノート、食事代や交通費及び入館料等の費用、着替え等（移動や体験中は

原則制服）、１日目の昼食、デジタルカメラ（できれば首から提げられるようにする）、

お小遣い少々

12 説明会 ７月８日（金）に参加生徒及び保護者向けの説明会を開催する。詳細は学校を通じて

派遣生徒に通知する。

13 その他 派遣生徒は、本事業実施後、指定する期日までに各自のテーマに沿った報告書（Ｗｏ

ｒｄや一太郎などの文書作成ソフトを使用し、Ａ４判２枚にまとめる）を作成し、電子

メールで教育委員会に提出するものとする。
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［ 筑波宇宙センターにて ］ 

８月３日（水）  Ａコース  
 
後ろに見えるのが  

Ｈ-Ⅱロケット（実物） 

［ 日本科学未来館にて ］ 
８月３日（水）  Ｂコース  
 
後ろに見えるのが  

未来館の巨大な建物 

［ 千葉大学医学部前にて ］ 
 ８月４日（木）  

研修の様子（写真） 
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簡単に出発式を行いました。  こまちに乗って出発です。  

 ★出発の様子  

 ★筑波宇宙センター（Ａコース）  

Ｈ-Ⅱロケット（実物）が大きすぎて写真に収まりません。  

展示館「スペースドーム」では説明を聞きながら見学しました。  

バスでの見学ツアーでは，宇宙飛行士の養成について学びました。 

ミュージアムショップでは「宇宙食」が販売されていました。  

初日の見学を終え記念写真をパチリ！  

 ８月３日（水） 研修初日（その１） 
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土のにおいがする薬  

日本科学未来館のシンボル「ジオコスモス」 企画展示「忍者ってナンジャ！？」  

コドモロイド 「ミドリムシクッキー」が販売されていました。 ドームシアター「９次元からきた男」  

スーパーカミオカンデの展示  

産業技術総合研究所前にて  

研修２日目の朝，向こうにはスカイツリーが

見えていたはずですが・・・？  

ホテルの窓から見

えるスカイツリー  

千葉大へは千葉駅からバスで行きま

した。  

 ８月３日（水） 研修初日（その２） 

 ★産業技術総合研究所（Ｂコース）  

 ★日本科学未来館（Ｂコース）  

 ○二日目の朝  
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講義をしてくださった野田公俊教授  

今年度も千葉市内の小・中・高校生と一緒に講
義を受けました。今年は積極的に質問する人が
多く，実り多い時間となりました。  

お昼は学生食堂でおいしくいただきました。 

午後の実験体験：顕微鏡のピント合わせが

難しかったです。  

大学の図書館も見学しました。最近は Webで

閲覧できるため来館者が減っているそうです。  

帰りは千葉大学医学部附属病院前からバスに乗りました。非常に

巨大な病院でした。  

 ８月４日（木） 研修二日日 

 ★千葉大学医学部  
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 
大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

大曲中学校 ３年 杉本翔眞 

 

１ 研修テーマ 

日本の科学技術の最先端 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

 日本の科学技術は、日々進歩しています。私は日本の最先端の科学技術に

非常に興味があります。今回の研修で私が選択した臨海副都心コースは、日

本の最先端の科学技術に関して学ぶことができ、私の科学への関心がより一

層高まると考え、研修テーマをこのように設定しました。 

 

３ 研修で学んだこと 

① 産業技術総合研究所臨海副都心センター（ライフ・テクノロジー・スタジオ） 

一日目の最初は、産業技術総合研究所でお

話を聞きました。ここでは、最先端技術を生

活に生かすことを目指して研究をしていま

す。全国10箇所にある施設のうち、今回の研

修で訪れた臨海副都心センターでは創薬や

人体に関する研究をしており、その二つの研

究に関するお話を聞きました。その中で特に

興味深く、意外に思ったことが二つあります。 

一つ目は、創薬についてです。創薬に関するお話では、新薬開発までの

道のりや薬の種類、薬の作り方等を聞きました。現在では、薬の製造に汎

用ヒト型ロボットと呼ばれる関節が七つあるロボットを用いており、人間

が作業するのに比べて作業が正確で再現性が高いそうです。実際にロボッ

トが動いている様子も見ることができました。また、創薬の研究はコンピ

ューターを用いて進められており、ほとんどの場合、自分の研究に合わせ

てソフトウェアを開発するということを、とても意外に感じました。 

二つ目は、人体に関する研究についてです。人体に関する研究では、モ

ーションキャプチャーと呼ばれる方法を用いて人体の動きを記録して、コ

ンピューター上に人間の体を作成して、私たちが普段生活している中で起

こる事故を防止するために研究しているのだそうです。一見、科学とは関

係ないようで、事故防止に密接に関係していることを知り、意外に感じま

した。 

 

遺伝子を比較するソフトウェア 
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② 日本科学未来館 

日本科学未来館では、日本の科学に関する

様々な展示があり、日本の科学の最先端につい

て学びました。宇宙に関する展示コーナーでは、

宇宙食の歴史や歴代の宇宙飛行士の言葉、国際

宇宙ステーションの居住棟の展示、ロケットエ

ンジンの展示などがありました。国際宇宙ステ

ーションの居住棟の展示では中に入ることが

でき、実際の中の様子を見ることができました。 

また、ドームシアターでは、「９次元から来た男」の上映があり、「万物

の理論」をテーマとして「超弦理論」や「素粒子」などについて映像でわ

かりやすく学ぶことができ、とても興味深い内容でした。 

③ 千葉大学医学部 

二日目は、千葉大学の医学部に行きました。午前中は、野田公俊教授の

講義「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」を聞きました。講義では、

細菌の種類や病原菌の特徴、そしてＯ-157を殺菌するための加熱温度と加

熱時間など細菌に関する様々なお話が聞けました。この講義の中で私は、

病原菌の分裂増殖する速さが、夏ではとても速く、夏に食中毒が多いのは

このためだと知りました。 

午後は、実験体験と大学図書館の案内でした。

実験体験では、大腸菌と黄色ブドウ球菌を用いた

グラム染色と呼ばれる菌の染色方法の実験でし

た。実際に染色はせず、あらかじめ染色しておい

たプレパラートを観察するだけでしたが、グラム

陽性菌とグラム陰性菌の染まり方の違いや、大腸

菌と黄色ブドウ球菌の形の違いなどが観察でき、

とてもおもしろかったです。その後の大学図書館

の案内では、書庫の中に入ることができ、書庫の本の収納の仕組みを見る

ことができました。 

 

４ 研修に参加して 

 今回の研修では、日本の首都である東京で、普段触れることのできない、

科学の最先端を学ぶことができました。二日間という時間があっという間で

したが、たくさんのことを学んで帰ってくることができたと思います。内容

が難しく完全に理解できないものもありましたが、他の中学校の生徒とも交

流ができ、科学への関心がより一層高まったと感じられ、とても有意義なも

のでした。今回の研修での経験を、自分のこれからの進路や将来に役立てて

いきたいと思います。 

ロケットエンジンの展示 

実験体験の様子 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

大曲中学校 ２年 戸嶋 将幹 

１ 研修テーマ 

小さな世界に目を向ける 

２ 研修テーマ設定の理由 

私は幼いころから、将来医師になり多くの人の命を救いたいと思っていま

した。今回の研修では、医学の分野の中でも興味深い細菌学を学ぶことがで

きました。私たちには見えない世界ではどんなことが起こっているのか、ま

た、それを知ることができれば将来の目標の達成につながるのではないかと

思いテーマを設定しました。 

３ 研修で学んだこと 

① 小さな世界の生き物たちとの関わり 

二日目に千葉大学医学部に行きました。そこで学んだことの一つ目に、

「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」という講義を受けました。講義

では、主に「微生物の利用」と「病原微生物への対処」について学びまし

た。 

将来、地球の人々が宇宙に脱出する時がいつか来ると言われています。

その時、宇宙に脱出した私たちが暮らすのは「スペースコロニー」という

カプセル型の大きな宇宙船のようなものです。このスペースコロニーに似

たようなものがこの地球にも存在するらしいです。それは、10億もの多種

多様の細菌が生活している、わずか１mmほどのコロニーです。細菌と聞く

と発病性のある細菌を連想しがちですが、私たちの生活に貢献してくれて

いる細菌もたくさんいます。パンにはイースト菌、納豆には納豆菌が利用

されています。このような細菌を有益微生物といいます。有益微生物は食

品だけでなく医薬品や環境浄化にも役立っています。例えば、死んでしま

った金魚を土に埋め、埋めた場所を数日後に掘り返したら金魚の姿は跡形

も残りません。これは土壌微生物が金魚を分解し土に戻したからです。つ

まり、地球がゴミだらけにならないのはこの土壌微生物のおかげなのです。 

② 病原微生物への対処法について 

細菌の中には私たちの暮らしを陰で支えてくれるものもいますが、逆に

私たちに攻撃し、病気を引き起こす細菌もいます。そんな細菌のことを病

原微生物といいます。この病原微生物は感染症という病気を引き起こしま

す。この感染症で亡くなる人は、世界で１年間に2000万人だそうです。こ

れは東京の人口のおよそ２倍にあたる人数で、１年間で東京のような大都
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市が世界から二つずつ消えていくということになります。病原微生物の主

な例としては二つ学びました。 

一つ目は「Ｏ-157」という病原性大腸菌です。この病原微生物は157番目

に発見された大腸菌で、感染すると血便と激しい腹痛を伴い、最悪の場合

は死に至るという恐ろしい病原微生物です。この病原微生物は100匹以上と

いう大変少ない数が体内に入るだけでこのような症状を発症させるらしい

です。しかし、この病原微生物は大変熱に弱く、その対処法として、Ｏ-157

を逆から読んで「75℃で１分間加熱でＯＫ」という語呂合わせを教えてい

ただきました。 

二つ目はコレラ菌という病原微生物です。コレラ菌が初めて発見された

のはインドのコルカタという場所です。コレラ菌は主にエビなどの生鮮食

品などに付着しており、体内に入ると腸で繁殖し発症します。コレラ菌は

現在、日本には生息してはいないそうですが、最近はグローバルな世の中

になってきたので、直接コレラ菌の生息している場所に行かなくても輸入

品などについてきたコレラ菌による感染事例も出ているそうです。 

③ 細菌の種類と性質・現状 

細菌の形は主にらせん菌、球菌、桿菌に

分類されます。先ほどのＯ-157は桿菌、ブ

ドウ球菌はブドウのような形のため、球菌

に分類されます。細菌は、種類は多いのに

形はわずか３種ということに驚きを感じ

ました。また、右は大腸菌とブドウ球菌を

グラム染色したものです。そして、こんな

多種多様な細菌の中には悪性のものもい

ると聞きました。そんな病原微生物から身を守るために人間が開発したの

が「抗生物質」という細菌を殺す薬です。このおかげで私たちは今まで健

康に生活することができました。しかし、長年使っていると菌に耐性がで

きてしまいます。菌に耐性ができないような抗生物質を作れるようになっ

てほしいと思いました。 

 

