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はじめに 

本書は，文部科学省平成１７年度サイエンス・パートナーシップ・プログラム(SPP)の支援を受けて

実施した高大連携事業「大学で学ぶ現代物理学の基礎」の報告書である．理科離れ，中でも物理

学を倦厭する風潮に対して将来の科学を担う子供達に物理の面白さを伝えなければならないとい

う思いが我々大学物理学教員にはあった．折しも２００５年が世界物理年となり講座開始の機運が

高まって来た．これまで，富山大学理学部では上記プログラムを利用して県内２つの高等学校との

教育連携事業を２年前から実施しているが，今回富山県立魚津高等学校の先生方の協力により

新たな連携事業を開始することになった．詳細は本文中に譲るとして，本講座の特徴は 

A) 物理学の分野から8 講座を開講し，高校生らに体験実験させる, 

B) 大学にある実験装置を用い大学での研究を身近に体験させる, 

C) 少人数教育を実施する, 

といった点にある．A)については，富山大学理学部物理学科教員１４名のうち半分以上にあたる８

名がそれぞれ講座を担当した．素粒子理論，低温物理，磁性物理，結晶物理，レーザー物理，原

子分子分光学等，物理学の様々な分野で開講した．B)については，高校生達が大学へ来ることに

より，高校までの学習環境とは異なる教育・研究施設としての大学を味わってもらうことにも意味が

あると考えてのことである．C)については，様々な意見もあるだろうが，教員 1 名に対して生徒は 5

名程度までの少人数とし，対話型の講義・手から手への実習ができることによる高い教育効果をね

らったものである．その他，各テーマには 1 名以上のティーチングアシスタント(TA: 大学院生，大

学 4 年生)を配置した．本書では，これらの教育内容・結果・効果について報告する． 
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1. 事業概要 
富山大学理学部では平成12 年度より高等学校等地域のコミュニティに教員を派遣し，演示実験

などを含む出前講義を実施してきている．平成 15 年度からは文部科学省が進める「科学技術・理

科大好きプラン」の中心をなす，サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）の支援を受け，地

元の高等学校との連携教育を積極的に実施してきている．これらの講座では高等学校の生徒を富

山大学理学部に招き実験・実習を体験させる，あるいは地元の雄大な自然の中で野外実習を行う

ことによって理科・数学への興味を引き出すことに大きな効果があったと考えている1． 

 本講座は，富山県立魚津高等学校理数科 1 年生 40 名を富山大学へ招致し，物理学に関連する

分野に的を絞って実験・体験させる教育の有効性を試験的に測ろうとするものである．近年，科学

の中でも殊に現代科学の基礎を担っている物理学への若者達の知的関心・興味が弱まっている．

そこで本講座のねらいは，高等学校で物理学を学び始めて間もない生徒達に体験的な学習を通

じて物理学の面白さを感じさせ，その物理学への興味を高めさせようという点にある．このねらいを

実現するために，本講座では，素粒子・低温・磁性・結晶・電波・レーザー物理学等の分野で研究

を行っている8 名の大学教員が，それぞれの分野について合計 8 テーマの実験を用意した．全て

大学の実験装置・施設を利用するものである．生徒 5 名に対して教員 1 名によるきめ細かな指導を

行い，生徒達を物理学の世界へ誘う．各テーマにはティーチングアシスタント(TA)が1～2 名付き実

験補助および生徒の質疑応答に当たる．高校生と年齢の近い TA を採用し，より身近に物理に接

する指導を目指す．講義・実験終了後生徒達は結果をレポートにまとめ，講師はそれらをチェック

し生徒達にフィードバックする．また講座修了後生徒は全員集まりプレゼンテーションを行う．この

発表会では，生徒達のプレゼンテーション能力の向上に繋げてもらう． 

本講座は，本学理学部が昨年まで高大連携事業を実施してきた富山県内 4 高等学校に加え，

新たに魚津高等学校との連携を開始しようとするものである． 

 

講座名  

教育連携講座 「大学で学ぶ現代物理学の基礎」  

 

連携高校・参加生徒数 

富山県立魚津高等学校 理数科１年生 ４０名 

 

テーマ  

今回開講した講座のテーマを表１に示した．講師はすべて物理学科の教員である． 

 

 

                                                      
1 平成 15 年富山大学理学部  地域連携事業報告書，平成 16 年度富山大学理学部 高校-大学
連携教育事業実施報告書  
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表１． 各教員による講座のテーマ 

テーマ (講師) 生徒数 TA 数 

1. 光電効果の観察とプランク定数の見積もり （光田暁弘） 5 1 

2. 極低温の世界 （水島俊雄） 5 1 

3. ヤングの実験 （池本弘之） 5 1 

4. シミュレーション物理はじめの一歩 （栗本 猛） 5 2 

5. 色と光の吸収・透過 （小林かおり） 5 2 

6. 電子の波動性-結晶による回折 （岡部俊夫） 5 1 

7. ホログラムを作ろう （松島房和） 5 2 

8. 光速の測定と光についての体験実験 （森脇喜紀） 5 2 

 

開催日時 

 平成 17 年 9 月 17 日(土) 

8 時 ： 魚津高等学校出発  (バス) 

9 時 ： 富山大学理学部到着  

     講師等の紹介 

9 時 30 分～16 時 ： 実習(昼食時間を含む) 

16 時～17 時 ： 研究発表会  

17 時 ： 富山大学出発 (バス) 

  

開催場所 

富山大学理学部物理学科  

 

経費 

諸謝金(TA) 121,800 円 

消耗品費 221,099 円 

通信・運搬費 1,530 円 

印刷製本費  67,200 円 

生徒旅費(バス雇上費) 74,850 円 

打ち合わせ旅費 3,080 円 

保険料  40,000 円 

合計 529,559 円 
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2. 実施内容 
2.1. 光電効果の観察とプランク定数の見積もり（光田暁弘） 

