長浜 バ イオ大学学びの 実験室講座実施後 の感想

第 1回 講座授業 :児 童 の感想
・ブラインシユ ジンプにびっ くりしま した。とて も小 さくて逃 げ足が速 くて、顕微鏡 で見 る
のが大変 で した。メダカの卵は、学校 で見 るよ りわか りやす く、細 かい ところまで見 られま
した。アフリカツメガエルは、水 から出 ると死んで しま うのがびっ くりしま した。とてもぺ
ちゃん このかえるははじめて見ました。
・先生 のお話 は楽 しくてわか りやすか ったです。
・バ イオ大学 にい けて、とてもよかったです。ブラインシュ リンプを顕微鏡 で見たら、よく
動 いて見えて、す ご く小 さいなと思い ました。アフ リカツメガエル はかわいかったです。
・私 は前 に「生 き生き健康 フェスティバ ル」で宇佐美教授 に も会 った ことがあったけど、ア
フリカツメガエルや ブ ライ ンシュ リンプな どはやつていなかったので、 とて も勉強 にな り
ました。
・今 日は とて も楽 しかったです。 ブ ライ ンシュ ノンプやメダカの卵 が見 られてよか ったで
す。またバ イオ大学 に行 って実験 をしたいです。
・ブライ ンシュ リンプをはじめて顕微鏡で見 ました。とても小 さくて、もっと見ていたいな
あと思 い ま した。アフリカツメガエルの発生 では、卵 が半分 に割れて い るもの もあった し、
丸 い もの もあってす ごいなあ と思いま した。 またい ろいろなものを見 てみたいです。
・僕 は、理科 が好 きだけど、得意ではなか つた。けど、 この講座 をしてみて、理科が もつと
好 きにな り、得意 にな りました。水槽 がいつぱいあ り、中には、アカハ ライモ ジやナマズが
いて とて も楽 しかったです。
。今 日は とて もお もしろかったです。最初 に校舎を見た とき、とても立派な大学なんだなあ
と思 いま した。ブラインシュ ヅンプはとて も小 さくて速かったです。顕微鏡 が高 い値段 でび
っ くりしま した。
。今 日、顕微鏡でブラインシュ リンプを見 るとき、なかなか ピン トが合 わなかったけど、ピ
ン トが合 った ときはとてもうれ しかったです。
・今 日の実験 はとても楽 しかったです。一番心 に残 ったことは、コンピュー 方を見学 しに行
ったことです。 コンピュータで調べ ると、カバ、サメ、アザラシの中で、一番 イルカに近 い
のがカバ だ とい うことがわかることがす ごい と思いました。
・ブラインシュ リンプのブラインは塩水 とい う意味だ とい うことがわか りま した。顕微鏡 で
見 ると、プライ ンシュ ヅンプはクリオネみたいで した。アフリカツメガエル は、水 から出る
とす ぐに干 か らびて しまう、そんなカエルがいることを知 ってびっ くりしま した。
・実験 で難 しい言葉が出て きたけど、わ か りやす く教 えて くださったので よくわか りま し
た。
。今 日、バ イオ大学 に行 って、いろい ろな ことがわか りました。初 めての大学 で楽 しか つた
です。特 に電子顕微鏡 の問題 で した。
・アフリカツメガエルやブライ ンシュ ジンプの卵 のことを教 えて くださって、あ りが とうご
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ぎいま した。スーパ ーコンピュー タや宇佐美教授 のこと (お 話)が よ くわか りました。僕 も
大学生 にな ってい ろいろな ことを研究 したいです。そして、す ごい こ とを発見 したいです。
・ブラインシュ ジンプやア フ リカツメガエルの ことな ど、さまざまな生 き物 の観察や実験 を
して、た くさん楽 しめま した。また、孵化用水や固定液な ど、初 めて知 ったこともた くさん
あ りま した。 もちろん学食 のカレー もおい しかつたです。
・今 日は顕微鏡や いろんな実験 をさせて くだ さつてあ りが とうごぎい ま した。僕 は、顕微鏡
で生 き物 を見 るのは初 めてだったので、いい経験 にな りました。難 しい実験 もあったけ ど、
それ も見 られたので うれ しかったです。
・顕微鏡 で 見 ると、普通 に してて は見 えな い ものがた くさんあ りま した。た とえば、エ ビの
赤 ち ゃん を寝 させ た もの も顕微鏡 で 見 た ら とて も変 わ つた形 で 見 えた ので、 とて もお もし
ろか ったです。 い ろんな実験 を見せ て もらつて、 とて もす ごい な と思 い ま した。
・ 今 日は ととて も楽 しか ったです 。い ろい ろな実験 を して、 とて もお も しろか ったです。卵
だ け じゃな く、機械 の こ とも教 えて くだ さ つた し、魚 の こ とも知 った し、 コ ンピュータの こ
とも教 えて くだ さったので、 とて も楽 しか ったで す。 バ イオ大学、 す ごか ったです。
・大学 の 人 は、とて もや さ しくわ か りやす く説 明 して もらった ので 、す ご く勉強 にな りま し
た。