４ 研修に参加して 

この研修を通して、細菌学の奥の深さや細菌学の身近さを改めて実感する

ことができました。そして、現在の日本、世界の細菌学の挑戦をこの自分の

目で直接目の当たりにすることができて大変うれしく思います。教育委員会

の皆さん、協力してくださった方々、本当にありがとうございました。 

大腸菌（赤）ブドウ球菌（紫） 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学校首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

大曲中学校 ２年 鈴木 新大 

 

１ 研修テーマ 

日本の最先端の医学と科学について 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

私は将来医療関係の仕事に就きたいと思っています。そこで今回の研修で

日本の最先端の医療技術や科学技術について学び、自分の将来に生かそうと

思い、このテーマを設けました。 

 

３ 研修で学んだこと 

①産業技術総合研究所臨海副都心センター（ライフ・テクノロジー・スタジオ） 

ここでは主に薬や人工知能、バイオマスについて研究を行っています。「薬」

には主に二つの種類があります。一つは薬品そのものの力を使っているもの、

もう一つは菌の力を使っているものです。自然界から採取される薬の約６割

が菌の力を使っているものだそうです。例えば土のにおいがするジオスミン

という薬があります。この薬は土の中にいる菌を使って作っています。 

次に、薬を調合するロボットを見学しました。ロボットはどのような環境

でも同じ量の薬を正確に調合することができます。また、連続して同じ作業

ができるので作業の効率が上がるそうです。 

他にもこの研究センターでは、病気に関する研究も行っており、病気が細

菌によるものなのかそれとも遺伝子によるものなのかを調べます。それから、

薬を一つ作るためには最低でも20年はかかると聞きました。薬の開発にはも

のすごく長い時間がかかることに大変驚

きました。 

また、ここでは普段の生活や小・中学

校で起こった事故なども報告され、次に

同じことが起こらないようにするために､

人間の身のまわりの生活環境などの改善

について､メーカーと共同研究をしてい

ます。 

 
薬を調合するロボット 
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②千葉大学での講義と観察 

二日目は、千葉大学医学部の野田教授の「ミクロの生き物たちへの対処法」

という講義を聴きました。細菌の大きさは１mmの1000分の１の大きさです。

つまり「１ミクロン」ということです。細菌はおもに二つに分けることがで

きます。一つは医薬品をつくったり､環境を浄化したりするような人の生活に

役立つ「有益微生物」もう一つは人に害を与えたり病気を起こしたりする「病

原微生物」です。病原微生物の中には、薬の効かない薬剤耐性菌もいます。

この病原微生物によって、世界で１年間に2,000万人の死者が出ているそうで

す。これは東京の人口のおよそ２倍にあたる人数です。改めて細菌の怖さを

知りました。これらから身を守るための方法は､これまではワクチンと抗生物

質が主でしたが、野田教授が研究を進めている生体防御という方法が有効な

手立てとして考えられているそうです。 

地球には氷河期がありました。そこで寒さに弱いほとんどの細菌が死んで

しまいました。今生き残っている細菌は寒さに強い菌たちです。しかし、こ

のような細菌たちは熱に弱いため、加熱するとほとんどの細菌は死んでしま

います。ベロ毒素といわれる物質も壊すことができるので非常に有効な方法

だそうです。例えばＯ-157(75度で１分でOK)です。病原菌や細菌を殺すには

とにかく加熱をすることが大切です。 

次に、大腸菌と黄色ブドウ球菌の観察をしました。菌を見やすくするため

にグラム染色された菌を使いました。グラム染色とは、細菌と色素を使って

染色する方法です。クリスタル紫とル

ゴールと純アルコールとサフラニン

を合わせた液体を作ると、グラム陽性

菌は青紫色に染まりグラム陰性菌は

赤い色に染色されます。今回は学校に

はない特別な顕微鏡を使いました。ピ

ントがなかなか合わなくて、菌がはっ

きりと見えるまで時間がかかるなど、

操作がとても難しかったです。 

 

４ 研修に参加して 

今回の研修では自分が見たことのない最先端の科学や医学について学ぶこ

とができました。科学への興味や関心がさらに増しました。こんなに楽しく

充実した体験ができたのは教育委員会の皆さんや研修に協力してくださった

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

グラム染色後の大腸菌 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

大曲中学校 ２年 大川 聖弥 

１ 研修テーマ 

最先端の日本の宇宙開発及び医学について 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

私は、今回の研修で日本の宇宙開発について学びたいと思いました。筑波宇宙

センターには、秋田では見たり体験したりできないものがたくさんあると思いま

す。また､千葉大学にも驚くような医療機器や薬品がたくさんあると思います。

それらを学び尽くしたいと思い、研修テーマを「最先端の日本の宇宙開発及び医

学について」にしました。 

 

３ 研修で学んだこと 

① 一日目 

「筑波宇宙センターで学んだこと」 

筑波宇宙センターでは、ロケットや人工衛星につ

いて学びました。今は使っていない実物の人工衛星

やＨ-Ⅱロケットの模型などを見ながら、ガイドの方

から全長や重さ､実際どのように使用されたのかな

どを詳しく教えてもらいました。 

 

（食料や着替え等の運搬専用の人工衛星） 

まず、「こうのとり」についてです。「こうのと

り」本体の重量は10トンあり、国際宇宙ステーシ

ョンに実験サンプルや着替え、食料などを最大６

トンまで積んで届けられます。総重量が最大16ト

ンあるため重量が531トンもある、とても大きいロ

ケットに載せて宇宙まで運びます。飛んでいるときにはガラスが割れるくら

いの凄まじい音がするため、ロケットの内側には吸音材を入れています。 

 

 （船外用と船内用の宇宙服） 

次に、宇宙服についてです。まず驚いたことは、船内用と船外用があった

ことです。船内用は、冷却チューブが入っていて、体温を保ったり、酸素や

展示されている「こうのとり」 
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二酸化炭素、気圧を調整したりするなど、様々な機能があります。船外用は、

船内用の機能に加えて、太陽光線や放射線、紫外線から守る設計、飲料水、

ビデオカメラ、通信機器などが追加されています。さすがは宇宙で着用する

服だと思いました。 

 

② 二日目 

「千葉大学医学部で学んだこと」 

午前は野田公俊教授の「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」という題の

講義で、パンに使われるイースト菌やヨーグルトやチーズなどに使われる乳酸

菌から、体に害を及ぼすＯ-157やブドウ球菌など、幅広い分野の細菌が題材と

して挙げられました。 

 

（細菌の種類） 

野田教授のお話によると、細菌は有益微生物と病原微生物の二つに大きく

分けられるようで、それらは次のようになっています。 

有益微生物 病原微生物 

乳酸菌 

納豆菌 

イースト菌 

Etc… 

Ｏ-157（大腸菌の一種） 

コレラ菌 

赤痢菌 

Etc… 

 

（世界の死亡原因1位が感染症） 

貧しい地域で特に感染症による死者が多く（一日３食､食べられず抵抗力

が弱っている人が多いなどのため）世界全体だと、年間2000万人（東京都の

人口の２倍）もの人々が亡くなっており､とても恐ろしいと思います。 

 

（病原菌から身を守るには） 

ウイルスは無理ですが、細菌は75℃で１分加熱することによって全て死滅

するそうです。 

 