(1) 目的と教育実施内容 

今年はアインシュタインが光量子仮説を発表して 100 周年の記念すべき年にあたる．本実習で

はこのことを題材に取り上げ，光電効果の実験を通じて，光が波の性質を持つだけではなく粒子の

性質を持ち，光電効果が光量子仮説によってうまく説明できることを体感してもらうことを目的とした．

また，実習を通じて，現在教科書に書かれている事柄は最初から自明なことだった訳ではなく，先

人達の多くの苦労と試行錯誤によって見出されたものであることを理解してもらうことも念頭におい

た． 

当日は，まず，光が波の性質を持つことを実感してもらった．波とはどんなものかをスライドで説

明し，波の性質の 1 つである干渉現象の一例としてニュートンリングの観察をしてもらった．続いて，

光電効果とは何かを説明し，100 年前の当時の人たちにとって，どういった点が理解不能だったの

かを説明した．そして説明を交えながら光電効果の実験を進めていった．実験条件は①光の明る

さ(振幅)を変えた場合②光の色(波長)を変えた場合の 2 通りで，金属表面から出てくる光電子のエ

ネルギーがどう変わるかを実験で調べてもらった．最後に光量子仮説でうまく理解できることを説明

した． 

(2) 教育的効果・結果 

光の性質や光電効果について，実験をしながら考えてもらったことで普段の教科書を使った授

業に比べて，より直感的に物理現象を理解してもらえたと思う．また，つまみを回して電圧を調整す

る，メーター から数値を読み取る，グラフにプロットするという作業を実際に行ってもらった．非常に

単調な作業だが，根気強くやってもらえたと思う．今後，物理やその他の授業で光や光電効果が

登場したときに理解の助けになってくれると思う． 

(3) 留意点・課題 

今回は高校 1 年生が対象ということで，物理の授業をほとんど受けていない生徒が対象であった．

エネルギー保存則も習っていない状況で，[光電子の運動エネルギー]=[光子のエネルギー]-[仕

事関数]であることを説明するのに苦労した．また，光が波であることを習っていない状況なので，ま

ず光は波であると説明して，その直後に光は粒子であると説明した訳だが，生徒たちに混乱を与

えていないか少々不安であった．ニュートンリングの実験を入れ，説明をかなりゆっくりしたため，時

間が足りなくなってしまったが，生徒たちの発表を聞くとこちらの伝えたいことはある程度理解しても

らえたようで安心した．発表準備は理解を深めてくれるので，今後も発表させた方が良いと考える． 

実習中に，今では教科書に出てくる内容でも 100 年前の人たちにとっては大いに悩ましい問題で

あったことを話し，皆さんも教科書の内容がすぐに理解できなくてもすぐに諦めないで下さいという

話をしたり，光量子仮説はアインシュタインが 26 歳のときに発表されたという話をすると，生徒たち

のいい表情を見ることができた． 
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2.2. 極低温の世界（水島俊雄） 

(1) 目的と教育実施内容 

沸点が－196℃（絶対温度 77K）である液体窒素で物質を冷却することによって，物質の変化す

る様子を観察し，物質には気体・液体・固体の三つの状態があることを知ることを第一の目的とした．

更に低い沸点を持つ液体ヘリウムで，超流動状態の観察を行う．超流動状態の観察によって，

我々の身の回りでは経験することができない量子状態を体験することを第二の目的とした． 

第一の目的を達成するため，木の葉，ゴム，金属，酸素ガスを使い，液体窒素で冷却した．また，

酸化物超伝導体の電気抵抗の温度変化を測定し，90K で電気抵抗がゼロの超伝導状態になるこ

とを観測した．更に液体ヘリウムを大型真空ポンプで減圧することによって沸点を更に下げ，液体

ヘリウムが2.17Kで相転移を起こし超流動状態になり，噴水効果，這い上がり効果，カピッツアの蜘

蛛という現象を観察した． 

(2) 教育的効果・結果 

  我々が日常生活で経験することができる最低温度はせいぜい－10℃～－20℃である．そのよう

な温度では水が氷に変化することは知っているが，それ以下の温度は通常経験しない．従って－

196℃という非常な低温で物質の変化を観察したことは大きな教育効果があった．更に液体ヘリウ

ムという極低温の世界では我々が想像もできない量子状態を見ることができる．この現象の観察は

液体ヘリウムを持っている機関が限られているため，簡単には体験できない．生徒には貴重かつ，

十分教育的効果があったと考えられる． 

(3) 留意点・課題 

  今回受講した生徒は理数科の高校 1 年生である．通常 1 年生では物理学を履修していない．

しかし，理数科であることより力学の初期の段階を学んでいる．この講座「極低温の世界」は簡単に

行おうと思えば単に観察だけで済む．物理学を少しでも学んでおれば，物理現象を観察する気構

えが違う．そういった意味では超流動の物理的解釈に関しては高校の物理の範囲を超えているが，

1 年生だからといって特に問題はない．しかし，超伝導体の電気抵抗の温度変化の測定に関して

は，電流・電気抵抗に関する初歩的知識が必要である．今回は時間制限もあり，その点に関しては

測定中に説明できると考えたが，実際測定が始まると説明する時間が確保できなかった．測定後

機器の操作の意味を説明したが，どこまで理解してくれたか課題として残る． 
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2.3. ヤングの実験（池本弘之） 

(1) 目的と教育実施内容 

ヤングが1807 年に２つの平行スリットを使って行った実験は，光の波動説の基礎となった重要な

実験である．位相のそろった光を２つのスリットを通したとき，適当な位置にスクリーンをおくと明暗

の干渉縞が観測される． 

光源として可干渉性の高いヘリウムネオンレーザーを用い，市販のダブルスリットを用いた．干渉

パターンは３原色の CCD を備えたデジタルカメラで撮影し，パソコン上でピークの読み取りなどの

解析を行った． 

受講生が高校１年生であり，波動についての知識があまりなかった．そこで，波の代表格である

音波を用いて，波の干渉のデモ実験を行った．音波をマイクロフォンで検出し，オシロスコープで

波形を観測した． 

(2) 教育的効果・結果 

波の干渉実験を光と音で行ったので，干渉に関するイメージをつかめたのではないかと期待し

ている．しかし，物理の基礎のない高校生に１日だけで波動に関して理解を求めるのは無理であ

る． 

(3) 留意点・課題 

波の干渉を，見たり聞いたりすることで実感できることを心がけた． 

ヤングの実験の干渉の様子をデジタルカメラとパソコンで検出させたが，スクリーンに直接印を

付けさせるのがよかったのかもしれない．大学で行う実験ということで，上記のように行ったが空回り

していたかもしれない． 
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2.4. シミュレーション物理はじめの一歩（栗本 猛） 

(1) 目的と教育実施内容 

  現在の科学技術の研究に不可欠のコンピュータによる数値シミュレーションにつき，空気抵抗

のある場合の放物体の運動と太陽系内での衛星の運動というよく知られた現象を題材として，その

初歩を経験すことで科学的な考察を行うための力を身につけさせることを目的とした． 

 

 実施内容： 

   a. シミュレーション物理への入門講義 

   b. 総合的数学処理ソフト Mathematica の初級的な使い方の実習 

   c. Mathematica プログラムによる，空気抵抗のもとでの放物運動のシミュレーション実習 

   d. Mathematica プログラムによる，太陽系内での衛星の運動のシミュレーション実習 

   e. 得られた結果からの考察と研究発表 

 