。今 日は学校 に な い顕微鏡 でい ろ い ろな ものが 見 られた ので、 とて もよい経験 がで きま し
た。ス ーパ ー コ ンピュー タは、い ろい ろなぞだ つた こ とを 5分 や 1週 間 で結果 を出せ る と聞
い たので 、す ごい と思 い ま した。
・実験 な どはす ご く楽 しか った し、わか らな い ところ も丁寧 に教 えて くだ さった ので とて も
よか った。特 にエ ビの実験 がお も しろか った。
・ メダカの心臓 な どが どの ように動 いてい るのかが詳 しくわか りま した。魚 もい ろい ろいて
す ごか ったです。3Dプ リンター もす ごか つたです。ツメガエル の動 画 にびっ くりした けど、
す ごか ったです。
・ 長浜 バ イオ大学 の教授 の先生 に教 えて も らい なが らで きて、勉 強 が よ くわか りま した。
・バ イオ大学 は とて も楽 しか ったです 。い ろんな実験 で ピン トを合 わせ た り、きれ いに見 ら
れ るよ うにす るの は難 しか ったで す。
・顕微 鏡 で 見た卵 な ど、い ろい ろな もの を見 て 、
「 な るほ ど」
「へ ぇ〜 」 って思 い ま した。テ
レ ビの取材 が来 ていたので 緊張 しま した。
・私 は理 科 が好 きで、今 日バ イオ大学 に行 って とて も楽 しか ったで す。普通 の理科 ではな く、
い ろんな卵 や幼生 、カエ ルのおた ま じゃ く しが見 られて、いつ も以上 に楽 しか つたです。ま
た何 回 で も行 きた いで す。 そ して 、 い ろい ろな ものを見 た いで す 。
・ バ イオ大 学 は、理科 の専 門 の人 が通 うところなんだな と思 い ま した 。理科 は い ろい ろな生
物 や植物 を顕微 鏡 で見 るのがお も しろ い。 バ イオ大 学 には高機 能 な顕微 鏡 が あ って す ご く
楽 しか つたです。学校 を見 て 回 るの も、 3Dプ リンター とかが 見 られ て うれ しかったです。
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最初 も理科が好 きだったけど、 ますます理科が好 きにな りました。
・実験 でわからないところがあ った ら優 しく教 えて くれた り、教 え方が私 らで もわかるよう
に言 った り…・楽 しかった しお もしろか つた。 3Dプ リンターについての話 もとて もおもし
ろ くてす ごいなぁとお もいま した。琵琶湖 の魚など、 もっと調 べ たい と思いました。
・い ろい ろな ことがわか りました。先生たちの説明 もよくわかった し、顕微鏡 の使 い方 もわ
かった。 いろいろな生 き物が どうや つて生まれるか について興味を持ちました。
・琵琶湖 と川 にいる魚で、シマ ドジ ョウやホ トケ ドジョウ、別名お っさん ドジョウの特徴 が
わかって よかったです。エ ビの赤ちゃんの様子 も見 られてよくわか りました。また機会があ
れば、電子顕微鏡 でいろんなものを見たいです。
・カエル の卵や はじめて見 た生 き物 がた くさんいて、顕微鏡 で見 るととても見やすかつたで
す。実験 ではなかなか入 らな くて見 えなかつたけど、とても優 し く教 えて くださって うれ し
かった。初 めて知 ったことがた くさんあって、とて も楽 しかった しお もしろかった。また今
度行 って、 い ろいろな生 き物 を見 てみたい し実験 してみたいです。
・い ろい ろな生き物 の体 や仕組みが よくわか りました。ピン トを合わせ るのが難 しかつたで
す。大学 を見て回つてい るとも、教授 の先生や大学 の人 から説明 して もらって、とても楽 し
か つたです。
。とて もわか りやすかった。 もっと受 けたかつた。
・い ろい ろな生 き物 の卵 などをい っぱい見 られたので楽 しかった。3Dプ リンターで作 った
もの を見せてもらった らす ご くて、 85歳 の人の脳 が思 った より重 くてびっ くりしま した。
・顕微鏡 でブラインシュ ジンプを見た リアフリカツメガエル の卵 を見せていただ き、あ りが
とうございました。実験 はとて も楽 しかったです。
・ブラインシュ ヅンプはとて もはっ き りと見 えていた。アフリカツメガエル はおたまじやく
しが うじゃうじゃ泳 いでいた。
・普段 では見 られないお もしろい生 き物がい ろいろ見 られてよかったです。特 にブライ ンシ
ュ リンは、家 で大入まで育 てたいです。
。
今 日は じめてバ イオ大学 に行 きま した。初 めて顕微鏡 でブラインシュノンプを見ま した。
塩水 に入れた卵 が一 日で生まれ るとは思 いませんで した。 アフリカツメガエル は水 の中で
しか生 きられないのを知 って驚 きま した。
・私 は、顕微鏡 でブラインシュ リンプやアフリカツメガエルの卵や生 まれて くるところを見
た ことがお もしろかったです。す ごい と思 いました。
・ぼ くは、顕微鏡 でアフリカツメガエル の
です。