４．研修に参加して 

この研修に参加して、人工衛星やロケット、細菌などの今まで知らなかっ

たことをたくさん学ぶことができました。このような貴重な体験をさせてく

ださった関係者の方々に、深くお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して

大曲西中学校 ２年 今野 伶音

１ 研修テーマ

宇宙旅行を可能にするエネルギーとロケットの形状

２ 研修テーマ設定の理由

私はエンジニアを目指しています。今回の研修では、日本の宇宙開発やその成果を学ぶ

ことができるため、自分の将来に生かせるのではないかと思いました。そのため、現在行

われているJAXAの取組を調べたいと思い、このテーマにしました。

３ 研修で学んだ事

①日本の宇宙開発・取組

JAXAが開発した「こうのとり」という

輸送機は国際宇宙ステーション（ISS）に

食料やその他宇宙で必要なものを約６ｔ

も運ぶことができます。ISSは地上400Km

の上空に位置しており､日本は「きぼう」

という施設をもっています。「きぼう」で

は、無重力空間でしかできないような実

験を行っています。中では12時間ごとに

明かりをつけたり消したりして生活リズ

ムを作っているそうです。ISSは日本やア

メリカを含めた15箇国で運営しています。

ISSは右上の写真のような色をしていま

すが､他の衛星のほとんどは急激な温度変

化に耐えられるようにするため､右下の写

真のような金色のカバーで覆われていま

す。これにより宇宙空間での120℃～マイ

ナス150℃の温度変化が､０℃～40℃の間

に抑えることができます。実はこのカバ

ーは縫われている訳でも金具で固定され

ている訳でもありません。なんと、マジ

ックテープで貼られています。剥がれな

いのかと心配する人がいると思いますが、

宇宙では真空状態で風がないためマジック

テープでも貼り付けることが可能です。

日本の実験棟「きぼう」

人工衛星に貼り付けらたれたカバー
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②千葉大学での授業

千葉大学では、野田公俊先生のとても分か

りやすいお話を聞きながら、身近な菌につ

いて学ぶことができました。その後、実験

室で大腸菌と黄色ブドウ球菌を観察しまし

た。油浸顕微鏡のピントがなかなか合わず、

観察することがとても大変でしたが、ピン

トを合わせるときのコツを野田先生に教え

ていただき、油浸顕微鏡で大腸菌と黄色ブ

ドウ球菌を観察することができました。

大腸菌は細長くソーセージのような形で

模様もついておらず､つるんとした感じでし

た。大きな集まりがいくつかあって、菌同士

がくっついているように見えましたが、よく

見てみると実は一つ一つバラバラでした。大

腸菌は157種類あり、人間の腸の中に住んで

いるものもいます。しかし､157番目に発見

されたＯ-157という大腸菌は、人体に悪影

響を及ぼす菌です。アメリカで昔何千人も

の人が感染し命を落としています。僕たち

が見た菌は３番目の菌でしたが、Ｏ-157な

どの感染する菌は形状が多種多様にあり、

見た目での判別は難しいそうです。

また世界ではＯ-157等の感染症で東京の

ような大都市が一年に二つずつつぶれるほ

どの人が命を落としています。そして、この

感染症は世界でもっとも多い死因です。野田

先生にはそういった菌への対処法や予防法を

教えて頂きました。

③玄鼻図書館見学

玄鼻図書館では動く棚や自動返却の機械など、これまで見たことのないものがたくさ

んありました。また他の図書館と連携しながら利用者のニーズに応えられるようにする

など、利用者のための工夫がたくさんありました。

４ 研修に参加して

今回の研修では、宇宙のことから微細な菌のことまで幅広く学ぶことができました。ま

た、秋田では見ることのできないものをたくさん見てふれることができました。貴重な体

験をすることができました。本当にありがとうございました。

実際に観察した細菌①

実際に観察した細菌②
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して

大曲西中学校 ２年 小松夏奈

１ 研修テーマ

未来につながる科学技術

２ 研修テーマ設定の理由

「日本の科学技術は素晴らしい」とニュースなどでよく耳にします。しかし，

それが私たちの生活にどのように役立っているのか，今まであまり考えたこと

がありませんでした。そこで今回の研修を通して，最先端の科学が私たちの生

活にどのように生かされているのか，これからどのような場面で利用されてい

くのか知りたいと思いました。また，科学技術を学ぶことは今後の社会の動き

を探っていくことにもつながると思います。私たちの未来を考えていく上で科

学はとても重要だと思い，このテーマを設定しました。

３ 研修で学んだこと

○産業技術総合研究所臨海副都心センター

（ライフ・テクノロジー・スタジオ）

この研究所では，主に創薬や科学を利用した製

品についての研究を行っています。私が特に興味

をもったのは，人間と動物の遺伝子の違いを解析

するという研究です。ゲノム配列の中で，人間と

動物で異なる部分を線として表しているところが

とてもおもしろいと思いました。

また，自然のカビなどを採取して創薬の研究をしている人もいます。実際に

それを嗅いでみましたが，昆虫のような香りがしました。この中には菌がたく

さん含まれていて，それを培養して薬を作っているそうです。

また，自然のカビなどを採取して創薬の研究をしている人もいます。実際に

それを嗅いでみましたが，昆虫のような香りがしました。この中には菌がたく

さん含まれていて，それを培養して薬を作っているそうです。

ここでは薬の商品化のための試験にロボットを使っています。これまでは人

が行っていましたが，ロボットを活用した結果，短期間で正確に新薬の開発が

でき，費用も減らすことができたそうです。実際にロボットが動く様子を見て，

その正確さに驚きました。ロボットが創薬という面で役立っていることを知り，

これからはますますロボットが活用され，私たちの生活を豊かにするために役

立っていくのだと思いました。

○日本科学未来館

ここでは最先端の科学を見たり，体験したりしながら学ぶことができました。

ドーム劇場では，「９次元からきた男」という３Ｄ映像を見ました。これは，

宇宙の誕生やミクロの世界についての内容のものでした。その中で私が一番驚

いたのは，宇宙の始めはひもでできていたという考えです。大量の素粒子が飛

び交うビックバンのことは知っていましたが，その素粒子のもとが小さなひも

実際に使われているロボット
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だということは初めて知りました。この先さらに研究が進むと，ひもの前段階

になるものも発見されるのではないかと思いました。

また，最先端医療のコーナーではiPS細胞のこれからの可能性について（シア

ターで）説明がありました。iPS細胞には多能性という，体の色々な部分になれ

る性質があり，それを利用して子どもを作れるだろうかという内容でした。iPS

細胞を使って子どもを作ることは法律で認められていないため無理ですが，こ

の先iPS細胞がけがや病気の治療などにきっと役立つのだろうと思い，科学や医

療の進歩を感じました。

○千葉大学医学部

午前中に野田公俊教授による講義を聞き，午後からは実験体験をしました。

講義の内容は「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」というものでした。始

めに主に体によい菌について話があり，私は生活を豊かにしている菌がいるこ

とを初めて知りました。でも体に悪い菌もあり，私たちの生活に大きな影響を

及ぼしていることも分かりました。その中には，薬剤耐性菌という菌があり，

これは薬が効かない菌であることにとても驚きました。この菌に対抗できる薬

を作ることは難しいということが分かりました。

細菌は桿菌，球菌，らせん菌の三つの形に分かれます。大きさは１ミクロン

で，１ミリの1000分の１です。これはとても小さくて，人間が日本列島の大き

さだとすると菌はわずか１メートルしかありません。それくらい小さい菌を自

分たちの手で体に入れないようにするのは，大変難しいことなのだと感じまし

た。

大腸菌はヒトや動物の中にいて，その多くは病気の原因になりません。しか

し，Ｏ-157という腸管出血性大腸菌は病気を引き起こし，増殖するのも速いそ

うです。例えば，１個だったのが10時間後には10億個になり，さらに２時間後

には10億個から640億個以上にまで殖えていくそうです。これを聞いて，Ｏ-157

は威力のある，とても怖い細菌だと感じまし

た。しかし今は対処法が見つかっていて，75

℃の熱で１分加熱するだけで消滅させること

ができるそうです。

その後，大腸菌と黄色ブドウ球菌の観察を

しました。顕微鏡からは染色された球菌と桿

菌が見えました。また，細長い線のような菌

も見ることができました。初めて菌を目にし

て，興奮しました。とても有意義な体験とな

りました。

３ 研修を通して

今回の研修では，いろいろな分野の科学を学び，貴重な体験をすることがで

きました。初めて知ったこともたくさんあり，とてもよい時間を過ごすことが

できたと思います。また，科学が私たちの未来に深く関係していることを知る

ことができ，更に興味がわいてきました。

最後にこの研修に派遣してくださった教育委員会の皆様，協力してくださっ

た皆様，本当にありがとうございました。

顕微鏡で見た菌

- 18 -



コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

大曲南中学校 ２年 佐々木 愛香 

 

１ 研修テーマ 

これからの科学技術 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

 私は、未来の科学技術に興味があります。今回の研修で、日本ではこれまでどのよう

に宇宙開発がおこなわれ、現在どのような科学技術をもっているのか、さらに将来科学

技術がどのように進歩すると予測されているのかを知りたいと思いました。 

 

３ 研修で学んだこと 

①一日目 JAXA（筑波宇宙センター） 

まず始めに茨城県つくば市にあるJAXAに行きました。実際に宇宙へ行った衛星など

が展示されていました。 

その中で、私が注目したのはISS（国

際宇宙ステーション）の一部である日本

の実験棟「きぼう」です。地上400㎞の

宇宙空間を飛ぶISSは有人の実験施設で

あり、実験の他に地球や天体の観察も行

います。地球を90分で１周するため、日

の出と日の入りが45分ごとにおきて、宇

宙飛行士の生活リズムが崩れてしまい

ます。それを防ぐために12時間ごとにラ

イトをつけたり消したりして、リズムを

整えているそうです。またこのライトは、

もう一つの役割を果たしていました。それは上

下感覚です。宇宙は重力がないので、ライトが

ある方が上と決めているそうです。独自の工夫

を試行錯誤しながら加えていき、今のISSに至っ

ていることがわかりました。 

次に注目したのは、ロケットです。日本で一

番はじめに打ち上げられたロケットはペンシル

ロケットといって、全長20㎝しかないロケット

でした。その後、1970年に日本初の大型ロケッ

トが鹿児島県にある内之浦宇宙空間観測所から

打ち上げられました。大型ロケットの発射は世

界で４番目(ロシア、アメリカ、フランス)に早

く、日本の技術の高さが分かりました。さらにそ

の５年後の1975年には、種子島からもロケットが打ち上げられました。 

H-Ⅱロケットは、発射する時に160デシベルもの音が出るため吸音材が使われてい

ます。また、ロケット全体の重さの９割を占める460tの燃料は、たったの15分で使い

きるそうです。気象衛星や通信衛星が活躍する「静止軌道」は、地上からはるか遠く

きぼうの中の様子 

ペンシルロケットの模型 
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の36000㎞先にあり、そこに到着するにはたくさんの燃料が必要になります。そこで、

ロケットの基本的な構造を変えずに推進力を生み出すタイミングを工夫し、燃料を効

率よく使用する研究がすすめられています。 

H-3ロケットは、2020年の打ち上げを目指して本格的に開発されている液体ロケッ

トです。使いやすさを向上させ、高い信頼性と国際的競争力のある価格の実現を目指

していると聞き、2020年の発射が楽しみになりました。 

 

②二日目 千葉大学 

二日目は、千葉大学の野田教授による

「ミクロの世界の生き物たちへの対処

法」のお話を聞きました。菌は、ものす

ごく小さくて種類が多く、私たちの身近

にもいます。たとえば、イースト菌や納

豆菌、乳酸菌などです。このような生活

に役立つ菌は、有益微生物と呼ばれ、一

方で、病気を引き起こす菌は病原微生物

と呼ばれます。後者には、Ｏ-157と言う

大腸菌があります。157番目に発見され

た大腸菌なので、Ｏ-157と言うそうです。野田教授からは、菌の除去方法を教えてい

ただきました。Ｏ-157を後ろから読んで「75℃ １分 OK」と覚えればいいそうです。

75℃程度で大丈夫というのが以外でした。また、一見病原菌に見える青カビは医薬品

の抗生物質のほとんどに使用されていることに驚きました。この抗生物質ですが、多

くの菌に使っているうちに、この抗生物質ではきかない菌が出てきてしまい、さらに

新しい薬を作っているそうです。菌と薬の関係は一進一退なのだと思いました。 

最後に、細菌の観察をさせてもらいま

した。時間がなく染色は出来なかったも

のの、ビデオを見て、染色の仕組みを知

りました。時間や水圧などに気を付けて

染色するのだそうです。大腸菌、黄色ブ

ドウ球菌、大腸菌と黄色ブドウ球菌の３

種類を顕微鏡で観察しましたが、ピント

を合わせるのが難しく大変でした。普段

の授業で菌を観察することはないので、

よい体験になりました。また，写真のよ

うな見やすい菌はなかなかなく，見付け

られたときはうれしくて，すぐに写真に

収めました。 

 

４ 研修に参加して 

 

  今回の研修で、普段あまり触れることのない科学について学ぶことができて、とても

よい体験になったと思います。科学が身近にあることを改めて知り、「科学」に親近感

がわきました。そして、宇宙開発でも医学でも日々技術が進歩していることも分かりま

した。今回の研修で学んだことを今後の授業や、将来につなげたいです。 

講義の様子 

細菌の拡大写真 
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講義をしてくださった野田教授 

コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

大曲南中学校 ２年 佐々木 万穂 

１ 研修テーマ 

細菌と人の関わり 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

人の体内に存在する細菌と、外から体内に侵入した細菌とではどう違うのかを知りたいと思った

からです。また、体内に存在する細菌は私たちの体にどのような影響を与え、私たちとどう関わっ

ているのかという点に興味があり、このテーマを設定しました。 

 