（2） 教育的効果・結果 

• 科学技術の研究におけるコンピュータ利用について知ることができた． 

• 実際の実験，理論的考察以外にも科学研究の方法があることを知った． 

• 高度な機能をもつ数学処理ソフトの使い方を知った． 

• 実際に数値シミュレーションを経験して，その利点，欠点を知った． 

• 計算結果をもとに科学的理由を考察することを経験した． 

（3）留意点・課題 

• 受講生の物理修得レベルにつき，より事前に調査しておいた方がよかった． 

• 今回は少人数であったために，一人に一台のコンピュータと十分なTA を配置することができ

たが，より大数になった場合のコンピュータとTA の配置は慎重に考慮する必要がある． 

• 高校生が興味をもち，かつある程度の理解ができる教材の開発が望まれる． 
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2.5. 色と光の吸収・透過（小林かおり） 

(1) 目的と教育実施内容 

目的：人間が見る色は物質による光の吸収・透過によって決まる．物質（特に金）の光の吸収を可

視分光計を用いて実際に測定し，吸収と色との対応関係について考察する． 

教育実施内容： 

① 白色光には波長の異なった光が含まれていることを知り，波長とエネルギーについて学ぶ．

具体的には紫外光を感じて色を変えるビーズで太陽光に含まれる紫外線をみてもらった．ビー

ズの色が濃いほど紫外線が強いことも同時に理解した． 

② 特定波長を人間の目が感知して色として見えることも学習した．具体的に赤，緑，青のライト

を使って混ぜ具合を変えて色々な色になることを確認した． 

③ 物質の反射・透過・吸収と見える色の対応について学ぶ．ほとんどの場合には補色を見てい

ることを学ぶ．金は金色に見える代表的な物質であるが，透過光が違った色に見えることなども

確認した． 

④ 塩化金酸溶液とクエン酸から金コロイドを作り，最後は金として回収した．黄色の塩化金酸か

ら反応を進めるにつれて赤，青，褐色と色を変えたが，各段階の吸収スペクトルも測定し，目に

見える色と吸収スペクトルとの対応を試みた． 

(2) 教育的効果・結果 

全体として，数式は極力使わず平易な説明をこころがけた．金は金色という認識があるため，透

過光が青いことや，コロイドにした場合など違った色に見えることが新鮮であったと思われる．紫外

線を感じるビーズも好評であった．光の波としての性質なども説明したが，1 年生であったので，学

生の準備がやや不足という印象もあった．全体的に化学物理的な内容であったので，化学と物理

に対する興味を深めてもらったと思う． 

(3) 留意点・課題 

目にする光はほとんどが白色光であるためと（発光ダイオードも身の回りには出回っているが，

単色光という認識に乏しい），色について学ぶ機会が少ないため，色とエネルギーの対応について

すぐに飲み込めない様子であった．レーザー光の話なども加えて光そのものについての説明を深

めれば，吸収との対応も理解しやすくなると思われるので，今後改良の余地があると思われる．ＴＡ

には予備実験等の準備段階も含めて実験を改良する上で貢献してもらった．学生の目線を取り入

れるには重要な存在であったが，ＴＡ代は当日しか出ないので，予備実験時にも出してもらえると

有難い． 
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2.6. 電子の波動性 - 結晶による回折（岡部俊夫） 

(1) 目的と教育実施内容 

電子が波としての性質を持つことを実験的に確かめ理解させることを目指した．まずレーザー光

を用いて格子による回折を観測し，レーザー光の波長が回折角度を測ることで求められることを実

習させた．ついで，電子顕微鏡の電子が結晶格子によって回折する現象を観察し，光の場合と同

じようにして電子の波長が求められることを理解し，電子回折像の解析により波長を決定させた． 

(2) 教育的効果・結果 

物理の原理・法則が光と電子に同じように適用できることを，自らの実験により確かめることがで

きたこと．大型の実験装置に触れ，自ら操作できたこと．これらを通して，物理学を身近に感ずるこ

とができ，物理学への興味が増大したこと． 

(3) 留意点・課題 

実際の指導には，研究室の大学院博士前期課程の学生を TA として起用し，実験準備の段階

から参加させた．受講生（高校１年生）には年齢的に親しみが持てたようだ． 

物理の授業が進んでいない段階での講座では，物理学の考え方，実験方法を理解させることは無

理であり．物理に親しめれば（物理って面白い！）良しとせざるをえないのではないか． 
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2.7. ホログラムを作ろう（松島房和） 

（1） 目的と教育実施内容  

昔，光を応用した技術といえば写真機ぐらいしかなかったのに比べ，最近はレーザーを応用した

光の技術が世の中の隅々にまで浸透している．しかも，この技術は光の波長の程度（1000 分の1 ミ

リのオーダー）の変動も気にするほどの非常に精密な技術である．このような 近代の技術を何かわ

かりやすい実験で体験してもらうのにホログラムはうってつけの教材である．また，物理の授業の大

切な学習項目である「波の干渉」を体験する目的からもホログラムは適当な題材である． 

今回の授業は，次のような手順で進めた． 

① まずホログラム像をレーザーにより再生し，ホログラムの不思議さを体験してもらった． 

② つぎにこれが光の干渉という現象を利用したものである事を紹介し，波の干渉について説明

した．さらに簡単な作図の例題で干渉効果を考えさせた． 

③ ホログラムのうちでも白色光で再生できるフレネルホログラムの製作手順を説明し，実際の光

学素子の操作や乾板への撮影方法を練習させた．この際に，波長程度の変化が実験の成否

を左右する事を教え，注意深く作業する事に留意するよう教育した． 

④ ホログラムを撮影し結果を比較しあった．また，習った事を発表するために，発表内容の選択

や発表の言葉使いを生徒同士で検討させまとめさせた． 

(2) 教育的効果・結果 

ホログラムを実際に見るのは初めての体験であろう．まずは上記（１）で見せたホログラムで驚き

の声が上がった．また，最後に自ら製作したホログラム現像定着した乾板が乾くにつれ像が現れて

くる際にも歓声があがっていた．ホログラムの出来は，あらかじめ行った予稿練習の際よりは不出来

であったが，それでもわずかにとれた像で喜んでいたようである．みずから練習した方法で自分た

ちで行った実験であったので，それだけでも喜んでいた様子である．まだ干渉という現象も授業で

習っていないようであったが，今回の授業でいちおうホログラムを作ろう干渉の概念を学習したもの

と期待している． 

(3) 留意点・課題 

授業で習っていない内容が含まれる時には，あらかじめわかり易い説明ができるよう，テキストな

どを用意しておく必要がある．今回は，高校でどこまで学習しているかの情報が入っていたのでそ

の準備が間に合った． 

実験はあらかじめ予行演習をしておいたが，当日生徒の裁量も少し入れたほうがよいかと思い，

ホログラムの撮影対象物体を予行のものと一部変えてみた．しかし，変えたものについてはあまり

良い像がとれなかった．どのような変更まで安全かも含めてもう少し予行練習をつんでおいた方が

良かったようだ． 



 13 

 