生まれて くるところを見たのが一番 よか った

'Fや

・ ブラインシュジンプやア フ ジカツメガエル などを顕微鏡 でいろいろ見 られてよか ったで
す。それ に、い るか に一番近 いのがカバ だと知 ったことやあ りの 目があんなんだった とは知
らなかったので、わかってよかったです。
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・バ イオ大学 でブラインシュジンプの勉強 をして、初 めてブラインシュ ジンプ とい う生 き物
を知 った り、アフリカツメガエル を見 て、カエルに もいろい ろな種類 があるんだなと思 い ま
した。二つの種類 の顕微鏡 で卵 を見て、違 う見方で見 られてよかったです。お忙 しいのにあ
りが とうごぎいま した。
・ブ ラインシュ ジンプに卵 は普通 に見 てみると丸だけど、拡大 してみてみるとへ こんでい ま
した。
・ブ ラインシュ ヅンプの卵 か らかえったのを見てみると、とて もかわいかったです。顕微鏡
で見 ると見やす くて、 こんなにも詳 しく見 られることがわか りま した。
。ブラインシュジンプやア フリカツメガエルなど、こんな動物 の こ とを知 ることができて よ
かったです。ブラインシュ ジンプの卵 を目で見たら、へ こんで いなかったけど、顕微鏡 で見
た ら、真 ん中あた りがへ こんでいてす ごかつたです。電子顕微鏡 ではす ご く細 か く見 られて
す ごかったです。
・バ イオ大学で、ブラインシュ ジンプの卵 からかえった姿や卵 の形 を見ました。そ してア フ
リカツメガエルの動 くところも見 られてよかつたです。そ して、スーパ ー ヨンピュータでは
い ろい ろな ことがわかるし、電子顕微鏡 ではちっちゃい もの もよ く見 られてす ごい と思 い
ま した。いっぱい魚がいて、昼 ごはんのカ レー もおい しくて楽 しかったです。
・プランク トンは小 さくて、顕微 鏡 では見た ことがなかったけど、実際 に生 きているもの を
見 ると、こんな風 に動 いてい るんなど、新 しい発見 がた くさんあ りました。動画で見た こと
の あるプランク トンは少 し気持ち悪 い とい う印象だ ったけど、実際は とてもかわい くて、プ
ラ ンク トンの印象 が変わ りました。施設見学 では、魚のことを教 えて もらえてよかったです。
・ブラインシュ リンプが寝 ているときを顕微鏡 で見 たときは、動 いてい るときと違 って、こ
んな風 になってい るんだんあ と思 いま した。他 にもアフジカツメガエル は、卵 からおたま じ
ゃ くしになるまでに、 こんな風 に分裂 しなければい けないんだな と思いました。
・今 日の実験 はよくわか りました。ブラインシュ ヅンプやア フリカツメガエル ははじめてみ
たのでびっくりしました。 アフジカツメガエル はつめが長 かつたです。
・顕微鏡 で見 るものを中心 にあわすのが とて も楽 しかった。種類 が二つあって、見方が違 っ
てお もしろい。
。今 日の実験 はとて も楽 しかったです。今 日の実験 で理科 のことをよ く知 って、学校 の理科
の授業 が楽 しみです。また、顕微鏡 では、ア フリカツメガエル な どが少 し気持ち悪かったけ
ど、楽 しく授業がで きて うれ しかったです。またバ イオ大学 に行 きたいなあと思 いました。
・初 めてブラインシュ ジンプの卵 か ら育てたのが楽 しかつたです。大学生 の皆 さんが勉強 し
てい るところでクイズ をして くれた り、とても楽 しかったです。私 は魚が大好 きで、今 日、
私 が見 たこともない魚 もい ま した。
・プ ラインシュ リンプはとて も小 さくてかわいかつたです。卵 か らもう少 しで生まれそ うな
もの もいました。海水 につ ける前 の卵 は穴 は開いていない と思 っていましたが、顕微鏡 での
ぞ いてみると、穴があいていたものもあ り、とてもきれいに見 えました。す ごかったです。
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アフリカツメガエル はとて もかわ いかつたです。バ イオ大 学 のい ろい ろな先生 に教 えて も
らい、とて もわか りやすか ったです。バ イオ大学 の構内を探検 して、学生 さんたちが勉強 を
がんばっていたので、私 も学校で勉強 をがんばろうと思 い ま した。今 日は、た くさん教 えて
くださり、あ りが とうござい ました。いい勉強 にな りました。楽 しい実験 があってす ご く楽
しかったです。
。今 日初 めてブラインシュ リンプ とい う生 き物 を育 てたので、とて も緊張 したけど、生 まれ
た ときはとっても小 さくて とて もかわいか つたです。私 は生 き物がす ご く嫌 いなんですが、
今 日はじめてブラインシュ リンプを見 て、少 し生 き物が好 きになったような気が します。ア
フ リカツメガエル はおたま じゃ くしだ ったので とって もかわ いかったです。最初 はぜ んぜ
ん動 かなかったので、 とって も心配だ ったけど、動 いたので安心 しました。この授業 で、今
まで知 らなかった ことがい ろい ろわか りま した。また、バ イオ大学 に行 つて、いろんな こと
を学 びたいです。