３ 研修で学んだこと 

①  千葉大学医学部 野田公俊教授のお話を聞いて 

野田教授のお話から、細菌は、「コロニー」というものの中にいることが分かりました。１mm

のコロニーの中に、約10億個いるそうです。これは、平成26年の日本の人口の約10倍にあたります。 

次に、細菌は大きく二つに分けられることが分

かりました。人に害を与えにくく、環境を豊かに

する「有益微生物」と、病気などを引き起こす「病

原微生物」です。有益微生物は、発酵食品や抗生

物質などの医薬品の材料になったり、環境浄化や

生体防御などに役立ったりしています。抗生物質

のペニシリンは、青かびであるペニシリウムから

つくられるそうです。病原微生物は、人や動物を

病気にさせ、死に至らしめることもあります。発

展途上国を中心に感染者が出ており、１年で約

2000万人もの人が感染症で死亡していると聞き

ました。 

しかし、近年では先進国でも病原微生物に感染する人がいることが分かりました。それは、Ｏ

-157とよばれる大腸菌です。これに感染したとき、はじめは赤痢菌だと考えられていましたが、

後に大腸菌だということが分かったそうです。コレラ菌は輸入品や感染した外国人の入国が原因

で感染が広がりました。これらの感染症は死亡原因の一位になっています。感染症の原因は３種

類に分けられ、新しく発見された病原菌による場合は「新興感染症」、昔から存在する病原菌に

よる場合は「再興感染症」、そして薬が効かない病原菌（薬剤耐性菌：多くの薬に耐性をもつ菌

は特に多薬剤耐性菌と呼ばれます）による感染症があります。メチシリンと呼ばれる強力な抗生

物質がありましたが、それにも耐性をもつMRSAという菌が発見されたそうです。病原菌への対処

法として、19世紀はワクチンが、20世紀は抗生物

質が開発されてきましたが、21世紀は新しい対処

法を考える必要があるそうです。 

また、対処法を生み出すには、病原菌の性質を

調べる必要があることが分かりました。形や大き

さ、増え方などです。形は主に、桿菌、球菌、ら

せん菌の三つがあります。大きさは、１mmの1000

分の１、１ミクロンだそうです。Ｏ-157を１mに

拡大すると、身長が180cmの人は身長が1800kmに

なります。この長さは北海道から九州までの距離

とほぼ同じです。つまり、細菌は自分たちが思っ

ているよりずっと小さいことが分かりました。 

また、病原菌の増え方ですが、病原菌は体温くらいの温度を好むことを知りました。Ｏ-157の

場合、夏であれば20分で数が２倍に増えます。さらに20分が経過すると、また２倍になります。

観察した黄色ブドウ球菌 
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このようにねずみ算式で考えると、10時間で病原菌が10億個、12時間で640億個以上に増えるこ

とになります。夏に感染症にかかる人が多いのは、そのせいだということが分かりました。また、

食中毒菌は10万から100万個の菌が体内に進入すると発症しますが、Ｏ-157は100個、赤痢菌はた

った数個で発症するそうです。Ｏ-157や赤痢菌は、食中毒菌に比べ、とても強い病原性を持って

いることが分かりました。ただし病原菌の数が少なければ、胃酸で菌が殺されるため症状は現れ

ないそうです。また、細菌は熱に弱いため加熱により細菌を殺すことができるそうです。Ｏ-157

の殺菌の方法について、おもしろい覚え方を教わりました。Ｏ-157を逆から読んで、「75℃の１

分でOK」だそうです。 

しかし、逆に細菌は低温には強いのだそうです。現在いる細菌は、氷河期の生き残りである種

類が多いため、凍らせても生きていられるからです。野田教授に、「将来、薬と同じように熱に

耐性をもった菌が出現する可能性はあるのか」と、質問したところ「可能性は低いが、将来出現

するかもしれない。有益微生物はもうすでにいて、火山や温泉にいる菌だ」という回答をいただ

きました。 

 

② 顕微鏡による細菌の観察について 

次に、顕微鏡による細菌の観察についてです。細菌の観察には光学顕微鏡を使いました。染色

にはグラム染色という染色法を用いました。グラム染色とは細菌を色素によって染色し、グラム

陽性菌は青紫に、グラム陰性菌は赤色に染色するものです。今回は桿菌の大腸菌と、球菌の黄色

ブドウ球菌を観察しました。顕微鏡は対物レンズが100倍、接眼レンズが10倍の1000倍の倍率で

見ることができました。ピントを合わせるこ

とがとても難しく、千葉大学の先生方にサポ

ートしていただきながら、正しく菌を観察す

ることができました。また、ピントを合わせ

るときに、スライドガラスの上に少量の油侵

オイルを垂らす、という工程に驚きました。

こうすることで、菌が見えやすくなるそうで

す。今回は時間の都合でグラム染色はできま

せんでしたが、グラム染色には、クリスタル

紫、ルゴール液、純アルコール、サフラニン

というものを使うと教わりました。いつか大

学の医学部でグラム染色をしてみたいと思

います。 

 

③ JAXA宇宙センターを見学して 

JAXA の 由 来 は 、「 Japan Aerospace 

Exploration Agency」からきています。案内を

してくださった方の説明で、右の写真で機体に

貼られている金色の部分は反射材で、何層にも

重ねられていることや、反射材がマジックテー

プで貼られているということを聞いて驚きま

した。JAXA宇宙センターでは、実際に宇宙へ行

った機体の同型機や、ISSの（国際宇宙ステー

ション）一部を見学できてとてもよい経験にな

りました。 

 

４ 研修に参加して 

今回の研修では、普段触れることのできない最先端の科学を体験できました。研修を通して、科

学への関心がさらに深まりました。このような経験ができたのは教育委員会の方や、協力してくだ

さった方のおかげです。本当にありがとうございました。 

黄色ブドウ球菌と大腸菌の拡大写真 

衛星のバックアップ機 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

平和中学校 ２年 黒川大和 

 

１ 研修テーマ 

  日本の宇宙開発技術 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

  今回の研修では，最先端の宇宙開発技術を学び，宇宙開発についての知識

を深め，これからの日本の宇宙開発を知りたいと思い，このテーマを設定し

ました。 

 

３ 研修で学んだこと 

①世界と日本の宇宙開発技術 

筑波宇宙センターの展示館では，展示されている人工衛星やロケットな

どについての説明を聞きました。日本は世界の中でも技術が高く，ロシア，

アメリカ，フランス，日本という順番で，人工衛星が打ち上げられていまし

た。日本が，４番目と聞いて驚きました。展示館には他にも，さまざまな日

本の宇宙開発技術に関する展示物がありました。その中でも気になったもの

が二つあります。 

一つ目は，国際宇宙ステ

ーション「きぼう」日本実

験棟の実物大モデルです。

宇宙ステーションに長時間

いると，上下が分からなく

なるので，蛍光灯が付いて

いる壁を上とすることで区

別しているそうです。他に

も，船内で移動するための

バーなど沢山の工夫があり

ました。 

二つ目は，陸域観測技術衛星「だいち」です。地図を作成するときや，

地震などの災害時に，地面のズレなどを調べて復旧作業に使われるそうです。

また，流氷の位置などもわかるそうです。衛星にはプラスチックとアルミな

素材の金色の断熱材が二十枚位重ねて貼ってあり，宇宙空間では，空気がな

いためマジックテープが使われていました。 

 

「きぼう」日本実験棟実物大モデル 
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②千葉大学 

二日目は，千葉大学で野田公

俊教授の講義を聞かせていただ

きました。テーマは，「ミクロの

世界の生き物たちへの対処法」

でした。私たちの周りにいる身

近な微生物には，いろいろな種

類がありました。生活を豊かに

する有益微生物もいて，チーズ

やヨーグルトなどの発酵食品や，

医薬品，リサイクルによる環境

浄化などに役立っています。他には，病原微生物という病気を引き起こす

微生物もいます。感染症を引き起こす病原微生物で，Ｏ-157は最初赤痢菌

だと思われていましたが，157番目に発見された新しい大腸菌だったそうです。 

私が一番興味深く感じたのは，世界の死亡原因の第一位が感染症による

ものだということです。新しい病原菌による感染症を「新興感染症」，昔か

らある病原菌によるものは「再興感染症」といいます。全く薬が効かない

「薬剤耐性菌」がいて，その中で

も多くの薬に耐性のある「多剤耐

性菌」もいるということに驚きま

した。 

午後には，実験体験もさせてい

ただきました。黄色ブドウ球菌と

大腸菌とそれらを混合したもの

を顕微鏡で観察しました。染色の

方法や，油を使った観察の方法も

教えていただきました。 

 