 



 14 

 

2.8. 光速の測定と光についての体験実験（森脇喜紀） 

(1) 目的と教育実施内容 

連携講座に先立つ 9 月 14 日に高校へ出向き，光に関する出前講義を実施した．この講義では，

高校物理を学び始めて間もない高校 1 年生に，波動について学ぶのに必要な三角関数や波の干

渉に関する基本的な事項についてパワーポイントを用いて講演した．それともに，回折格子を生徒

一人一人に配布して，実際に，光の回折によって白色光が様々な色に分解するスペクトルついて

各自体験させる時間を設けた．これに引き続き，9 月 17 日に大学で実施した連携講座は下記の内

容で実施した． 

① HeNe レーザー，半導体レーザー，Nd:YAG レーザー，色素レーザーなどが実際に作動して

いるところを見せ，レーザーが通常の光とはどのように違うのか，また，レーザーと一口に言って

も波長(可視域から赤外域)，出力の大きさ(mW から10W)，レーザー発振の形態(連続発振/パ

ルス発振)などが異なる様々なものがあることを体験させた． 

② 透過型回折格子により蛍光灯の光が 7 色に分かれることを観察させた．また，白色，青色，緑

色，赤色 LED を1 個ずつ縦に並べた光源を回折格子を通して覗くことにより，白色 LED で分

解された色の位置と，青緑色，赤色 LED からの光の色の位置が一致することを観察させた．ま

た，その回折格子の顕微鏡写真をもとに格子の間隔を測らせ，この回折格子により光がどのよ

うに回折されるか説明した． ①でみせた HeNe レーザーの波長をこの回折格子を使って測定

させた．その後，簡易分光器を作成させ，蛍光灯，太陽からの光を調べさせ，輝線やフラウン

ホーファー線について説明した． 

③ 光の偏光を2 枚の偏光板を使って調べることや，偏光板の間にセロファンなどを入れると偏光

面の回転により彩りが現れることを実習させた．さらに，方解石を通してみるとモノが 2 重に見え

ること，この 2 重視が光の偏光に関係があることを調べさせた． 

④ パルス発振させた半導体レーザーからの光パルスを2 経路に分け，片方だけ 0．3～3m ほど

遠回りさせて同一の光検出器で受けるという光遅延測定器を用意した，遠回り経路は生徒達

が自由に動かせるようにしておいた．これを用いて，遠回り経路の長さと，光パルスの遅延時間

を測定させることにより，光の速度を求めさせた．さらに，光路の中に水槽を入れた場合には光

の到着時間がどうなるかについて予想させ，実際に実験させた．遅延時間から水中での光の

速度を求めることをレポート課題として課した． 

(2) 教育的効果・結果 

この講座では，生徒等が自ら手を使って装置を作る，また作りながら考えることを盛り込むことを

目指した．凡てを高校生の手で作るのは無理であるので，前日までに TA がかなりの時間を使って，

実験キットを作成した．このキットは再利用可能なので，高校で利用してもらうか，あるいは同様な

講座を行う際に利用することを検討している． 

高校生と年齢の近い TA が参加することで．高校生達がより活発に取り組むことになったと思う，

今回のように 1 日あるとはいえ様々な実験を体験させる上で，また講座を間延びさせないためにも，
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TA の存在は意義が大きいと思う，TA を適切に配することができれば，この実験はもう少し大人数を

対象としても実施できると思われる． 

 

 

 

 

(3) 留意点・課題 

4 種類の実験を体験させたが，少し駆け足だったかも知れない．高校生達とゆったりと話をする

時間をとることも，高校生達に科学の面白さを味わわせるためには必要かと思う．講座の最後に発

表会を開いたことの効果はあると思うが，時間の有効利用という点では，教員とのコミュニケーショ

ンの時間を十分にとることも検討しなければならない． 

今後も事業を継続していくために： 

• 県内の高等学校の教員とのコミュニケーションをとり信頼関係を築くこと 

• 高等学校における教育課程に高大連携をどのように組み込んでいけるかのモデルの構築 

• 高校から大学への導入教育の一環として高大連携を捕らえ，実施教員への配慮をすること 

等について検討してはどうか．
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3. 講座の効果---受講者アンケート結果--- 
3.1. 講座の内容に関する質問 

問１ 今回の実験・実習をする前の気持ちは以下のどれが最も近いですか？ 

 

(a) 期待していた 

(b) 何とも思わなかった 

(c) 不安だった 

(d) いやだった 

 

  

 

 

 

 

 

 

 「期待していた」が半分近い 45％もいることは実施した側からすればうれしい回答数である．「不

安だった」は26％もいる．生徒は物理学をまだ習い始めて半年で，履修内容は力学の初期の段階

である．今回行った実験・実習の内容は高校１年生としては高度である．それを考えると当然とも言

える．この気持ちは「期待していた」と裏腹である．しかし，「何とも思わなかった」が同数の 26％い

ることは意外と多い数値である． 

 

問２ あなたは今回の実習のテーマを選んだ理由は下記のどれですか？ 

 

(a) 興味をもっている内容だったから 

(b) 面白そうな実験だから 

(c) 好きな学科だから 

(d) 先生に勧められた 

(e) その他（          ） 

 

  

 

 

 

 

問１ 今回の実験・実習をする前の気持ちは以下のどれが最も近いですか？

44.7%

26.3%

26.3%

2.6%

期待していた

何とも思わなかった

不安だった

いやだった

問２ あなたは今回の実習のテーマを選んだ理由は下記の
どれですか(複数選択可)

26.8%

58.5%

2.4%

0.0%

12.2% 興味をもっている内
容だったから
面白そうな実験だか
ら

好きな学科だから

先生に勧められた

その他
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 「面白そうな実験だから」を選んだ生徒が 6 割もあることは当然であるとも考えられるが，注目に値

する．高校生達には科学を実験・体験することに対する期待感がある．科学に興味を持つ最初の

気持ちはやはり子どもの心の面白いという期待感であって，科学を教える立場にある我々としては

いかにその気持ちを実現し，さらに持続させてあげるかである．「興味をもっている内容だったから」

は 26％もいて，積極的な生徒もかなりいる．今後の高大連携のテーマを考える際には，参加体験

型の実験を盛り込むことが重要である． 

 

 

問３ 今回の実習を受講して，この分野への興味・関心は増しましたか？ 

 

(a) 非常に興味関心を持った 

(b) 多少興味関心をもった 

(c) いぜんと変わらない 

(d) 興味関心をもってなかった 

(e) 興味関心を全くもてなかった 

 

  

 

 

 

 

 

