
科教協ヒロシマサークル通信

ヒロシマ 2017 年９月号 文責 木本安彦

9 月 16 日（土）13 時から、9 月例会をなぎさ中高理科室で行いました。3 連休の初日と言う

こともあり、参加者数は 2 年ぶりに 1 桁でしたが、充実した例会でした。夏の成果は本当に夏

の成果を発表するという感じで良かったです。3 本の予定が 4 本となりました。来月もあり。

参加者 佐々木・原田・星野・堀内・脇田・山口克・坂本・木本 8 名

１．夏の成果

①なぎさ中・高周辺の生物種を把握する取り組み～海洋プランクトン編～

（2017 年度オープンスクール理科模擬授業の観察教材として） 星野羊一さん

◎7 月初旬 （晴・20 時） 岸から手が届く範囲の海水をネットでこして濃縮。

・イソスジエビの幼生（写真：下と右）

・巻貝のベリジャー幼生

・カニのゾエア幼生（写真：左上）

・カイアシの仲間

・その他：ワタリガニ マダラウミウシ クサフグ幼魚

状況：校内に持ち帰り、新たな海水を用いて 120 センチ水槽で希釈・エアレーション。しかし

一晩経過すると種数が激減し、ほぼ全て一種のカイアシ類となっていた。

◎8 月、生物準備室片付けで古いプランクトンネットを発掘。9 月初旬（小雨・20 時）、岸から

ひもを引いて採集。当然ながら短時間で採集効率、採集種数ともに倍増。

・クラゲの幼体（左写真） ・カニのメガロパ幼生 ・二枚貝のベリジャー幼生

・トゲナシエボシミジンコ ・ウスカワミジンコ ・カイアシの仲間

・ゴカイのミトラリア幼生

状況：プランクトンが濃縮された海水をそのまま密閉容器に入れ、一晩冷蔵庫で保存。翌日も

多くの個体が生きており、種数も維持されて、午前中の授業では充実した観察ができた。

◎気づき・まとめ

・海の生物多様性、食物連鎖におけるプランクトンの重要性を学ぶ教材がすぐそこに。



・海の生物に関する無知の知

・時期を変えて複数回観察することで幼生の成長を追う

ことも可能。

・プランクトンは冷蔵保存が一番。

質疑・意見

・オープンスクールについて

7 月 20 日に小学生（市内の小学生で 6 年だけでなく

低学年もいる）対象として 400～500 名参加する。1

つの授業に 20～25 名参加で 20 組みできる。授業は国・社・数・理・英・人間（道徳のよう

なもの）の 6 教科で 1 つの教科に複数の授業がある。参加者が希望する授業を選ぶ。早い者

勝ち？！授業は 20 分で 10 分休憩に希望する授業に移動。午前中にある。その他、部活動体

験もする。

・プランクトン授業の動機について

学校近くに海がありながら、そこの生物を教材化していなかったので以前からやりたかった。

海に降りる場所は少し学校より遠い。7 月の時点では水槽用の小さなきめの細かい網を使っ

た。驚くほどプランクトンがいた。

・プランクトンを教材に

一晩おくとカイアシ類しか残っていない状況だった。そこで冷蔵庫で保存すると結構生きて

おり動きもゆっくりで顕微鏡観察しやすい。夏の海水は腐敗しやすいので人工海水の利用を

考えた方がよい。木本が大学の時は吸引濾過した海水を使用していた。

プランクトンネットがあったので、9 月のタイの交換留学生の授業ではそれで集めた。すご

い数と種類だった。同定はネットで調べた。

・写真・動画について

デジカメよりスマホの方が視野は広いので、それを接眼レンズにくっつけて撮影した。

② 子どもの科学研究につきあってみて 堀内 和徳さん ↓上の 2 つ写真はキュウリ

〇研究分野の決め方

・物理、化学分野は実験器具が手に入りにくい。

・化学分野は定量的関係を見つけるのが難しい。

→ 生物分野が多くなる。

〇研究のしかた

観察記録 → ・定量可能かどうか

・再現性があるかどうか

・対照実験が可能かどうか

↑下の 2 つの写真はトマト



〇研究テーマ

・おばけになったきゅうり（小６） → ・きゅうりを放置した経験（動機）

・きゅうりの大きさを定量、見た目を観察

・色づくトマト（中１） → ・イチゴが赤くなる部分、その順序が知りたい（動機）

・赤くなる要因は何かを対照実験で観察

〇きゅうりの観察

・長さ、太さの採寸 → 数値データ → グラフ化で考察可能

・見た目の形、色を観察 → グラフとの比較で成長過程との関係を見つけられる

・種子の様子、種子と果実の割合を比較 → ・種子の形状で科の分類が可能

・市販品との比較で収穫、食材としての妥当

性を検討

〇トマトの観察

・条件設定

・観察 → 外見の観察のため、時系列で比較

〇評価されやすい研究・考察

・定性的なものでも数値データを手に入れる

・数値データのビジュアル化を行う

・実験観察→考察 を２サイクル以上行う

〇研究（探究）手法を身につけるために

・授業でデータ処理

・数値、グラフ、観察記録から変化点を見つける

・比較、分類、類推

質疑・意見

・科学研究と親の関わりについて

奥さんから「理科教員」だからと言われて関わらざるを得なくなった。予想から結果という

流ではなく結果を基に予想を組み立てることとした。記録をどうとるのかやまとめの指針は

堀内さんが出した。

・科学研究で大切なこと

数値のデータを出すこと、そしてそれをグラフ化することにある。これがないと学校側は研

究物として扱ってもらえない。しかし、グラフ化すること、またそこから読み取れることは

何かは小学生にできるのか疑問である。

・科学研究は生物分野で

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40

長さ[cm]