４ 研修に参加して 

今回の研修では，日本の最先端の宇宙開発技術に触れることができました。

筑波宇宙センターでは，実物大の模型を見ることもできたし，千葉大学では，

貴重な講義や実験の体験までさせていただき，科学への関心が更に高まりま

した。このような貴重な体験ができたのは，教育委員会をはじめ協力してく

ださった方々のおかげです。本当にありがとうございました。 

大腸菌 顕微鏡画像 

野田先生の講義 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して

平和中学校 ２年 田中 伊織

１ 研修テーマ

日本の最先端技術は，今後どのように社会に生かされるのか

２ 研修テーマ設定の理由

今回の研修では，日本の科学技術の進歩を学び，現在どのような形で社会に役

立っているのかを調べたいと思い，このテーマを設定しました。

３ 研修を通して学んだこと

①産業技術総合研究所臨海副都心センター（ライフ・テクノロジー・スタジオ）

ここでは，主に遺伝子や創薬の研究などを行なっています。

遺伝子の研究では，ヒトと動物の遺伝子を照合するソフトが開発され，ヒト

の体内と同じ組み合わせかを調べることができます。ヒトとウニでは体のつく

りや大きさはかなり違いますが，一致する遺伝子がいくつかあると聞きとても

驚きました。

創薬の研究では，昔は人の手で新薬の研究をしていましたが，配合を間違え

たり，危険な薬品が体にかかってしまうと危ないので，ロボットが開発された

そうです。今日では，開発のためにより多

くの実験が行われ，検証を経てから私たち

のもとに薬が届けられるようになりまし

た。日常的に使っている薬ができるまでに

は様々な苦労があることを知りました。

②日本科学未来館

日本科学未来館では，宇宙の仕組みなど

を学びました。最も印象に残っているのが，

ドームシアター「９次元からきた男」です。

そこでは次元がひものようなものでできて

いて，元々の宇宙は11次元から成り立って

いるということを学びました。

新薬開発用ロボット

ジオ・コスモス
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③千葉大学

二日目の千葉大学では，始めに野田公俊教授から「ミクロの世界の生き物た

ちへの対処法」という講義を受けました。

微生物は，有益微生物と病原微生物に分けられます。有益微生物は，チーズ

や納豆などの発酵食品や，抗がん剤や抗生物質などの医薬品に使われていて，

生活を豊かにしてくれます。病原微生物は，病気を引き起こし，多くの感染症

の原因となります。また，土壌微生物などゴミを土に戻す微生物もいるそうで，

人類は色々な微生物に支えられて生きているということが分かりました。

また，病原菌はヒトの体温（約40℃）が大好きで，この温度で繁殖する速度

が最も速くなるそうです。特に夏は（クーラーがなければ）繁殖が速く，１個

の病原菌が10時間後では10億個，12時間後では640億個以上に増えると聞いて

驚きました。

午後からはグラム染色された大腸菌

や黄色ブドウ球菌，それらを混合した

ものを顕微鏡で観察しました。プレパ

ラートに油をたらすなど，初めての操

作もありましたが，それぞれの細菌を

無事観察することができました。この

ような実験は滅多にすることが出来な

いので，とてもよい体験になったと思

います。

４ 研修に参加して

今回の研修では，普段学ぶことや 触れることのできないことをたくさん体験

させていただき，日本の最先端技術などをたくさん知ることができました。こん

なにも素晴らしい体験ができたのは教育

委員会の方々，保護者，協力して下さっ

た方々のおかげです。二日間，本当にあ

りがとうございました。

黄色ブドウ球菌の観察

千葉大学医学部前にて
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

西仙北中学校 ２年 工藤 健真 

 

１ 研修テーマ 

科学がこれからの生活にどのように影響するのか 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

今回の研修で学ぶ様々な科学技術が，これからの生活にどのように影響

するのかを知りたいと思い，このテーマにしました。 

 

３ 研修で学んだこと 

① 研修一日目 

研修初日は筑波宇宙センター（宇宙航空研究開発機構JAXA）を訪れまし

た。展示館ではこれまでの宇宙開発の歴史を見学しました。特に興味をも

ったのが，宇宙ステーション補給機「こうのとり」や人工衛星で，実際の

大きさに圧倒され，科学技術のす

ごさを肌で感じました。「こうの

とり」は，燃料タンクの部分が全

体の９割を占めており，その９割

の燃料をなんと15分ですべて使

ってしまうそうです。人工衛星の

表面にあるキラキラしているも

のは断熱材で，300℃までの熱や

紫外線などを防ぐことができま

す。断熱材とネットを10回重ねた

ものをマジックテープで張って

止めています。宇宙では風が吹か

ないので，マジックテープでもは

がれることはないそうです。 

筑波宇宙センターには身分を証明するものが必要なほど警備の厳重な見

学ツアーがあり，僕たちもその見学ツアーに参加しました。その見学ツア

ーで見た国際宇宙ステーションの概観図や，宇宙飛行士養成棟での閉鎖環

境適応訓練設備が印象に残りました。この閉鎖環境適応訓練設備では，単

純作業を繰り返すことで中にいる人にストレスを与えて，国際宇宙ステー

ションという閉鎖環境における心理的・精神的状態の変化を調べたり，ス

トレスを解消する訓練を行ったりしています。宇宙飛行士になるには，こ

宇宙ステーション補給機「こうのとり」 
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うした訓練を何度も繰り返し行わなければいけないそうです。国際宇宙ス

テーションには日本の実験棟もあり，世界の最先端で日本が活躍している

ことが分かりました。 

 

② 研修二日目 

研修二日目は，千葉大学医学部を訪れました。そこでは，野田公俊（の

だまさとし）教授の講義が印象に残りました。微生物には有益微生物と病

原微生物の２種類があり，有益微生物は発酵食品や医薬品などに利用され

ており，生体の防御にも役立っていて生活を豊かにしてくれます。病原微

生物はあまり種類は多くありませんが病気を引き起こし，感染症の原因に

なってしまいます。感染症は地球の死亡原因の第１位で，それにより亡く

なってしまう人は毎年世界に約2000万人いるそうです。これは東京都の人

口の約２倍で，大都市が毎年二つ消えてしまうようなイメージだそうです。 

地球の病原菌は桿（かん）菌，球菌，らせん菌の３種類に分けられます。

細菌は分裂して増殖していき，中でも桿菌に分類されるＯ-157は10時間で

およそ10億個（日本の人口の約10倍）になり，そのさらに２時間後には640

億個（世界の人口の約10倍）

にまで増殖してしまいます。

Ｏ-157は100個の細菌が体内

に侵入すると食中毒を引き

起こしてしまいます。しかし，

75℃で1分間加熱することで

全ての菌を殺すことができ

ます。 

野田教授の講義を聞いて，

菌の恐ろしさや，日常生活で

できる菌への対策など今ま

で知らなかった様々なこと

を知ることができました。 

 

４ 研修に参加して 

今回の研修では，科学が生活に影響していることについて学ぶことがで

きたのはもちろん，宇宙ステーションや宇宙飛行士の訓練など，宇宙での

生活についての研究がなされていることに驚きました。普段できない様々

な体験を通して，科学の世界により一層興味をもちました。これからも科

学の勉強に一生懸命取り組みたいです。機会があればもう一度参加してみ

たいと思いました。 

 

野田教授の講義 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

西仙北中学校 ２年 佐々木 玲央 

 

１ 研修テーマ 

最先端の医療技術について 

 

２ 研修テーマの設定理由 

私は日本の最先端の医療技術にとても関心があり，医療関係の仕事をめざしています。将来は,

未来の暮らしをよりよいものとするためのヘルスケア最新技術やロボット開発，現在様々な病気で

困っている人を治すことができる可能性を秘めた新薬の開発，次世代の医療などを学びたいと思い

このテーマを設定しました。 

 

３ 研修で学んだこと 

＜一日目＞ 

■ライフ・テクノロジー・スタジオ（産業技術総合研究所臨海副都心センター） 

ここでは最新の科学技術を駆使して，世の中で実用性のあるものの開発を行っています。一番興

味深かったのは，最新の科学によって開発されたゴルフシューズです。足に力がかかる部分は左右

で異なるので，靴底の形状を変えた商品を開発していました。そのことによりパフォーマンス力が

向上するそうです。きっと将来はオーダーメイドのシューズが増え，人間の潜在能力をさらに引き

出すような商品が開発されるだろうと思いました。 

医療の分野では個人を特定するための遺伝

子情報解析ツールを開発していて，人と他の生

物の遺伝子の違いや，遺伝子による個人を検索

する技術があるということを知りました。新薬

の開発では，ロボットが作業することにより，

同じものを作るという再現性が高まり，新薬開

発の時間を削減できると共に，より安全な薬が

できることを知りました。新しく発見された，

がん細胞の増加を抑制する物質を用いた新薬

の研究も行われていました。 

その他にも，ここでは何らかの事故に遭って

しまった子どものデータをすべて集めている

そうです。例えば，歯ブラシによる事故が起こった場合，今後そのような痛ましい事故が起きない

ように，より安全なものを作ります。これらすべての研究は“人間の行動を調べる”というところ

から始まります。普段何気なく使っているものでも，こういった科学の技術が使われていると思う

と，さらに科学への興味が高まりました。効率的で，かつ安全で快適な暮らしができるように日々

研究開発しているということでした。 

 

■日本科学未来館 

ここでは建物の真ん中に宇宙に輝く地球の姿をリ

アルに再現した世界初の大きな地球ディスプレイが

ありました。きっと宇宙から見た地球の姿に限りなく

近いのだろうと思いました。とても綺麗な地球でした。

その他にも国際宇宙ステーション（宇宙移住棟の中），

ロボットによる作業の様子 

宇宙に輝く地球を再現したディスプレイ 
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ロケットエンジンなど様々な分野の展示を見ることができました。 

一番印象に残っているのは，３Dドームシアター映像「９次元からきた男」です。現代の物理学

では，素粒子のミクロの世界と，宇宙のマクロの世界を表わす理論は矛盾しているそうです。それ

らを統一する究極の目標である「万物の理論」を見つけようとしている中で，最も有力な仮説とし

て立てられた超弦理論という，すべてのものは「ひも」でできているという理論があることを学び

ました。その理論によると，宇宙が生まれたときは９次元の世界だったそうです。その後，ある時

点で３方向だけが膨張したことで，その他の６次元は非常に小さいままの状態になり人間は感じる

ことができなくなっているので，今私たちは３次元空間に存在しているそうです。この難解な理論

がわかりやすい映像で観ることができました。この作品は，実写やCG映像，データビジュアライゼ

ーション（見えない関係性を見えるようにする技術）などが駆使されていて，とても興味深く面白

い内容でした。 

 

＜二日目＞ 

■千葉大学医学部 

 野田教授の講義「ミクロの世界の生き物

たちへの対処法」を聴講しました。世界の

死亡原因の第１位が「感染症」であり，１

年間に感染症で亡くなる人は2000万人（東

京の人口の約２倍）もいるそうです。理由

は，新しい病原菌や昔からの病原菌，そし

て薬が効かない病原菌（薬剤耐性菌）など

病原菌の種類が多く，菌の繁殖力も非常に

強いからです。病原菌をもたなかった国も

貿易や渡航により，物や人の行き来によっ

て菌が運ばれていることも分かりました。 

実際に細菌を顕微鏡で見て観察をしました。細菌は肉眼では見ることのできないとても小さなも

ので，それぞれ形が違いました。病気を起こす細菌は人の体温で繁殖力を増すそうです。細菌は低

い温度には比較的強く，凍っても死なないことがあります。しかし，熱には弱いので，Ｏ-157など

の菌は加熱することにより菌を殺し，毒素も壊すことが可能だそうです。「食中毒が発生する夏場

は，特に中までしっかり火を通しましょう」と言われている理由が納得できました。 

 

４．研修に参加して 

今回は幅広い科学の分野を一度に体験できました。最先端の科学と医療技術を見ることで，やは

り科学は面白いし，もっともっと勉強したいと思いました。普段の生活にも科学技術の進歩は密接

に結び付いているということにも気付かされました。これからは自分が疑問に思ったことはきちん

と調べ，理解できるまで学ぼうと思います。千葉大学を見学したことも大きな刺激となりました。

大学では興味がある分野について，より専門性の高い研究ができるので，日々勉強をがんばって希

望する大学へ進学したいという気持ちが強くなりました。 

また，今回一緒に行った大仙市内の中学生とも，とても仲良く過ごすことができたので楽しかっ

たです。この研修に参加して，貴重な体験ができたことをとても感謝しています。本当にありがと

うございました。 

 

