
１日目（９月10日(木)）

○生物学を様々な学問につなげていて面白かった。

素数蝉がどのようにして生き残ったのか、という思考

過程の組み立てが興味深かった。生物の生き残り戦

術について知ることができ、新しい見方を拡げること

ができた。

○数学と生物、工学と生物が結びついていて、そう

いう学び方もあるのだと気づいた。大学は自由に自

分の好きなことについて学ぶ場だと思った。本来の

目的とは違っていても大学で新たに学びたいことが

発見できることもあるのか、と思った。

○内容以上に考え方や生き方を万田気がした。行く

とかの映像を見て自分好きなことや本当にやりたい

ことをやっていて、自分も夢に向かって進んでいきた

いと思った。

○今まで「認知症＝アルツハイマー病」という認識

だったが、他にも症状があることが分かった。外から

の刺激があればできなかったことができるようにな

るというお話が印象的だった。時には科学では説明

できないようなものがあるのが意外だった。

○健康な人と病気の人のＣＴ画像やＭＲＩ画像を見

せてもらい、明らかな脳の違いが分かった。

○脳の血管が環状になっていることから、生物の進

化がスゴイものになっていると思えた。

○大熊先生が子どもの頃から脳について興味が

あったことは驚きであった。脳神経はまだ解明されて

いないことが多いらしく、日々知見が変化していくも

のと聞いて、自分もそういう研究をしてみたいと思っ

た。

星野友紀先生（山形大）

おいしさを決める遺伝子の探索と作物の開発脳の働きと疾患（入門編）

小堀　光先生（静岡大）大熊泰之先生（順天堂大） 吉村　仁先生（静岡大）

素数ゼミの進化物語 木質バイオマスの有効利用と非破壊評価

○木質バイオマスは再生可能な資源であること、こ

のサイクルが成り立つと二酸化炭素の増減が０とい

うことが最も印象的でした。

○農学部は植物を育てるだけではないこと、セル

ロースナノファイバーがどら焼きに入っていることが

印象的でした。

○物理で習うような振動光が用いられていたこと。

○コンクリートや鉄などの材料や化石燃料が主流に

なっている現在において、木材の有益さを知った。

○日本では樹木が多いので、木材を効率的に資源

として使えれば、一大産業になるかもしれない。

○木材の強度を計測するために様々な方法で試験

を行うことに興味を抱いた。

○大学は高校と違い、分からないことを調べて分か

るようにすること（研究）が必須、そして地域の人の

役に立てるようにすることが大切ということが印象的

でした。

○おいしさという抽象的なものを見つけるためにＤＮ

Ａと染色体のところから多くの実験をすることが興味

深かった。

○品種改良を研究することでオイシイものを作り、そ

れをＰＲすることで地域貢献につながる大学の研究

は、毎日挫折の連続。失敗しても考え方だけでなくア

プローチを変えて何度も行う事が大切だというお話

を伺えたのが良かったです。

○ロボット開発は、たくさんの計算や費用の問題か

ら、もっと慎重に行うものだと思っていたが、自由な

発想の下に多種多様なロボットをアクティブに作って

いく様子が魅力的だった。

○３Ｄカメラで瞬間的に階段の段数や幅などをリア

ルタイム家計算するシステムが印象的だった。どんな

プログラミング言語を使っているのか知りたかった。

○必要なものは自分で作ってしまうという姿勢を見

て、自分が思ったものを形にできることに魅力を感

じ、そういうものが作れる技術を身につけたいと思っ

た。

○大学のキャンパスをロボットが走り回っている動画

が印象的だった。

菊池　潔先生（東京大）

性決定遺伝子のふしぎ～ヒトとサカナの研究から

○Ｙ染色体が今後無くなってしまう可能性があるこ

と。既にＹ染色体がなくなり、別の性決定遺伝子を

もった哺乳類がいるということに驚いた。

○ホルモンが性を決定づけると思っていたのでＳＲＹ

という遺伝子によって性が決まるということが意外

だった。

○哺乳類は共通の性決定遺伝子があるのに、他の

脊椎動物にはそれが無いということが不思議に感じ

た。魚類の性転換はよくあることに驚いた。