・忙 しい中、こんなにわか りやす く説明 も加 えて、理科 の勉強 を教 えて くださったおかげで、
知 ったことが数 え切れないほ どあ りま した。あ りが とうござい ました。プランク トンの卵 ま
で くださって、細 か く用意 して くださり、よくわか りま した。 10万 、 5万 の顕微鏡 を貸 し
て もらって、親切 に教 えて くださってあ りが とうごぎいま した。
・今 日は顕微鏡 で二つの生 き物 を見せて くだ さ りあ りが とうごぎいました。ブラインシュ ジ
ンプ とアフ リカツメガエル の卵 はとても小 さかつたです。
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第 2回 講座授業 :児 童 の 感想
。とにか く楽 しくお もしろか った。すばらしい機械 で、学校 ではで きない実験観察 がで きて
よかった。とてもよい経験 がで きた と思 う。内容 は少 し難 しいが、わか りやす く教 えて くだ
さ り、よくわかった。理科 を楽 じめた。脳 の ことや電子顕微鏡 なども体験 で きて うれ しかつ
た。今回の学習を生 か して、次 か ら勉強 していこうと思 う。本当 にあ りが とうごぎい ま した。
。
今 日は長浜バ イオ大学へ行 って、今理科 で勉強 してい る植物 のことについて教 えて もらっ
て、とてもわか りやす くて、や りやすかったです。顕微鏡 の使 い方や今まで知 らなかった こ
とをた くさん知 ることがで きま した。また、花びらも染 まるのか?と い う実験で、 カス ミソ
ウも青 く染まっていてお もしろか ったです。カレー ライス もお い しかったです。そ して最後
の方 にあ った探検 では、電子顕微鏡 でめ しべがす ごい形や見 た 日だ ったので、びっくりしま
した。め しべ とは思えませんで した。コンピュータでは、 3Dな どの楽 しい体験 もできてお
もしろかったです。
・植物 は根か ら水 を吸 い取 つて茎 に通 ることは知 っていた けど、実際 にこの 日で見 ることが
で きて とても楽 しかったです。前か らず っとバ イオ大学 に行 くことが楽 しみで した。他 に も
い ろんな ことを教 えて もらえて、理科 に興味がわきま した。バ イオ大学 の施設見学 もで きて、
バ イオ大学のす ごさを見 るこ とができました。パ ソコ ン室 では 目の錯覚 を使 ったことや実
験室 で電子顕微鏡 のことをた くさん教 えて くれました。バ イオ大学 の皆 さん、あ りが とうご
ざいました。
・今 日は、水 の通 り道 の実験 と気孔の観察な どを勉強 して、水 の通 り道 の実験 で青 く染 まる
のが意外 と速 くてびっ くりした。気孔 の観察 では、気孔 があわびみたいだつた。脳 の ことで
は、恐竜がず っとこっちを見てい るのが不思議 でお もしろかった。また、あんな実験 を した
・バ イオ大学 に行 くのは 2回 日で した。い ろいろな実験 を したけれ ど、全部楽 しすぎて、長
い時間なのに、あっとい う間 に感 じました。実験 の一つ一つが とて もいい勉強 になった と思
うのでよかったです。顕微鏡 で、 10倍 、 100倍 、 400倍 と見 たとき、日で見 られない
ものをた くさん見 ることができて とても楽 しかった。今 日は、本当 にあ りが と うごぎい ま し
た。 よい勉強 にな りま した。
・学校 では見 られないことが見 られて よか つた。水 の通 り道 の実験 では、大き く2種 類 の植
物 は、水 の通 り道 の形 も違 って、豆苗は葉脈 が通 って あ った。オ ジズル ランは平行 だつた。
気孔 の実験 では、気孔は口みたいな形 をしていた。見学 での気孔は、いろんなところに気孔
があつて、特 にお もしろかったのは、タンポポのめ しべ とお しべで、おもしろい形 をしてい
た。コンピュータでは、脳 の仕組 みを見た りして楽 しかつた。操作するの も楽 しかった。 ド
ラゴンが首を振 ったのでびっ くりした。
。いつ もはあんなによ く見 える顕微鏡 は使 えないけど、またや りたいと思 った。もっと他 の
花や葉 を見てみたい と思 った。 3Dプ リンターで作 られた もの もす ごかった。また、学校 の
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理科 の時間 に も実験 などがや りたい。何 かの機会 に、 またバ イオ大学 に行 きたい と思 う。
・普段 で きない実験 ができて よかった。 もっとこの ような実験 をしたい と思った。最初 の色
で染 める実験 は、葉脈やきれ いな筋が見えてよかつた。説明 もとってもわか りやす く、 とて
も楽 しかつた。また家でやってみようと思 つた。二つ 目の実験 は、薄 い皮をはがすのは難 し
かったけど、教科書 に載 っているような気孔が見 られて とてもよかった。コンピュータは、
3Dを はじめて見てびっ くりして、日の錯寛 のよ うな現象 もお もしろかつた。3Dプ リンタ
ー ってこんなにす ごいんだ と思った。電子顕微鏡 でいろん なものの拡大が見 られて とつて
もよかった。 とっても楽 しかった。
・きれいに青色 に染 まってびっくりした。葉や茎だけでな く花