野田教授による講義 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業
大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して

中仙中学校 ２年 長澤怜々恵

１．研修のテーマ
日本の科学と医学

２．研修テーマ設定の理由
私は将来，医療又は宇宙技術関係の仕事に就きたいと考えています。今の日本の科学や医療の

レベルはどんどん進歩しています。そこで，現在の科学や医療がどこまで進歩しているのか，そ
れによってどのようなことができるようになったのかを知り，自分の将来に生かしたいと思い，
このテーマを設定しました。

３．研修で学んだこと
①筑波宇宙センター（JAXA：宇宙航空研究開発機構）
筑波宇宙センターでは，人工衛星，探査機，輸送機などの宇宙機の開発を行っています。これ

らの宇宙機が私たちの生活と深く関わっているということに，まず大変驚きました。例えば，人
工衛星はテレビなどの放送やGPS（全地球測位システム：Global Positioning System），気象情報
などに欠かせないものですし，探査機は月や惑星などの探査を行い分析することで，太陽系の成
り立ちなど惑星を含めたあらゆる研究に役立っています。また，私たちの生活に直接関係がない
ような輸送機（宇宙での生活に必要な日用品などの生活物資や実験に必要なものを運ぶロケット）
も，宇宙飛行士が研究を継続するために必要な物資を届けることを通して，私たちに有益な結果
をもたらしてくれるかもしれません。
そういった開発をしている筑波宇宙センターで，私が一番興味をもったのは，ISS（国際宇宙ス

テーション）です。ISSは地球の上空，高度400kmの軌道を秒速77kmの速度で回っています。およ
そ90分で地球を1周するので昼夜は45分ごとに変わります。そのため，室内に電気を付けたり，消
したりして，ISS内の昼夜の切り替えをしているそうです。また，ISSは世界15か国が協力して運
用しています。日本も有人実験施設「きぼう」と呼ばれる実験モジュールを担当し，そこで新し
い薬の開発に向けての実験を行っているのです。
その他にも，常設展示館「スペースドーム」や見学ツアーで様々な

ものを見ました。
「スペースドーム」では，係の方から人工衛星やISS，ロケットなど

について詳しい説明がありました。宇宙で実際に使われているものや
実物大のモデルが飾られており，それらは想像していたよりも大きく
て驚きました。その中でも宇宙ステーション補給機「こうのとり」は
金色の断熱材が貼られていたこともあり，ひときわ目を引きました。
私より何倍も大きな「こうのとり」が宇宙まで飛んで行き，ISSに補給
をしていると考えると，何だか不思議な気分でした。
見学ツアーで行った宇宙飛行士養成エリアでは，宇宙飛行士を養成

するためのトレーニング機器や宇宙食の展示が行われていました。ま
た，閉鎖環境適応訓練施設も間近で見ることができました。宇宙飛行
士になる人たちは，この施設の中で１週間ほど10人くらいのグループ
で生活し，いろいろな話合いやミッションをこなすそうです。宇宙飛
行士になるための訓練は，本当に大変だということを実感しました。

②千葉大学医学部 野田公俊教授の講義・実習から
千葉大学医学部では，野田公俊教授の「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」という講義を

聴きました。肉眼では確認できない1000分の１ミリメートルの非常に小さな病原体や有益微生物
のお話を身近な例を用いて，私たちに質問しながら進めてくれました。私にとって驚くような話
が多く，身を乗り出して聴くような内容ばかりで，あっという間の２時間でした。
その中で私は特に感染症の話が興味深かったです。感染症は，非常に多くの病気を引き起こす

ため，世界では感染症による死亡率が最も高いそうです。また，感染症は大きく三つに分類され
ます。一つ目は新たな病原体が引き起こす新興感染症，二つ目は昔の病原体が再び感染症を引き

輸送機「こうのとり」
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起こす再興感染症，三つ目は200種類以上ある抗生物質が効かない薬剤耐性菌が引き起こす感染症
です。中でも三つ目の薬剤耐性菌が引き起こす感染症は，ワクチンや抗生物質では完全に解決で
きず，まだ有効な解決策が見つかっていません。この解決策が見つかることが感染症の死亡率を
大きく下げることにつながりますが，それはノーベル賞の受賞に値するほど難易度の高いことだ
そうです。私も将来，そのような研究に携わりたいと思いました。
野田先生の講義の後，地下１階で光学顕微鏡を使って，実際に

大腸菌や黄色ブドウ球菌を観察しました。大腸菌は，ウインナー
ソーセージのような形で桿菌と呼ばれ，黄色ブドウ球菌は，名前
の通りボールのように丸い形で球菌と呼ばれているそうです。グ
ラム染色という方法で染色すると，この二つの菌は陽性と陰性に
分かれるので，大腸菌が青紫色に，黄色ブドウ球菌が赤色に染ま
っていました。
光学顕微鏡を使っての観察は，理科の授業でも行ったことがあ

りますが，千葉大学医学部で使わせていただいた光学顕微鏡は，
学校のものよりもかなり高性能で，高倍率まで観察できる上に両目で観察することができるもの
でした。観察を始める前は，ちゃんと使うことができるか不安もありましたが，実際に使ってみ
ると，理科の授業で使っている顕微鏡と基本的な使い方は共通している部分も多く，しっかりと
使うことができました。普段，中学校で学習している器具の使い方などが，大学での研究などで
使われるものの基礎になっているんだということを実感することができました。とても楽しく，
有意義な観察になりました。

③千葉大学附属図書館亥鼻分館の見学から
千葉大学附属図書館亥鼻分館には，医看薬系の図書，雑誌，

報告書，資料などが蔵書され，医大生や先生方が研究のために
閲覧できるようになっているそうです。また，２万タイトルの
本がオンラインで利用できたり，貴重な洋雑誌などを電動式の
移動型書庫で管理したりして，探す時間を大幅に短縮できるよ
うになっています。こういったところにも，最新の研究を支え
る工夫があるということに大変驚きました。

４．研修に参加して
今回の研修で，今まで知らなかった日本の最先端の宇宙ロケットやミクロの生物の私たちへの

影響を学ぶことができました。それを通して，日本の科学や医学の進歩を実感することができま
した。また研修先では，使ったことがない高性能な光学顕微鏡や聞いたことのないような薬品を
用いて観察を行うことができ，とても楽しかったです。自分の
将来の目標について，これまで漠然としたイメージだったこと
が少し具体的に見えてきたように思います。
今の科学や医学は，私が想像していた以上に発展しており，

レベルが高いということが分かりました。インターネットや抗
生物質など，現在，私たちの生活の中でも一般的に使われてい
る便利なものは，多くの研究者の方たちが，苦労して作り上げ
てきたもので，そういった積み重ねが，科学や医学のレベルの
向上につながっていることが分かりました。
それとは逆に，こんなに進歩している現在の科学や医学でも

まだ解決できない様々な課題があることも分かり，大変驚きま
した。このような課題を，これからの未来を担う私たち若者が研究を重ねて克服していくことが
大切だと思いました。今回の研修という機会を通して，このようなことに気付くことができ，自
分自身大変うれしく思います。
最後に，私たちが充実した研修をすることができたのも,大仙市教育委員会や千葉大学の方々を

始め，この研修に携わってくださった多くの方々のご協力があってのことだと思います。本当に
ありがとうございました。

光学顕微鏡での観察の様子

医看薬系の研究報告書
（千葉大学附属図書館）

研修に参加した仲間
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iPS細胞についての説明 

 

 

 

 

コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学校首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

                    豊成中学校 ２年 田村 南 

 

１ 研修テーマ 

  生命をつなぐ科学技術とは 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

  私は将来薬事関係の仕事に就きたいと思っています。この研修に応募するにあたり，

産業技術総合研究所の見学ができることが大きな魅力でした。実際に自分の目で確かめ

記録に残すことで，自分の将来の夢に対する思いをさらに確かなものにし，生命につい

ても考えてみたいと思いこのテーマにしました。 

 

３ 研修で学んだこと 

① ライフ・テクノロジー・スタジオ（産業技術総合研究所臨海副都心センター） 

一日目の最初は，ここで研究している「創薬」と「ヘ

ルスケア」に関する最新の研究成果を見ました。その

中で特に興味深かったことは「たんぱく質」について

です。たんぱく質といえばからだをつくる栄養素だと

しか思っていませんでした。しかし，薬を運ぶ働きも

していることが分かりました。 

新薬を作るとき，コンピューターを使う方法がある

そうです。36万種類の中から360度しっかり見て当てはまるものを探す作業だというこ

とに驚きました。とてつもない時間と，苦労を重ねていることを知り，新薬を作る大

変さを学びました。 

 

 ② 日本科学未来館 

ここで一番興味深かったのは，「iPS細胞」です。

細胞たち研究開発中というコーナーでiPS細胞のこ

とを学びました。この細胞はヒトの細胞や組織，臓

器などをつくり出すことができる万能細胞だという

ことが分りました。複数の遺伝子を体細胞に導入す

ることで何にでも分化できる多能性をもつことも分

かりました。 

創薬総合支援ソフトウェア 
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しかし，まだ多くの課題が残されていました。この課題が一つ一つクリアされ，今

まで治療が困難だった病気の新薬開発に応用できるようになることを期待しています。 

 

 ③ 千葉大学医学部にて 

ここでは「ミクロの世界の生き物たちへの対処

法」というテーマで，野田公俊（のだまさとし）

教授が講義をしてくださいました。その中で特に

私が関心をもったことが二つあります。 

一つ目は微生物についてです。私は微生物が社

会に及ぼす影響をよく知りませんでした。講義を

受け，よいことをしてくれる微生物と病気を引き

起こす微生物がいることが分かりました。例とし

て有益微生物や病原微生物が挙げられます。有益微生物は,生活を豊かにしてくれます。

それに対して病原微生物は，多くの感染症の原因となっています。このように，微生

物は社会に影響を及ぼしています。感染症で亡くなる人は一年間でおよそ2000万人だ

そうです。また，死亡原因第一位だと聞きました。感染症がどれだけおそろしいのか

を実感しました。 

二つ目は大腸菌に関することです。大腸菌は全部で157種類あるそうです。特に興味

深かったのは，Ｏ-157です。腸管出血性大腸菌の代表だということが分かりました。

１個が10時間で10億個になります。繁殖スピードがはやく，想像するのが難しいくら

いの数でとても驚きました。しかし，加熱することによって菌を殺すことができます

（75℃で１分間）。それだけでなく，ベロ毒素を壊すことも可能です。形も桿菌，球菌，

らせん菌といろいろありました。光学顕微鏡を使い，１μｍ（マイクロメーター）の

菌を1000倍の倍率で観察しました。ピントを合わせるのはとても難しかったのですが，

菌を見ることができてうれしかったです。 

 