○菊池先生が若いときに研究していた人たちは今

でも研究を続けている。１つのことを深く研究する探

究心やこだわりの強さを見習いたい。

○多くの人々が競い合って研究している世界はとて

も楽しそうだなと感じた。
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橋本　明先生（愛知県立大）東郷公徳先生（上智大） 舩戸修一先生（静岡文化芸術大）伊藤純郎先生（筑波大） 金森哉吏先生（電気通信大）

○言語を学ぶという意識は、他の国々とコミュニケー

ションを図るだけでなく、最も抜本的な自分という個

体を知ることである。自己を見つけ出すと言うことで

もある。

○グローバル化は発展から遠ざかること、という考え

方が意外だった。自分たちの話す母語である日本語

が重要だということが分かった。

○「外国語は必要になったら学べばよい」という言

葉が一番印象に残った。

○「外国語を学ぶことは実用性を超えた意義があ

る」今まで受験で使うために、外国人と話すために、

と思って学んで来たけれど、それだけでなく、自分を

客観的に見られるようになると思えた。

○昔の精神疾患の人は、制度がしっかりと立てられ

ていないためひどい扱いを受けていたり、その家族も

とても苦しい思いをしていたと知った。特に「私宅監

置」という制度は衝撃だった。過去のこういった制度

が、現在の治療につながっていることが分かった。

○精神疾患は他の病気のようにわかりやすい症状

ばかりではないから、本人以外の人には上手く伝わ

りにくいけれど、それを周囲が理解しようとするだけ

でも、救われる患者が大勢いると思う。

○精神疾患の人への対応方法を批判するのは簡単

だが、自分が疾患を抱えたりその家族の立場になっ

てみると、簡単に批判できるような問題では無いと感

じた。

○「予言の自己成就」という言葉がとても印象的

だった。中山間地域を救うのは観光客ではない、子

どもを大切にするべきだというお話はまさにそうだと

思った。

○問題として上がっている項目を、問題としてだけで

捉えるのではなく、これからの生き方、社会の在り方

として、希望のある捉え方をする、ということはこれか

ら活きていく上で大切な考えだと思いました。佐久間

町での具体的な活動内容をもった知りたかった。

○人口減少ではなく、「人口増加の方が問題ではな

いか？」という視点から考えること、マスコミは「人口

減少」を声高に言う（煽り恫喝）ばかりであるが、

「だからこそ盛り上げることが必要」と言わないとい

けない。

奥薗秀樹先生（静岡県立大）

○国際関係は垂直から水平へ、それに高齢者を中

心とした人たちはまだ切り替えられていない。紙の新

聞を読むべき。自分の関心外でも世界は動いてい

る。様々な意見に目を通しそれぞれが鵜呑みにしな

いことが大切、というお話でした。

○韓国は歴史と現実の狭間で苦しい状態になるこ

と。多くの韓国民は日本のことを良く思っていること、

政府間の関係が悪化する一方で文化交流は盛んに

なっており関係改善につながって欲しい。

○ヨーロッパでは、教科書に２つの視点からそれぞ

れの国の立場が書かれているという。そういう考え

方、関係が日韓両国に築かれて欲しい。

○現在、将来の問題解決の糸口を学ぶのが「歴史

学」。単なる暗記科目ではなく、過去の事象を照らし

合わせていく必要がある。

○静岡からの満州移民が多かった。国が移民を薦

めていたのに、ソ連軍の宣戦布告により、国は国民

を守らず、国民は襲われたり、金品を盗られたりし

た。という題材から、最終的に歴史学の考え方につ

ないでいくお話が圧巻でした。今でも満州の問題は

残っているのだという言葉が特に心に残りました。

○高校の歴史の勉強では「歴史を学ぶ」ことでいい

が、大学では「歴史から学ぶ」ことを前提に自分の

考えを持つようにしたい。

満州移民　多文化共生社会を考える歴史学何故ことばを学ぶのか 精神障害と医療・福祉の歴史 ロボットは何からできている？ 朝鮮半島の南と北～分断国家韓国と北朝鮮～ 人口が減少しても農山村から集落を消滅させない地域作り