(カ

ス ミソウ)も 青 く染 まっ

てきれいだった。また、電子顕微鏡 では、 もっと細部 まで見 られて楽 しかった。また、他 の
花や車、茎 を染めてみたい と思った。他 の色 も試 して きれ いに出る色 を探 して、その色 で も
染 めてみたい。本当 に楽 しかった。
。
青色 の色素 をつ けて葉や茎 の色が変 わるのを顕微鏡 で見 るのがおもしろかったです。気孔
について も楽 しかった し、 コ ンピュータで馬みたい なものが こっちに向 くの もす ごい と思
いました。電子顕微鏡 もす ごかったです。お昼 のご飯 もお い しかったです。また この よ うな
体験 ができたらいいな と思 い ます。
・自分 のサンプルを作 るのに少 し時間がかか つて何回 も失敗 したけど、最後 にはちゃん と完
成 してよかったです。教授 の解説 もとて もわか りやす かったです。昼 ごはんのカレー も とて
もおい しかったです。青色 で染 めたとき、とて も速 く色 が入 っていったのでびっ くりしまし
た。赤色や黄色で も、またや ってみたいです。今 日は とて も楽 しかった しとても勉強 にな り
ました。また行きたいです。
。とてもおもしろかった。頭微鏡 を使 って水 の通 り道 を調 べ ることや気孔を調べ るのは少 し
難 しかったけど楽 しかった。今 まで顕微鏡 を使 う機会 があま りな くて、使 い方 もい まい ちわ
からなかった けれ ど、今回の講座 で とてもよくわかつた。電子顕微鏡 を使 つた り3Dに なっ
た り、どこか ら見て もカメラを見てい るやつ など、とて も楽 しかったです。今 日は本当 にあ
りが とうごぎいました。
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第 3回 :児 童 の 感 想
。バイオ大学に行 つて、実験 のおもしろさがわか りま した。またこんな実験 も学校 です るなら楽 しそ うと
思 いま した。大学は行きた くない けど、実験 はまたや りたいです。ものの とけ方はまたちょつ とだけきょ
うみがあ りま した。大学 もす ごかつたでです。