 「非常に興味・関心を持った」と「多少興味・関心を持った」を合わせると受講したほとんどの生徒

が興味・関心が増したと答えている．今回の実験・実習は物理学を履修し始めた生徒を対象に，現

代物理学の基礎を築いた量子論を含む高度な実験・実習である．従ってほとんどの講師は果たし

て生徒は興味を示し，理解をしてくれるか不安な気持ちは少なからずあった．その不安を取り払っ

てくれた生徒の回答である．今回の講座は 8 テーマ全て物理学の範囲で実施したが，その効果が

あったことを示すデータである．今後，この効果を持続させるためには，高等学校の先生方の協力

が不可欠である． 

 

それは何故ですか 

• 実験結果を見て，なぜそうなるのか分からなかった． 

• 説明が分かりやすく，とても不思議な内容だった． 

• 実験がおもしろかった． 

• 内容は難しかったが，実験がおもしろかった． 

• 実験を多くやったが，まだ物足りなかった． 

問３ 今回の実習を受講して，この分野への興味・関心は増しまし
たか？

18.4%

78.9%

2.6%

0.0%

0.0%

非常に興味関心を持っ
た

多少興味関心をもった

いぜんと変わらない

興味関心をもってなかっ
た

興味関心を全くもてな
かった
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• 低温の世界に興味を持った． 

• 以前から興味のある内容で，本などに書いてあることが理解できた． 

• 光のおもしろさ，不思議さを改めて実感した．発展的なことを行えた． 

• 実際に実験してみて，不思議な現象が起きた． 

• 先生が詳しく教えてくださり，とても楽しく実験できた． 

• 実験がおもしろく，電子顕微鏡にさわることができてよかった． 

• パソコンを使っての実習がおもしろかった． 

• 金色が透過する光の色などを見せてもらった． 

• 実験がおもしろく，なぜそうなるのかをもっと深く理解したくなった． 

 

 

問４ 今回は物理学のみの講座でしたが，富山大学には以下の６学科があります．次回受

けるとしたらどのような講座がよいですか？ 

 

(a) 数学 

(b) 物理 

(c) 化学 

(d) 生物 

(e) 生物圏環境科学 

(f) 地球科学 

 

  

 

  

 

今回の講座は 8 テーマすべて物理学分野のみで実施した．生徒には物理学の実験・実習でよ

かったのかどうか主催者側からすると一抹の不安がある．問いの設定も難しいところであるが，上記

のような問いかけを試みた．生徒の答えは化学が３割を占めている．分析者自身の気持ちを述べ

るのはよくないが，自分自身の高校時代を思うと無機，有機化学問わず化学変化に関する実験は

非常に面白いと思った．それを思うと当然の結果かと考える．第２位は地球科学であった．学部の

段階で「地球科学」と名の付いた学科を持つ大学はそう多くはない．それを考えると魅力を感じるの

であろうと思われる．次が生物であるが，あとの講座はほぼ同率である．この講座をやった後，なお

かつ物理が 13％もいることは講座を努めた講師への励みとなる． 

今回の講座では，実習の後で生徒による発表会を開催した．この発表会は，他のグループの実

験に対しても生徒達の興味を喚起しようとしたものである．発表会前にこのアンケートを提出した生

徒も多かったため，残念ながら，発表会の効果を計ることは出来なかった． 

問４ 今回は物理学のみの講座でしたが、富山大学には以
下の６学科があります。次回受けるとしたらどの講座がよい

ですか

10.5%

13.2%

28.9%18.4%

7.9%

21.1% 数学

物理

化学

生物

生物圏環境科学

地球科学
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問５ テキストは講座の内容を理解するのに役立ちましたか？ 

 

(a) 大いに役立った 

(b) まあまあ役立った 

(c) そうかもしれない 

(d) あまり役立たなかった 

(e) 全く役立たなかった 

 

  

 

 

 

 

 問１でも述べたが今回の講座は物理学を学び始めた高校１年生対象に，物理学だけの講座であ

った．講座の内容を考えると高度な内容で，かつ数学的な力も要求される．従ってテキストが生徒

に理解されることが非常に重要になる．「大いに役立った」と約３割の生徒が答え，「まあまあ役立っ

た」と５割の生徒が答えている．あらかじめ講師に，物理と数学に関して生徒が高校で履修している

段階を理解してもらい，テキストを作成してもらったことが生徒に役立ったと考えられる．講座実施

前の高校側と大学側との綿密な連絡を行い，それをテキスト作りに反映させた結果であるとも言え

る． 

 

 

問６ 今回の実習時間はどうでしたか？ 

 

(a) 長過ぎる 

(b) 多少長い 

(c) ちょうどよい 

(d) 多少短い 

(e) 短すぎる 

 

  

 

 

 

 

問５ テキストは講座の内容を理解するのに役立ちましたか

28.9%

52.6%

15.8%

2.6%
0.0%

大いに役立った

まあまあ役立った

そうかもしれない

あまり役立たなかった

全く役立たなかった

問６ 今回の実習時間はどうでしたか

7.9%

34.2%

50.0%

7.9% 0.0%

長過ぎる

多少長い

ちょうどよい

多少短い

短すぎる
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今回の講座での実習時間は正味5．5時間である．その実習時間の体感長さについて生徒に問

うたものである．「ちょうどよい」が半数を占めている．講座を開催する立場としては，実験・実習につ

いての講義を行わなくてはならず，実験時間については少なくても大学学部生レベルの３時間程

度は確保したい．それを考えると講座の時間は少なくても５時間程度はかかる．それに比べ高校で

の実験時間はたかだか 50 分程度であることを考えると「多少長い」と感じる生徒がいても不思議で

はない．今回は「多少長い」と答えた生徒が 1/3 程度であった．こういった生徒達の実態を理解した

上で，実習の時間配分等も考慮して準備することが必要であろう．一方，「ちょうどよい」と「多少短

い」と答えた生徒が６割ある．実験・実習の内容が生徒にとって面白いものであれば，「長い」と感じ

させないと思われる．その意味で，問 3「興味関心が増したか」の結果と同様に，今回の講座が生

徒の期待に応える効果的なものであったといえる． 

 

問７ 前もって高校で実施した出前講義は役立ちましたか？ 

 

(a) 大いにそう思う 

(b) まあまあそう思う 

(c) そうかもしれない 

(d) あまりそのようには思わない 

(e) 全くそう思わない 

 

  

 

 

 

今回の講座を実施するにあたり，講座に必要である数学と物理の基礎を出前講義2で補った．

その講義が役立ったかどうかを問うたものである．「大いにそう思う」と「まあまあそう思う」とほぼ

同数の３割程度で，全体で７割近くの生徒が役に立ったと思っている．高校の履修進度に合

わせて大学での講座が行えれば一番よいのであるが，必ずしもそううまくいかないのが現実で

ある．また，高校でのその教科に対して学習意欲を増す目的で講座を行うこともありうる．すべ

ての条件が揃っている必要もないが，今回は物理と数学的基礎が必要と考え出前講義を行

った．７割近くの生徒には役立った．また，やや消極的にではあるが「そうかもしれない」と２割

近くの生徒が出前講義は役に立ったと思っている．出前講義を連携講座と連絡して開講する

ことは，講座と高等学校での学習内容とのミスマッチを小さくする点で効果的であることがこの

アンケートより理解できる． 

 