２日目（９月11日(金)）

史料を用いて歴史の闇に光をさす ウイルスって何をしているの？ 人工知能の現在と未来

燃料電池・全固体電池って何がすごいの？ 日本は「観光立国」になれるか

○現在開発されている人工知能が搭載されたロ

ボットは、正確には人間が設定したことを機械学習

によって処理しているということが分かった。もし意思

を持ったロボットが開発されたら恐ろしいなと感じ

た。

○人工知能を開発しようとしても様々な社会的な問

題が絡み合っていて大変だが面白いと思った。

○ＳＦ映画はあくまで幻想に過ぎず、人間が作り出す

プログラムには結局人間が関わらないといけないと

いうことが印象的だった。

所　裕子先生（筑波大） 曽我部春香先生（九州大） 大久保誠也先生（静岡県立大） 山崎有恒先生（立命館大） 河崎秀陽先生（浜松医科大）

○大学の研究には終わりがないのだと思った。実験

が成功することで新たな疑問ができ研究につなが

る。

○地球上のあらゆる固体（主に単体）は原子が運

動しているため原子の無機がばらばらであるが、冷

却すると原子の運動エネルギーが失われ向きがそろ

うので磁石となる。

○酸化チタンを蓄熱材料として地球のエネルギー問

題を解決する研究がとても面白く感じた。

○現在では役立たないとしても将来役立つことにつ

ながることがあることから、大学での基礎研究が大

切だということが分かった。

○「お理工だけじゃだめなんだ」という冊子の目次に

書かれていたことが印象的で、自分が大学で何を

学んで何に活かすのか改めて考えさせられた。

○２０００年代初期から現在までのコンピュータ・情

報工学の発展が印象的だった。

○自分はＰＣが好きで、その仕組みや使い方に興味

がある。スパコンやＩＣについての講義は自分の将来

のためになった。

○講義の中で英語が使われることが非常に多かっ

たこと。理系の人ほど英語を学ばないといけないと

思った。

○５Ｇ通信の課題、オートエンコーダの開発により情

報をすべて送る必要がなくなるのか知りたいと思っ

た。

○医療従事者になるにあたって大切なことは、思い

やり、会話力、倫理観とおっしゃっていたのがとても

印象的だった。

○薬学部に入学したらほとんどの人が薬剤師になる

と思っていたけれど、化粧品メーカーに就職する人も

いると聞いて驚いた。

○医薬品を開発するのに９年から11年の年月が係

ることを知った。

○創薬や医療は知っていたが、衛生薬学という汚染

された環境での安全確保に取り組んでいることを初

めて知った。

○薬の効果の個人差というのは、食生活、ストレス、

生活習慣などが影響していると知った。

○燃料電池がメタンの水素原子を使い、二酸化炭

素を排出しているということを初めて知った。

○発電効率が４割でも熱を利用することで、エネル

ギー効率が９割になる。

○燃料電池自動車に水素を乗せる方法をあれこれ

考えるのは楽しかった。

○材料科学が多くの物質を作り出す学問だと分かっ

た。物質がすぐにはできないが、それを長期的に研

究して成功することは面白そうだった。

○講義の中で、今まで習った知識を応用しながら問

題を考えたのが楽しかった。

○進路ということに多く触れてくださった。自分の将

来をもう一度見つめ直すきっかけになった。

狩野芳伸先生（静岡大）

くすりの効果や副作用を予測する個別化医療 比較認知心理学　学習と行動 コンピュータの設計と製造

スイッチング材料の作りかた

伊藤邦彦先生（静岡県立大） 坂田省吾先生（広島大） 髙橋篤司先生（東京工業大） 高村　仁先生（東北大） 東　徹先生（立教大）