４ 研修に参加して 

  今回の研修では，医療のことやヘルスケア，創薬に関することをたくさん学ぶことが

できました。また，次世代につながるような生命をつなぐ科学技術も知ることができま

した。貴重な体験をさせていただき，ますます科学への興味・関心をもつことができま

した。体験したことを生かして将来のこともしっかり考えていきたいと思います。 

他校の生徒と仲良くなり友達もたくさん作ることができました。とてもうれしかった

です。忘れられない思い出ができ，充実した二日間となりました。またこのような機会

があれば，参加したいです。このような機会を与えてくださった方々に心から感謝して

います。本当にありがとうございました。 

 

千葉大学医学部 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して

協和中学校 ２年 武藤 美梨

１ 研修テーマ

日本の最先端の科学技術について

２ 研修テーマ設定の理由

今回の研修では、日本の最先端の科学について知り、科学への興味をさらに深

めることができそうだと思いました。その最先端の科学技術は、どんなところが

優れていて、これからの私たちの生活にどう役立つのかということを調べたいと

思い、このテーマを設定しました。

３ 研修で学んだこと

①産業技術総合研究所臨海副都心センター

（ライフ・テクノロジー・スタジオ）

ここは研修で一番最初に訪れた場所

です。見学をして，印象に残ったこと

が二つあります。

一つ目は「創薬」についてです。こ

こでは、基礎となる研究ではロボット

を使います。抗がん剤などの劇薬も扱

います。ロボットだと正確で、薬の量

も間違えることがないので新薬の開発

の研究に非常に役立っています。

二つ目は、「人工知能」についてです。

人工知能と聞くと、悪いイメージをもっている人が大勢いると思います。ここ

では、人間と親和性の高い人工知能について研究をしています。人工知能技術

は、近年急速な発展を遂げました。しかし、「人間とは異質な知性体を作り出

してしまうのではないか」という不安も引き起こしています。この不安感は、

人工知能に対する理解不足や不信感が原因です。機械学習技術は、膨大なデー

タから規則性を発見するという、人間には不可能なことを実現させました。し

かし、「場面によって変わる人間の言葉の意味を理解するといった人間なら誰

でもできる簡単なことが、人工知能には難しい」という逆説的な状況も多く残

っています。

人工知能は、社会・ビジネスへ適用することも可能です。しかし、そのため

には、まだまだ多くの課題が残っています。人間と人工知能が共同で課題を解

決していくためには、人工知能を人間の知能と親和性が高いものにし、不安感

や不信感を払拭する人工知能技術の研究開発が必要だと思いました。

作業中のロボット
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②日本科学未来館

ここで一番興味をもったのは、「ロボット」で

す。「オトナロイド」、「コドモロイド」というア

ンドロイドがありました。「コドモロイド」はニ

ュースを読んでいました。まさか、人間のよう

に話せるとは思わなかったのでとても驚きまし

た。また「オトナロイド」の表情は本物の人間

のようにリアルで、さらに驚きました。次に見た

のは、「ジオ・コスモス」という大きな地球の模型です。「ジオ・コスモス」は

日本科学未来館のシンボルで、球体にリアルな世界地図が映っていました。

③千葉大学医学部 野田公俊教授の講義を受けて

千葉大学医学部では「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」という講義を

受けました。私が特に興味をもったのは「微生物」についてです。「微生物」

には「有益微生物」という「生活を豊かにしてくれる」ものがいます。発酵食

品などに利用されています。

しかし、病気を引き起こすなど、

多くの感染症の原因となる「病原

微生物」という仲間もいます。

WHOが調査した結果、毎年２千

万人が感染症で死亡していること

が分かりました。これは、「病原

微生物」が原因です。「病原菌」

とも呼ばれています。その中の１

種類である「Ｏ-157」という病原体

は凍らせても死滅しません。しかし、75℃で１分間加熱すると死滅するという

ことが分かりました。今回の講義では感染症など多くのことを学ぶことができ

ました。

４ 研修に参加して

今回の研修では、普段見ることのできない施設を見学することができ、日本の

最先端科学を体験することができました。自分が知らなかったこともたくさん学

ぶことができ、さらに科学への興味を深めることができました。他校の科学に興

味をもっている人にも出会うことができました。今回、このような貴重な体験を

させていただき、本当にありがとうございました。

オトナロイド

千葉大学での「微生物について」の講義
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

南外中学校 ２年 伊藤 紗楽 

 

１ 研修テーマ 

宇宙旅行実現の可能性を探る 

 

２ 研修テーマ設立の理由 

  「宇宙旅行」は、誰でも一度は見る夢だと私は思います。私自身も、夜空を見上げながらいつ

かは宇宙旅行をしてみたいと思う一人です。そこで今回の研修を通して、宇宙旅行ができるよう

になるまで、現在はどの程度まで開発が進んでいるのか。そして将来は誰でも普通に宇宙旅行が

できる時代が本当に来るのか。また、宇宙旅行が可能になったとき、私のような一般の人々が宇

宙に出かけて行くためには、どのようなトレーニングや準備が必要なのか知りたいと思いました。

さらに、現代のロケットは昔と比べてどのように進化していて、昔よりどれだけ宇宙に行きやす

くなったのか知りたいと思い、このテーマを設定しました。 

 

３ 研修で学んだこと 

①筑波宇宙センター（宇宙航空研究開発機構ＪＡＸＡ）にて 

ＪＡＸＡでは「人工衛星やロケットの進化」について学

びました。その中で、私が興味深く思い学んだことが三

つあります。 

一つ目は、「人工衛星の進化」についてです。現在、Ｊ

ＡＸＡでは多くの人工衛星を宇宙に向けて打ち上げてい

ます。過去には、月の起源や進化の解明のために月周回

衛星「かぐや」も打ち上げました。宇宙開発事業団（Ｎ

ＡＳＤＡ）が開発し日本で初めて打ち上げた人工衛星「き

く」が、日本の人工衛星開発にとって大きな一歩となり、

その後の宇宙開発関連の基本的な技術の習得に大きく結

び付いたことが分かりました。現在では、宇宙飛行士の

活動を地球にいながら見られるようにするため、テレビ

中継ができるようにするデータ中継技術衛星「こだま」

や、地球温暖化防止のために二酸化炭素やメタンガスな

どの観測を目的とした温室効果ガス観測技術衛星「いぶ

き」など、役割をもった人工衛星が打ち上げられ、幅広

い分野で使われるようになってきています。地球の周り

を回る人工衛星のおかげで、私たちの生活はより便利に

なってきていることが分かりました。また、私は人工衛星の名前に興味をもちました。それぞ

れの人工衛星の役割にあった名前が付けられていておもしろいと思いました。 

二つ目は「ロケット開発の進化」についてです。日本の宇宙開発は、1955年に打ち上げられ

た全長0.23ｍ、直径0.018ｍ、全備質量0.2㎏の小さな「ペンシルロケット」の水平発射実験か

らスタートしました。この実験を成功させ、現在では「Ｈ－ⅡＡ高度型ロケット」や、2020年

の試験打ち上げをめざして2014年より開発に着手されている「Ｈ３ロケット」があります。現

在では打ち上げの成功率も格段にアップし、全備質量や打ち上げ能力も大幅に上がってきてい

るそうです。 

データ中継技術衛星「こだま」の模型 

ロケットの縮小模型 

- 37 -



顕微鏡で見た細菌 

 

三つ目は、「宇宙服の種類」についてです。宇宙飛行士が着

る服には「オレンジスーツ」、「ソコル与圧服」、そして「宇宙

服」の三種類があります。例えば、オレンジスーツはＮＡＳ

Ａのスペースシャトルで打ち上げたとき、ソコルはロシアの

ソユーズで打ち上げたときしかそれぞれ着ることができない

ことが分かりました。また、私たちもよく目にするあの「オ

レンジスーツ」は、出発時と帰還時にしか着ないという特別

なもののようでした。いろいろな工夫があってすごいと思い

ました。 

 ② 千葉大学医学部にて 

二日目は千葉大学医学部に出かけ研修しました。前日の宇宙関連の研修とは異なり、微生物

についての研修でした。午前は野田公俊教授の「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」につ

いて講義を聞きました。この講義では、微生物が私たちの生活にどのような関わりがあるのか

教わりました。現在、日本で死因のトップに挙げられているのは癌ですが、世界中を見たとき

には死亡原因の第一位は菌などによる感染症だそうです。その中でも、薬が効かなくなる「薬

剤耐性菌」が現れ、それらに対抗する薬を開発しても、それをさらに上回る耐性菌が現れ、さ

らに多種類の薬が効かない「多剤耐性菌」まで出現してきていることが分かりました。私はこ

のことは大変な事態だと思いました。将来、全く薬の効かない病気が私たちを襲う危険性があ

ると思ったからです。それを防ぐ研究を、野田先生をはじめたくさんの研究者が進めてくれて

いると思うととても頼もしく思いました。 

午後は図書館見学と実験体験をしました。特に顕微鏡での

細菌観察はおもしろかったです。私たちが使った顕微鏡が一

台数百万円すると聞いて驚きました。右の写真は、「油浸レン

ズ」という特別なレンズで1000倍にして見た細菌です。写真

なので少し分かりづらいですが、一つ一つがとても細やかな

つぶ状をしています。これは「球菌」という菌の形態で、他

にも「桿菌」と「らせん菌」という全部で三つの菌の形態が

あることが分かりました。また、油浸レンズはスライドガラ

スの上に少量の油浸オイルを垂らし、標本とレンズの間の空

気をなくすという新しい方法のレンズだそうで、実際に使ってみると標本がとても鮮明に見え

て驚きました。千葉大学ではこのような実験をたくさんしていると聞き、とても興味がわいて

ほかの実験もしてみたいと思いました。 

 

４ 研修に参加して 

今回の研修は、私が以前からあこがれていた宇宙開発について学ぶことができて、とても有意

義な研修になりました。ＪＡＸＡで研修した宇宙開発ロケットや人工衛星の進化について、また

千葉大学で学んだミクロの世界についてなど、普段は入る機会のない場所に行き研修をしたり体

験をしたりすることができ、とてもよかったです。現在の開発や研究の進歩を目の当たりにして、

今の開発の進み具合であれば、また研究者の方々の熱意があれば、私の将来の夢である宇宙旅行

もそう遠くないうちに可能になると思いました。その日のために、私は自分をさらに鍛え、備え

ておきたいと思いました。 

今回の研修は、行く前は正直なところ少し不安もありましたが、私にとっては他校の友だちも

できてとても楽しく充実したものになりました。何より、現在考えられる最先端の開発技術や研

究成果に触れられたことがとてもうれしく思います。それも、教育委員会の先生方や研修に協力

してくださった方々のおかげです。本当にありがとうございました。 

オレンジスーツ 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣について 

 