                                                      
2 付録Ｂを参照 

問７ 前もって高校で実施した出前講義は役立ちまし
たか

34.2%

36.8%

18.4%

10.5% 0.0%
大いにそう思う

まあまあそう思う

そうかもしれない

あまりそのようには
思わない

全くそう思わない
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3.2. ＴＡに関する質問 

 

問１ ティーチングアシスタントに質問やその他の話をしましたか？ 

 

(a) 大いにした 

(b) かなりした 

(c) まあまあした 

(d) あまりなしなかった 

(e) 全然しなかった 

 

  

 

 

 

 

 「大いにした」と「かなりした」は同率の 10％で 20％の生徒が積極的に話しかけている．「まあまあ

した」は 34％であり，この生徒達を加えると半数の生徒がＴＡに話しかけている．やはり生徒の年齢

に近いことから話しやすいと感じている生徒が多くいると考えられる．ただ，「あまりしなかった」と

「全然しなかった」を合わせると 40％もいることは無視できない数値である．これについてはＴＡの

方から積極的に話しかけるのがよいのではないかと考えられる． 

 

問２ ティーチングアシスタントの対応はどうでしたか？ 

 

(a) 非常に満足している 

(b) まあまあ満足している 

(c) 普通だ 

(d) あまりよくなかった 

(e) 不満だ 

 

  

 

 

 

 「非常に満足している」が 40％もいることは，ＴＡの生徒にたいする対応が非常によかった結果と

取ってよいと考えられる．これに加えて「まあまあ満足している」は約 30％であり，「非常に満足して

問２ ティーチングアシスタントの対応はどうでしたか

39.5%

28.9%

28.9%

2.6% 0.0%
非常に満足している

まあまあ満足してい
る

普通だ

あまりよくなかった

不満だ

問１ ティーチングアシスタントに質問やその他の話をしまし
たか

10.5%

10.5%

34.2%

34.2%

10.5%

大いにした

かなりした

まあまあした

あまりなしなかった

全然しなかった
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いる」と合わせると70％の生徒が満足している．問１であまり話をしなかった生徒が 40％もいたが，

この問いに対する答えからあまり話をしなかった生徒もＴＡの存在を認めていることが窺える． 

 

ＴＡに関する質問のまとめ 

 ティーチングアシスタントは講師の側からすると絶対といっていいほど必要である．講座を実施す

る前の準備段階からＴＡの協力で実験装置の整備を行っている．また，生徒の年齢に近いＴＡの

目で講座の内容を見てもらい，実験内容を見直すこともできる．問１，２に対する回答から，生徒の

側からもＴＡの必要性がはっきりと認められる．このことについては他の連携事業における講座の

問いにも同じ回答が得られている．今後高大連携事業の継続を考えるうえで，ＴＡの存在が非常に

重要であると考えられる． 
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4. まとめ 
本事業の教育効果をどう測るか．アンケートやレポート(付録 B )によれば，講座に参加した多くの

生徒達が，面白かった，もっと知りたい，何故だろうと感じてくれたことが分かる． 1 日で開講した講

座ということで，これでよしとする考えもできる．また，講座の内容に難しさを感じた生徒も多くいた

はずである．これらの生徒が，教員や TA と対話をし，あるいは生徒同士で話し合うことでその難し

いと感じる部分を自分なりの方法で解決し，その過程を面白かったと感じ，もっと知りたい，さらにま

た何故だろうと連鎖が進んでくれればもっと良いだろう．こうした体験の中から，物理を面白いと感

じる生徒が一人でも多く増えてくれることを望む． 

 本事業の実施にあたって： 

・ 教育効果をどう測るか …資金を得て実施する以上その効果が測らねばならないが，これが

難しい．受講者に積極性が見られたことは，実施の意義があったと見るべきであるが，継続的な

実施と受講者を増やすことによって初めて効果を計ることが出来るのではないか．事業を長期

にわたって実施していく必要がある． 

・ 事業を拡大することは可能か … 講座実施側では，講座を担当する教員の確保，またその

ための大学組織による実施への支援が必要である．今回の講座は教員 1 名に対して生徒数名

であったが，実験を体験できる生徒数を増やすためには，各教員が開発あるいは保有している

学生実験用機器のレプリカを複数用意するのがよいであろう．これらの教材を高等学校等へ貸

し出せば資材が有効に使用されるばかりでなく，一層の教育効果をねらうことができるのではな

いか．また，講座を受け入れる高等学校教員の確保，高等学校組織の理解・支援も同様に必

要である．その上で，高等学校教員，大学教員間にある様々なギャップを埋めるために交流を

図ることが必要であり，高等学校と大学の教員同士が対等に意見を述べあえる場を設けること

は効果的であると考える．3 

・ 文部科学省によるSPP 等の(資金的)支援が無い場合にどのように事業を継続させるか … 幸

いにも来年度からも SPP 同等の支援事業が実施されると聞いている．しかし，富山大学が地域

の高等教育機関として科学教育を担っていく独立の方策が必要ではないか． 

などの今後の教育連携事業の方向性に関する問題点が教員から指摘されている．これらの問題

点についても広く議論する必要があると考える． 

 

 

 

                                                      
3 富山大学では平成 15 年度より，高校-大学連携教育シンポジウム，「大学と地域連携」シ
ンポジウムが開催されている． 
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付録 A 生徒のレポート(抜粋) 
 

感想 

光電効果の観察とプランク定数の見積もり  

• 実験した内容，テーマは自分達高校１年生にとって非常に難しい物であった．しかし事前に

受けた出前講義，そして，今回丁寧に教えていただいたおかげでなんとなくではあるが理解

することができた．本当に難しい授業ではあったと思うが，逆にもっと知りたいと強く興味を持

った．１日という短い時間ではあったが，大学の授業，講義，実験について深い理解がもてた

と思う． 

 

• いろいろな光を使ってどんな結果になるか分かった．興味を持った実験はプランク定数ｈを

求める実験でした．これは１００年前の実験ですが，これを見習ってこれからもがんばりたいで

す． 

 

• 本当はもっといろいろたくさんのことをしましたが（当たり前だが）相当難儀をしました．講師の

方も必死になって分かるように説明してくれたんですが．．．．けれど，SPP の時間は自分なり

に実験とか講義を楽しめたと思うので，まぁよかったと思っている．理系には理系独自の楽しさ

や歓びがあると思っていたが，今回のことで理系には理系独自の難しさがあると痛感した．そ

れでも自分は将来理系志望を曲げることはないが． 

 