オリンピックとデザイン 未来の計算機：量子計算は現在の計算機と何が違うのか

○量子アナログ計算機が印象的だった。機械的なも

のだと思っていたが物理系に解釈を求めるというこ

とを知り、物事を様々な観点で見ることが大切と知っ

た。

○古典計算機（スマホやＰＣ）ＶＳ量子計算機、日常

においては古典計算機の圧勝だが、一部の重要な

問題に対しては高度な計算ができる量子計算機に

分があることを知った。

○計算とは何かと聞かれて、答えが一致せず、本質

を理解せずに言葉を使っていたんだと実感した。

○歴史学によって現在を解明することができること、

つながりによって様々なことが分かってくること、資料

から浮かび上がってくる事実や人物像が、山崎先生

の巧みでドラマチックな講義で分かった。まるで、１つ

のドラマを見ているようだった。

○三権分立といっても、司法が行政に逆らえることが

ない。行政が司法を包んでいるということが分かっ

た。

○公的な地位にある人間にとってのスキャンダルの

恐ろしさが印象的で、大津事件の裏側で起こった出

来事も印象的だった。

○観光客が楽しめるということだけでなく、その場所

の住民も暮らしやすいことが大切だと感じた。

○観光でお金を落とすことがその地域の経済を回し

ているとは限らないというお話が印象に残りました。

このコロナ禍は観光のあり方を見直す機会と強く思

いました。

○住んで良し、訪ねて良しは実現できるか、歴史は

人を豊かにする（暗記科目ではない）、受験後を活

きる。

○コロナで影響を受けた観光業についての見方が

変わりました。マスコミが報道していることを無批判

に受け取るのではなく、自分で考えて情報を受け入

れたいです。「感情労働」という用語を覚えておきた

いです。

○サーカディアン・タイミングという２４時間のリズム

があることを知りました。動物はヒトより少し長いタイ

ミングを持つということ、ヒトも個人差があること、環

境によって左右されることがあることを知りました。

○「ヒトのこころ　動物のこころ　基本的に同じ　いろ

いろなこころ」心理学という大きな枠組みの外でも

無視してはいけない他分野の学問があるということ

を強く実感した。

○徹夜は良くない、というのがとても印象的だった。

睡眠をきちんと取ろうと思ったし、睡眠についてもっと

学びたいと思った。

○人間の行動心理も動物の行動心理も基本的には

変わらないということが印象的だった。

○コロナウイルスについて今まで聞いたことのない

話を聞けて良かったです。コロナの感染力やＰＣＲ検

査はたまたま病原体があるところだったからというお

話は今までの視点と違って面白かったです。

○インフルエンザウイルスやコロナウイルスなどウイ

ルスはあまり良いイメージがなかったが、体内にはと

ても多くのウイルスがいて、しかもそれらが良い働き

をしていると知ってとても驚いた。

○ウイルスは空から降ってきていたり、海水の中にい

たりと生物と共存している。個々の生物の中にあるだ

けなら悪くないが、他の生物に移ったり組み替えが

起こると害を及ぼすことを知ることができた。

○自分はデザインや建築に興味があったけれど、パ

ブリックデザインの存在を知りとても興味が湧いた。

○インクルーシブデザインはニーズを抱えた人がそ

れを解消できるデザインであると同時に他の人も着

たいと思えるデザインであること。

○オリンピックデザインと言えば、エンブレムや競技

場くらいしか考えていなかったが、交通やピクトグラ

ム、映像など多様な面でデザインが占めていること

を知った。