仙北中学校 ２年 後藤波瑠 

 

１ 研修テーマ 

  宇宙に携わる仕事 

 

２ 研修テーマ設定の理由 

   僕は将来宇宙に携わる仕事に就きたいと思っています。今回の研修ではJAXAでどんな仕事を

しているのかを知ることができるので、このテーマにしました。 

 

３  研修で学んだこと 

① 筑波宇宙センターにて 

一日目の最初は筑波宇宙センターに行きました。 

ここでは、人工衛星などの展示物や宇宙について

の説明、関連グッズなどが売られていました。宇宙

にある機械を宇宙機といい、宇宙機には３種類ある

そうです。それは、地球を観察する人工衛星、地球

以外の観察をする探査機、宇宙ステーションにもの

を送る輸送機だそうです。 

また、JAXAでは宇宙飛行士の養成を行っていて試験と訓練の内容を知ることができました。

宇宙飛行士になるための試験は、筆記試験や、面接試験、長期滞在適正検査などがあります。

長期滞在適性検査とは、閉鎖された空間で一週間共同生活をするという試験で、審査員が常

にモニターで監視しているそうです。その一週間で

その人の性格やミッションをしっかり果たしている

かなどを見るそうです。宇宙飛行士としての訓練は、

強烈な重力に耐える訓練や無重量状態での作業、コ

ントロール不能状態の体験などがあるそうです。宇

宙飛行士になるためにも、なった後もとても厳しい

ということが分かりました。他にもJAXAでは研究員

たちが、さまざまなプロジェクトを支え、未来に向け

た研究をしているそうです。 

また、私は宇宙食にも興味がありました。宇宙食は思っていたよりも種類が豊富でした。

和食や洋食、プリンなどのスイーツがありました。ほとんどがフリーズドライにされていま

した。宇宙食のアイスは、冷たくはなく、口に入れると溶けるそうです。いろいろな種類の

ものがあるので宇宙飛行士は、食事には満足しているそうです。ここのショップにいくつか

の宇宙食がお土産として売っていたことに驚きました。 

宇宙開発は、日々進歩していて、その進歩の陰にはたくさんの研究者と技術者がいること

が分かりました。今はまだ宇宙は遠いものだけれど、もうすぐ身近なものになり、いつかは

誰でも宇宙旅行ができる日がくると思いました。 

 

はやぶさ(模型)の展示 

宇宙飛行士が訓練をするための機械 
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② 千葉大学にて 

二日目は、千葉大学で野田公俊教授の講義「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」を聞

きました。この講義は、菌の話でした。菌には、二種類あり一つ目は有益微生物といって生

活を豊かにしてくれるものです。納豆などの発酵食品、医薬品に使われています。二つ目は、

病原微生物という病気を引き起こす菌で、多くの病気の原因となるものです。今回はこの細

菌について詳しく聞きました。細菌にも分類があり、新しい病原菌と昔からの病原菌、そし

て薬が効かない病原菌だそうです。薬が効かない病原菌があることに驚きました。 

これらの病原菌から身を守るためには、敵を知ることが大切だそうです。まず、形は三種

類あり、一つ目は桿菌といい大腸菌などがこの形です。二つ目は、球菌といいブドウ球菌な

どです。三つ目はらせん菌という菌です。次に大きさは、1000分の１mmだそうです。細菌の

大きさを１ｍに拡大すると人間は日本列島の大きさくらいになります。増え方は二分列増殖

といって、どんどん倍になっていきます。細菌は人の体温ぐらいの環境になると最も速く増

えるため、夏に食中毒が多いそうです。細菌は、ある一定の数が体に入ると病気を引き起こ

し、その数は細菌によって異なります。一般的な食中毒菌は10万から100万個で、Ｏ-157は

100個で、赤痢菌という危険な菌は、数個で病気を引き起こします。これより数が少ないと

胃液の胃酸によって倒されてしまいます。少ない数で病気を引き起こすほど危険な菌です。

細菌を倒す方法は、抗生物質の他に加熱でも倒すことができ、75℃で１分間加熱すると完全

に消えます。逆に低温にはとても強く、凍らせても死なないそうです。この講義を聞いて、

菌について今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。 

昼食後には、実際に顕微鏡で菌を見ることができ

ました。使用した顕微鏡は、学校の顕微鏡とは違い

最大1000倍で見ることができました。顕微鏡で見た

菌は、大腸菌とブドウ球菌とその二つが混ざった菌

でした。菌は染色液で染められていて、大腸菌は赤

色でブドウ球菌は青色で混合菌は赤と青が混ざった

色をしていました。大腸菌はソーセージのような形

をしていて、ブドウ球菌は丸い形をしていました。

1000倍で見てもとても小さかったので、菌がどれほ

ど小さいかがよくわかりました。 

顕微鏡の操作が思ったよりも難しくてピントを合わせるのが大変でした。千葉大学では、

菌についてより詳しくなることができました。また、今までよりも身近に感じることができ

ました。菌には恐いものもあるがよいものもあり、そのよい菌が僕たちの生活をよりよくし

ているのだと思いました。 

 

４ 研修に参加して 

  今回の研修では、宇宙のことだけでなく、細菌のことに関して学ぶことができました。特に

宇宙については、さらに興味が深まりました。また、新しい友達をつくることができとても楽

しかったです。このような貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。 

染色された大腸菌 
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コロンブスの卵わくわくサイエンス事業 

大仙市中学生首都圏大学・総合研究所派遣に参加して 

 

太田中学校 ２年 伊藤 奏海 

１ 研修テーマ 

日本の未来と科学 

 

２ テーマ設定の理由 

私は将来，医療関係の職に就きたいと思っています。そのため，科学や医療などの分野

に興味がありました。現在，科学技術は進歩し続けていて，さまざまなことができるよう

になっています。私は今年の４月にけがをしました。治療を受ける中で，医療技術の発達

を改めて実感しました。今回の研修を通して，自分たちの生活と医療や科学との関わり，

日本の未来の姿について考えたいと思いこのテーマを設定しました。 

 

３ 研修で学んだこと 

① 産業技術総合研究所臨海副都心センター（ライフ・テクノロジー・スタジオ） 

創薬では，正確で動きに全く誤差がないようなロ

ボットを使用していました。このロボットは，抗が

ん剤のように強い薬や，常温で保存ができない薬な

どの開発に役立っています。人が近寄れないような

危険な薬であっても，人間に代わって作業ができる

のだそうです。このロボットが使用するピペットや

ハケなどは人が使うものと同じだということにも驚

きました。 

また，ロボットの創薬工程のプログラムのデータを送ることで，ほかの場所でも同じ

薬を作ることが可能だということを知りました。まだ医療が発達していない地域とのや

りとりで創薬を進めることができれば，病気による死亡者を減らしていけると思いました。 

健康や生活に関する話では，スポーツを行う上で科学の力はかなり大きいということ

を知りました。今の義足の研究がさらに進めば，400m走などでは健常者と障害者が互角

に勝負できるようになるのだそうです。このような技術についての研究が発展し，今後

もっと広がっていくのだと思いました。 

ほかにも，事故の原因を科学的に追及し，防止する方法についても学びました。日常

生活の中でも起こってしまうけがなどの小さな事故があります。ここでは事故を防ぐた

めに，どこを改善したらよいのか，科学的に研究していました。けがなどを防止するた

めの工夫も，科学を使って考えられているということを知りました。科学の力は，幅広

い分野に通用するのだと思いました。 

 

② 千葉大学医学部 

初めに野田先生の講義「ミクロの世界の生き物たちへの対処法」を聞きました。ここ

作業しているロボットの様子 
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では，身近にある細菌の利用と細菌による感染症について学びました。細菌と一言で言

っても，生活を豊かにしてくれる有益微生物や，感染症などの原因になる病原微生物な

どに分けられます。有益微生物は発酵食品や医薬品に利用されます。医薬品だと，主に

抗生物質，抗がん剤などに使われているそうです。抗生物質のもとが青カビだという話

を聞き，衝撃を受けました。青カビのように，医薬品のもとになるような細菌が身近に

もっとたくさんあるような気がしました。また，有益微生物は，環境の浄化や生体防御

にも役立ち，腸内細菌としても体を守ってくれるのだそうです。 

このような有益微生物がいる一方で，感染症を引

き起こすような，病原微生物もいます。病原菌には，

Ｏ-157，コレラ菌，赤痢菌などがあります。病原微

生物による感染症は，世界で一番の死亡原因になっ

ているのだそうです。ワクチンなどで対処すればい

いと思っていましたが現実的に難しいところもある

ようです。約200種類ある様々な薬のすべてに耐性を

もった「多剤耐性菌」という菌があるそうです。19

世紀に発明されたワクチンや，20世紀の抗生物質で

はない，新しい対処法が21世紀に求められているということが分かりました。新しい対

処法がすぐに見つからない原因として，細菌は自分たちがイメージしている大きさより

ずっと小さく，コントロールできないということや，人に病気を引き起こす細菌は，人

の体温が一番増殖しやすいということがあるのだと思います。なかでも，Ｏ-157の増殖

能力の高さに驚きました。発生から10時間で日本の人口の約10倍である10億個になり，

半日経つと世界の人口の約10倍である640億個にもなるそうです。増殖を抑えるのは，

無理ではないかと思いましたが，細菌やウイルスは加熱することで，菌だけでなく毒素

もなくすことができるということでした。 

この講義や実際に菌の観察をしたことで，細菌について興味をもつことができました。

また，医療の発達と今後の課題についても触れることができたので，自分でももう少し

調べてみたいと思いました。 

 

４ 研修に参加して 

この二日間で自分の興味があることについて学んだり，新しく知ったことに興味をもっ

たりすることができました。とくに，千葉大学での油浸レンズを使った菌の観察では今ま

で使ったことのない顕微鏡や，初めて見る細菌にとても興味がわきました。また，自分た

ちの身近で起こっているけれど，普段気付かない科学の発達やその利用の実態に驚きまし

た。科学の力で生活が安全で，豊かなものになっている世の中で，それを感じずに生活し

ている自分たちがいることに，改めて科学の力の大きさを実感しました。この研修を通し

て，たくさんの知識，考えを学んだだけではなく，ともに学ぶ友達とも出会うことができ

ました。研修に関わってくださった方々に感謝しています。この研修で学んだことを，自

分の将来に生かしていきたいです。今回は，このような貴重な経験をさせていただきあり

がとうございました。 

黄色ブドウ球菌 
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