 

極低温の世界 

• 今回の SPP で，普段は見ることのできない実験をたくさん見ることができた．内容はハイレベ

ルで難しかったが，よい経験となった．この貴重な経験を今後の生活に生かしていきたい． 

 

• 普段できない実験を見ることができていい経験ができたと思う．実際に体験することで極低温

の世界についてより深く理解できたと思う． 

 

• 難しい内容のものが多かったのですが，実験など分かりやすく説明していただき，だいたい

の内容を理解することができ，とてもよい勉強になったと思います． 

 

 

ヤングの実験 

• 今回のSPP の体験授業で，授業の内容は難しかったけど，すごく興味深い物でした．富大に

は実験設備が充実していて，普段できないような内容の濃い実験ができ，富大にいけてとて
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もよかったと思います． 

この先，進路を決める上でも本当によい体験になりました． 

 

• 光や音はどのようなものでも合わせると明るくなったり，大きくなったりするものだと思っていま

した．しかし，実際は波長の違うものをあわせると暗くなったり，小さくなったりもすることが分か

り，驚きました．日常の中では何気ない事かもしれないけれど，こうして奥深くまで追究するこ

とで新しい発見ができ，とてもよい機会になったと思います．今回の SPP では，大学物理にほ

んの少しだけ触れただけですが，物理に興味を持つことができました． 

 

 

シミュレーション物理はじめの一歩 

• とても難しくレベルの高い内容で正直すべてを理解することはできなかったけれど，部分的

には自分的に理解することができたと思うので楽しかったです． 

 

• 僕がこの実験を通して一番学んだことは，たくさんの実験や問題の結果に「なぜこうなるんだ

ろう」という気持ちが大切だということです．僕は，今まで「なぜ」という気持ちを忘れ，結果で満

足感や悔しいと思う気持ちに浸っていました．しかし，「なぜ」と少し考えるだけでまた違った結

果を得ることができるかもしれないし，次の一歩を踏み出すための後押しになると思いました．

この体験では，大学の勉強を学ぶということだけじゃなく，もっと大きなものを学べました．この

ような機会を設けてくださった方々に感謝したいです． 

 

• この実験に参加する前までは，「シミュレーション」という言葉の意味すら分からず，とても不

安だったのだが，実際に教授や大学院生さんらに教えてもらいながら，Mathematica というソ

フトに触れていろいろなことに取り組めてよかった．シミュレーション実習で渡されたレポート課

題はとても難しかったが，班員といろいろな考察を考えることができてよかったと思う．また，機

会があればこのソフトを使って計算してみたい．この体験はとてもためになることばかりであっ

たので，また参加してみたいと思う． 

 

 

色と光の吸収・透過 

• 大学のほうでは本当にたくさんの実験をしながら学ばせてもらうという貴重な体験をさせても

らえました．内容は難しかったのですが，このような機会があってよかったです． 

 

• 色や光について実験を通してたくさん学ぶことができた．金コロイドの実験では，少なかった

けど金が本当にとれたので驚いた．私たちはいつも普通に物体や色を見ていたけど，その色

が光の反射・吸収によって決まっているなんて知らなかった．もっともっと光と色について興味
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がわいてきた．今回，富山大学で詳しく先生に教えてもらうことができ貴重な体験となった．学

んだことは忘れず，これからの学習に生かしていきたい． 

 

• 色について多くのことを知ることができた．１番驚いたのは金についての実験．金箔を太陽光

に当ててすかしてみると青っぽく見えたことも興味深かった．実験では分光計を使ってみたが，

少し難しかったのでもっと勉強が必要だと思った．金についてまだまだ知らないことは 多いけ

ど，今回の SPP で少しでも知ることができて面白かった．先生方に本当に感謝している．本当

にありがとうございました． 

 

 

電子の波動性-結晶による回折 

• この実験の他にもいろいろなことをした．透過型電子顕微鏡というものも見た．とても大きくて

複雑なしくみになっていた．透過型電子顕微鏡はたてに長いつつ状の物で，その中は真空

になっていた． 

電子顕微鏡に用いる電子線は，可視光に比べ，波長がずっと短いため，より高倍率での観

察が可能になることが分かった． 

この実験はとても難しくって１つ１つ理解するのが大変だった．でも実験を通して，物理の楽

しさがわかって良かったと思う．とても良い機会だった． 

 

• 今回の SPP で，初めて体験することがたくさんあった．実験はとても難しくて何をやっている

のか分からないときもあった．しかし，指導者の方に分からないところを聞くと，ていねいに分

かり易く教えてくださった． 

実験は主にレーザー回折で波長を計算で求めたり，電子顕微鏡で酸化亜鉛や金を見たり，

金の電子回折の計測をした． 

私が特に印象に残ったのは，電子顕微鏡だ．中学でも高校でも見たことがなく，普通の光学

顕微鏡と似たようなものだとはじめ思っていた．実際に見てみると，大きさもても大きく，素晴ら

しい機能だった． 

私は本当にこの SPP に参加できてよかったと思っている．とても難しいことも多かったけれど，

大学がどういう雰囲気か分かった．そして，物理への興味がより一層深まった． 

 

 

ホログラムを作ろう 

• 乾板に記録された干渉縞について考えるのが一番難しかったです．でも先生がていねいに

教えてくださったので理解することができました．リップマンホログラムをつくった時は「写らな

いかも」という心配があったけど，みんななんとか像を見ることができたので本当に良かったで

す． 
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• 実際にホログラムを作ってみて，貴重な体験をすることができ，有り難うございました．私が

作ったホログラムはコインの像でした．作りたてのころは，ほとんど像を３次元的に見ることはで

きませんでした．しかし，時間が経つにつれて，像を３次元的に見ることができ，とても良かっ

たです． 

このようにして，白色光を利用して像を見ることができるので，光はとてもすごいなぁと思いま

した．私たちが普段目にしている物体も，物体から出ている光のおかげで物を見ることができ

るので，地球上に光がなくなってしまったら恐ろしいなあと思いました． 

また，光は波だということも初めて知りました．光の性質はとても奥が深いと言うことが分かりま

した．だから，光のことについてもっと詳しく知りたいと思います．貴重な体験をさせてくださり

本当に有り難うございました． 

 

• 過去にホログラムを何度か見たことはあったが，まさか実際に作れると思っておらず ，とても

驚いた．人形が薄くしか映らなかったことから，実験には計画がとても重要だということが分か

った． 

 

• 最初は自分にホログラムを作ることができるかと，とても不安でしたが，松島先生が分かりや

すく楽しく教えてくださったおかげで，作り上げることができました． 

僕はこの体験を通して，改めて物理の楽しさを知った気がしました． 

 