̀ふ つ うの学校 の じっけん よ り、わか りやす さが何倍 もあ つたので楽 しかつたです。
あ と、 とて も発表 できて うれ しか つたです。

。とけるとは、中の ものが しずみ、あとか らなくなつて しま うことで、混ざるとはちが う成分 の ものがい
つ しょになるとい うことがわか りま した。それを確かめるには、遠心分離器 とい う機会 を使 つて分 かる
ことがわか りました。あと消毒液で とかす、または混ぜ ると、液なので とけかたや混 ざり方 が変わるとい
うことがわか りま した。
・理科はきらいだけど、大学 しかできない実験はきちょうなのでおもしろかつたです。まざるととけるの
こ とがわか りま した。
。
「とける」 と 「まぎる」 の ちがいが最初 の時はよくわか らなか ったけど、バイオ大学 で実験をした ら、
なん とな― く 「とける」 と 「まざる」のちがいがわか つた。 またバイオ大学で実験 を したいです。
。小学校ではない理科 の実験器具 があつたから、使 つてみたい と思 つた し、いろいろなことをしてす ごく
楽 しかったです。 あと、 とけると混 ぎるの意味が、 とてもではないけど、ちょつ とはわ か りま した。
。とけるときに、その物 がな くなっておも しろかつた。まざるも、その物 が全体に回つていた。バイオ大
学では説明の仕方 がわか りやす かつた。理科以外でも他 にや つてみたい と思いました。
・「とけ る」 と 「ま ぎる」 の こ とが、 あま り説 明はで きな い け ど、 だいたい分 か りま した。 バ イオ大学 に
行 つてか ら、理科が少 し好 きにな りま した。またバ イ オ大 学 で授 業 を受 けに行 くときが あ つた ら、今度 は
理科 が好 きにな つ てい る といい な と思 いま した。

。最初 はさつぱ りだつたけ ど、や つてたらちょつ とずつ わか つたからよかつた し、は じめて見た物もあつ
たか ら、 とても楽 しかったです。他 の理科 の授業もバ イオ大学 でや りたい くらいで した。
・バ イオ大学で授 業 を受 けてみ て分 か りやす かつた し、とて も楽 しかつたです。な ので とて も時間 がす ぎ
る のが早 い と思いま した。 また理科 の実験 を改 めて好 きにな りま した。実験 も よ く分 か つたので よか つ
たです。 またバ イオ大学で授 業 を受 けたいです。

。みんな と協力 して実験 ができた と思いま した。 またバイオ大学に行 つて授業を受 けてみたいなと思い
ま した。 しょ うらいはバイオ大学に入ろうかな と思い ま した。
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◆
「とける」 と 「まぎる」 の ちがいについて、よく分か りま した。実験が好きなので、 とて も楽 しかつた
です。実験 が好きなので、とても楽 しかつたです。バ イオ大学には小学校にはないよ うな物がたくさんあ
つたので、なんだかワクワク しま した。 また大学な どで実験などを したい と思いま した。
。
水に入れてもとけない物があつた り、とけないけど混 ざる物があると知 りま した。学校で、
粉 によって、
とけると混 ぎるの学習をす る時は、バイオ大学の学習を思い出 して取 り組 も うと思 います。
・楽 しかつた。 とける 。混 ぎるがどうい うことかが分 かつた。えん しんぶん りきで、土 と水が分かれたの
がす ごかつた。 もつ とじゅぎょうが うけたい。
。とけるとまざるの ちがいが よく分か りま した。は じめてみる機械 に好奇心がわいてきま した。またバイ
オ大学に行きたい と思 つたので、 この きか くがす ごい と思い ま した。
・バイオ大学に行 く前は 「とける」と「まざる」の違 いが全然分か らなか ったけども、バイオ大学に行 つ
て、実験 をしてみてちがいがだいたい分 か りま した。今回 の実験は今まで実験 してきた中で一番楽 しか
つたです。
・ バイオ大学で実験 して、 もつ と実験が好きになった。
。ぼ くが授業 を受 けて一 番 お も しろか つた の は、見 た こと もな い機械 を使 つた ことです。あま りな い機械
な の で 、使 えて とて もよか つたです。
。とて もわ か りやす か つ た し、使 つた こと もな い機械 をみ て とて もび つ くり しま した。このほかに ももつ
とちが う じつけん も して み た い と思 い ま した。 この よ うなき かい に よんで くだ さつ て、 あ りが と うござ
い ま した。 また いって みた い と思いま した。