• 今回の実習では，光の性質を利用して普段ではできない実験をすることができてとてもいい

経験をすることができた． 

 

 

光速の測定と光についての体験実験 

• 私は，SPP に参加して，たくさんのことが分かった． 

太陽を回折格子で見たり，光速を測定したりなどいろいろな実験を行うことで，興味をもって

楽しく勉強することができた．難しく理解できないことがあると，先生が分かりやすく教えてくだ

さったので，物理を勉強することが楽しく感じるようになった．私に物理を教えてくださった先

生がたに感謝したい． 

 

• 波は見えない物であるので，波長がものすごく微小であるのは，予想していたし結果

もそうだった．しかし，最近操作できるようになってきた「ナノ」の世界だからこそ，

花火や音楽といった形で，人々を楽しませることが今までできたのだろうなあと思っ

た． 

今まで感じることしかなく，実際に「波の実態」に触れたり，調べたりすることがありませんでし
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た．今回の SPP を通して「波」についてもっと知りたくなった． 

 

• 今回行った実験は始めてのことばかりでとても楽しかった．レーザーの光の色は波長によって

決まっていることや ，光は水中を通ると遅くなることなど初めて知ることが多かった． 

でも，なぜそのような事がおこるかなど詳しいことは習えなかったので残念だった．このことを

今後追究していけたらよいと思う． 

 

• この実験をとおして僕は光の速さを改めて知り，とても驚きました．光は水中では空気中よりも

少し遅くなる事を知ったときもとても驚きました．普段光は速すぎるのでどこでも同じだと思って

いました． 

SPP を通して学んだことは 驚くことばかりで，物理にとても関心をもてたと思いました． 

 

• 今回この SPP で学んだことは貴重な体験になったし，講師の方々も僕たち高校生に分かりや

すく教えてくださったので，これからの参考になった．でも，難しい言葉もたくさん使っておられ，

大学での勉強の難しさを知った．回折格子は出前授業でも見せてもらったが，SPP で実際に授

業を受けたときはもっと詳しく教えてもらって，さらにお土産として持ち帰ったのでもっと家で勉

強したいと思う．今回は物理年で１００年目ということで SPP が開催されたと聞いたが，来年から

も実施すれば物理の考え方がもっと広がっていいと思う．協力してくださった富山大学の方々に

感謝したい． 
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付録 B 出前講義 
平成１７年度 サイエンス・パートナーシップ・プログラム教育連携講座 

「大学で学ぶ現代物理学の基礎」 

富山大学 理学部 物理学科 出前講義 

 

１． 期日  平成１７年９月１４日（水） １４：２０～１６：１０ 
 
２． 場所  記念館９０ 多目的ホール 
 
３． 内容 

講義１ 『物理における三角関数』  講師：水島俊雄 助教授 

講義２ 『現代物理学の基礎』    講師：森脇喜紀 助教授 

 

４． 生徒の感想より 

・ 今日の講義では，前半は主に数学，後半は光と波について学習しました．数学に関して

は，事前に三角関数を習っていたので分かりやすく，ほとんど理解できました．しかし，後

半の光と波に関しては，結構内容が難しく，物理ではこんなに難しいことをやるのかと思い

ました．波の強め合いや弱め合いの話になると頭が混乱しました．しかし，光の話では，ク

イズや実際に器具を使って教えていただいたので，分かりやすく，そして楽しく勉強できま

した． 

今日の講義は，先生から聞いていた大学の先生のイメージとはちょっと違っていてとて

もおもしろいなと思いました．正直，急に当てられたときは少しびっくりしました．この講義で

１７日のＳＰＰがより一層楽しみになりました．最後の中野君の言葉にもあったように ，いろ

いろなことを学習したいと思います． 

 

 

・ 「出前講義」で大学の先生に直接教えてもらうと聞きて，とても緊張していましたが，事前

に学習していた三角関数などのおかげで，何とか理解できたと思います．講義を受けるだ

けではなく実際に実験も見ることもでき，土曜日の実験・講義に向けて不安はあるものの楽

しみもだんだん増してきました． 

自分が選択した講座は，「光電効果の観察とプランク定数の見積もり」という聞いただけ

でも頭が痛くなりそうなタイトルで，正直なところ講座の選択ミスをしたと落ち込んでいまし

た．しかし，今日の講義を受ける限りでは，そのような不安だらけのものではないように 感じ

ました．とは言っても，高校１年の生徒がいきなり大学の講義を受けて理解できるはずがな

いと思います．しかし，知らないことをたくさん学べるチャンスであり，進学という将来の進

路選択のひとつの道標にすることをＳＰＰの目的として，土曜日の実験・講義を楽しみにし

たいと思います． 
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・ 今日の講義は難しかったけれど，すごく楽しかったです．三角関数は，授業でやっていた

けど，よく理解できていませんでした．でも，今日の講義で以前よりも分かるようになりました．

y＝sinθのグラフが波のような形になることにとても驚きました．また，超伝導酸化物を液体

窒素に入れた後，それを磁石に近づけると浮いていたのですごく不思議に思いました．ま

た，導線を液体窒素に入れると電球が灯り，時間がたつとだんだん明るさを失っていったこ

とも不思議だなぁと思いました． 

後半のパワーポイントを使った講義では，アルミと黒い紙にレーザーを当てると黒い紙

だけが倒れました．最初はなぜそうなるのかが全く分かりませんでした．でも，説明を聞くと，

「なるほど」と思いました．私たちの目に見えないところで，原子の様子が変化することによ

って光が発せられることが分かりました．どんな不思議なことにもしっかりと理由があるんだ

なぁと思いました． 

土曜日に私のする実験は，今日の講義とは違う内容だけど，光や極低温にも興味を持

ったので，休み時間に見学に行きたいと思っています． 

 

 

・ 最初は大学で勉強する内容を今やっても絶対分からないだろうと思っていました．また，

授業で少し三角関数を勉強したけど，よく理解できていなかったので，この出前講義を受

けるのは少し不安でした．でも，水島先生と森脇先生が分かりやすく教えてくださったので，

楽しく講義を受けることができました．今度の土曜日のＳＰＰが楽しみになりました．ＳＰＰを

有意義なものにするために三角比や三角関数を復習し，今日の講義で教わった内容や自

分の参加する講座のテキストをしっかり読んでＳＰＰに参加したいと思います． 

今日は時間がなくて話をしていただけなかった部分があったのでとても残念でした．時

間があれば，もっと話を聞きたいと思いました．また，実験などとても興味深かったので，Ｓ

ＰＰでみたいと思いました．私たちが大学へ行って学習できるのは，本当に貴重な体験で，

とてもありがたいことです．このチャンスを無駄にしないように，学べることはすべて自分の

力にして帰ってきたいと思います．今日の事前講義はとても有意義でした． 
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付録 C 本事業に関する報道 
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