。
「とける」 と「まざる」の違 いが よくわか つた し、実験す るのがお もしろかつたです。「とける」と「ま
ざる」 の違 いなんで考えた こともなかった し、同 じよ うに身近な事に目をつ けてみ るの もおも しろいか
な と思いま した。
・学校 でやる実験 と、学校 でや るの とちがつて楽 しかったです。なぜか とい うと、は じめて使 つたは じめ
て見た機械だ つたか らです。今 日はとてもよかつたです。 あ りが とうございました。
・バ イオ大学 の 実験 は とて も楽 しかつたです。わた しは理 科 の授業 が好 きな ので 、もつ と実験 したかつた
です。教授 の説明は分 か りやすか つた ので 、「とける」 と 「混 ぎる」 の ちが いが よ く分 か りま した。 また
バ イオ大学で実験 を して み た い です。
・ 1秒 で 100回 も回 る機 械 が あ つたのでび つ く りしま した。学校 ではできない 実験 だ つ た ので とて も
楽 しかったです。 またや りた いです。
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・ 自分で釣 つた魚 を解剖 したことが印象 に残 つた。 カ レーがおい しかった。
・ 教授 の説 明がわか りや す かつたです。小鮎 、公魚 、 ブル ー ギル な ど、公魚 が フカサ ギ とい うのは 、初
めて知 りま した。教授 の説 明で、笑 い もあ つて とて も楽 しかったです。 しか も とて もおわ か りやす い
説 明で、す ごい な、 と思 い ま した。 またバ イオ大学 に行 きたい です。 また長浜 ドー ム が長浜 バ イオ大
学 ドー ム とい うの も初 めて知 りま した。楽 しか つ たです 。

・魚 の種類によって、体内や食べ るものがちが うことが よく分 かつて うれ しかつたです。めったに見 ら
れない食 べている物体内が見 られてよかつたです。 このことを次の勉強に生 か してい きたいです。 も
つ と実験 をして、 くわ しく魚 の体内や食 べ物 は何 を食 べ ているかを知 りたい と思 いま した。魚 に興味
を持てたので うれ しかつたです。
・ バ イオ大学で受 けて心 に残 つた こ とは 、魚 が どん なプ ランク トン を食 べ てい るか を調 べ た こ とです 。
理科で調 べ た 中には、 あま り出て こなか つたプ ラ ンク トン も見 つ ける ことが 出来 ま した。 これ か らも
プ ラ ンク トンには どん な種類 が い るか調 べ てい きた い です。 バ イオ大学 のみ な さん、 あ りが と うご ざ
い ま した。

・授業ではプ ランク トンな どしか魚は食べ ない と思 つていたのです が、 この観察を して魚が食 べている
ものは他にもあるんだな と思い ま した。 また、出てきた生き物か らも、食べ てつ ながつてい くとい う
ことを学びま した。 わた しは今回、魚 (生 き物)は 何 を食べてい るかだけでな く、命 のつ なが りも学
んだ と思います。
。最初は自分で魚を解剖 できるか どう力洵い配だ つたけ ど、友だちと協力 しなが らできて良かつた。また、
周 りの先生方か ら 「上手だね」 と言 つてくだ さって とて もうれ しかつたです。 とて も楽 しい時 間で し
た。 あ りがと うございま した。
・ フカサギを切 つた ときは とても切 りやす かつたけ ど、ブルー ギル を切 つた ときは とてもかたか つたで
す。 ワカサギや小鮎 はやわ らかいか ら、ブルーギル もやわらかい と思 つたけ ど、ブルー ギルは とても
かたかつたことが分か りま した。 とても楽 しかったです。
。い ろんな魚 をか いぼ う しま したが 、一番見 えたプ ラ ン ク トンが多 かつたのは 「ブル ー ギル 」で した。「ブ
ル ー ギル 」は、色 々 な物 を食 べ て しま うと初 めて知 りま した。 見 た こ とがな い 顕微鏡 な どが あ ってび
つ くりしま した。 これ か らも理科 が得意 にな る よ うにがんば りたい です 。

。は じめて魚 をかいば うして、またそれを実態顕微鏡や双眼顕微鏡 で調べ るとい うなかなかで きない体
験 をしたなと感 じま した。今回は公魚 、小鮎、ブル ー ギル、ブラ ックバス を調 べ たけれ ど、もつ と他
の魚は どうなのか調 べ てみたいです。 とくに家 の前 の川や琵琶湖 の魚 を調べ てみたいです。今回はこ
のよ うななかなかで きない体験ができてよかつたです。 あ りが とうございま した。

。こんなけいけん を したのはは じめてです。魚 はなん のプ ラ ン ク トンを食 べ てい るか よ く分 か りま した。
た くさん食 べ て い ま した。魚 の 中を見 て 、 い ろん な線や い ろ、 もよ うな どい ろん な物 が あ つて とて も
勉 強 にな りま した。 私 はカ エ ル のエ サ をや ら して も らい ま した。 カエル の 足 が とて も大 き くて、そ の
足 で とて も速 く泳 いでいて とて もび つ く りしま した 。 こん なカ エル を見た の はは じめてです。 また学
校 で も勉強 を したいです。

。ワカサギや小鮎や ブルーギルなどをかいぼ うした ことが とても楽 しかつたです。最後 に顕微鏡でプラ
ンク トンの一部 が見れま した。 とても楽 しかつたです。
・ バ イオ大学では魚 の解 剖 を しま した。 ワカサ ギ と小鮎 とブルー ギル のかい ぼ うを しま した。 フカサ ギ
はかんたんだ つ た け ど、小鮎 は血が大量 に出て きた ので 手 がギ トギ トにな りま した。 ブルーギル はか
た くて とて も大変 で した。魚 の フン を双 限 けんび き ょ うで見た りしま した。 ア ジの頭 を見 つ けて とて
もび つ く りしま した。 楽 しかつたです 。

・ は じめはむず か しい とおもつた けど、なれ て くるとかんたんにできた し、魚 の 中はもうちょつ とい つ
レー ギルは、 とくにはいつてい ると￨お もつたけど、小
ぱいはいってい ると思 つたけど、 ワカサギやブア
鮎 がいちばんはいっていたのでびっ くりしま した。 ぼくは父 さんが魚 をさばいているときは、ぼ くも
一緒 にしているので、バイオ大学はたいへん勉強にな りま した。 あ りが とうございます。

・バイオ大学でワカサギや小鮎やブルーギルなどを勉強のためにかいぼうをして、腸管 を顕微鏡で見て、
何を食べているか調べて、いろいろなプランク トンを見つけました。,そ れを lヶ 月前か らじゅんびを
してくれて うれ しかったです。ま た理科でもこ うい う勉強をいっぱいしたいです。
・ 小鮎や フカサ ギや ブルー ギル とかがプラ ンク トン を食 べ て い るこ とがわか りま した。
・ バ イオ大学 に行 つた感想 は、は じめは魚 のかい ぼ うが いや だったけ ど、 い がい と楽 しかった し、勉強
にな った と思 い ま した。魚 のかいぼ うは ど うす る のかが あま り想像 と違 つ た ので 、「こ うい うふ うにす
るんだ」 とい うこ とが よくわか りま した。「もつ と魚 のかい ぼ うを してみた い な」 とい うふ うにかん じ
ま した。 とて もい ろい ろな こ とが分 か つた ので よか ったです。 それ にけんび き ょ うで も私 は分 か らな
か つたプラ ン ク トン もあ つた ので 、調 べ てみ たい で す。

・ ぼくはつ りをよくす るけど、かいぼ うとい うことは したことがなかったので、楽 しか つたです。 ばく
が一番 かいぼ うで楽 しかったのは、 ワカサギです。 ほかにもいろいろな魚 をかいぼ うしてみいです。
あ りが とうござい ま した。
。さかなのかいば うを して、プランク トンを しらべ て、プランク トンのことがよくわか りま した。
・バイオ大学で受 けた授業 の感想は、は じめに フカサギと小鮎 とブルー ギル のこ うもんか らかみそ りで
切 つていつて、おなかの中を見ま した。 そ して何 を食べ ているのかを調べ ま した。 その結果、い ろい
ろなプランク トンや虫の 日とかも入 つていま した。 たの しかったです。