成長日数

きゅうり１、２の成長日数と長さの比較

きゅうり１長さ[cm] きゅうり２長さ[cm]

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

長さ[cm]

成長日数

きゅうり１、２の成長日数と太さの比較

きゅうり１太さ[cm] きゅうり２太さ[cm]



物理化学の研究は実験器具が家にないし定性的なことは難しい。よって生物分野となる。し

かし、実験観察がすぐに再現させることが難しい。1 年後になってしまうことが大きな問題。

・なぎさの科学研究の実態

市の審査に出したのは 15 本、そのうち 10

本がクラブ関係で、5 本が個人のもの。個人

の研究については 2 人の教師が見てＡの評

定がつけば、市に出すことにしている。

・子どもの科学研究のこと

キュウリの研究は、おばけキュウリになっ

て種子を見たときに芽(根？)がすでに出てい

ることにびっくりした。種子の部分の大きさ

と果肉の部分の大きさの比はあまり変わら

ない。

「トマトの果皮の色変化について水分と養分の関係があるのか」は緑の状態の物を枝から切

り取って比較することとした。赤くならない。この確かめでよいのか。「トマトの果皮の色変

化について光の関係があるのか」はアルミホイルを巻いて観察した。変化無し。「トマトの果

皮の色変化」を調べるのに糖度計を使ったらどうか。切り落とした緑のトマトと熟したバナ

ナを一緒にして（エチレンガスの影響）色の変化を観察するはどうか。

学習

トマトはなぜ赤くなる？ 丸尾 達 （千葉大学園芸学部 准教授）

一定の条件になると果実中にリコペン（リコピン）などが増えてくるためです。

トマトには、黄色、オレンジ、ピンク、赤などの果実があり、必ずしも赤くなるわけではあ

りません。日本で一般的なトマトの色はピンクです。ミニトマトなどの果実が赤色です。両

者の違いは果皮色の違いで、ピンクのトマトは表面の薄い果皮が無色なのに対し、赤色トマ

トでは黄色なのです。

トマトの果実の色素には、葉緑素（クロロフィル）の他、リコペンやカロテンなど赤や黄色

の色素がありますが、果皮と果肉のこれらの色素構成により果実の色が決まります。

一般にトマトの果実は開花後 70～90 日程度で着色しますが、実際には開花後日数が問題では

なく、毎日の平均気温を加算していった有効積算気温が重要です。つまり夏は早く、冬は遅

く着色します。大玉タイプの品種では 1200℃程度で着色するものが多いようです。この時期

までに果実中の葉緑素（クロロフィル）が減少し、かわりに赤色のリコペンなどの色素が増

加してくるのです。最近は変わりもののトマトが増えました。色や形が実に変化に富んでお

り、カラフルなトマトも多く、中にはゼブラ模様のトマトまであります。

トマトには着色することにより目立ちやすくなり、鳥などの動物に食べられて、その種子を

遠くに運んでもらうために、種子が成熟する時期に着色するものと考えられています。

リコペン(lycopene)はカロテノイド（カロチノイド）の一種です。



カロテノイドは二重結合が連な

ったポリエン構造をしています。

ポリエンが長くなると青い光を吸収して、赤と緑の光を反射しますので、黄色に見えます。ポリ

エンがさらに長くなってリコピンのようになると、青と緑の光を吸収して、赤い光だけを反射す

るようになり、赤く見えます。リコピンはトマトのおいしさを左右する糖度とは関係はない。

エチレンガス(リンゴから)の効果により、トマトが赤くなります。エチレンガスを利用した追熟

方法は、トマト以外(バナナ)でもよく使われます。追熟によって糖度も増します。

エチレンガスによって固さが柔らかくなる(追熟)のは、ペクチン（細胞と細胞の間にあって、果

物の形を支えている）という細胞間物質が分解されていくからです。 ペクチンは分解され、糖分

に変化します。果物は熟すと甘くなるのはそのせいです。

トマトが甘くなるには、最高気温と最低気温の差が 10 度以上になることも条件だ。この適温で、

着果後の温度の合計が 1000 度になると色づいてくる。太陽の光と温度も大事。

③コンピューターは考える？ 山口克雪さん

「２０１６年３月９日、とんでもないニュースが世界を駆け巡りました。囲碁プログラムの

ＡｌｐｈａＧｏが李世石九段との５番勝負の第１局に勝ってしまったのです。」

「ＡＩは考えることの出来るコンピューターだ」とか「ＡｌｐｈａＧｏは自分自身との対局を

繰り返すことで試行錯誤しながら自ら学習して・・・」などの文字が、新聞記事に躍りました。

あと少しで鉄腕アトムが出来そうな勢いです。

コンピューターが考えるとはどういうことか知りたくなり「人工知能はいかにして強くなるの

か」「人工知能解体新書」やネットでの情報で少し学習

しました。

ＩＢＭのコンピューターＤｅｅｐＢｌｕｅは、1997 年

チェスの王者に勝利しました。

その時のコンピューターは、昔ながらのプログラムを使

っていました。

囲碁に勝ったコンピューターと何が違うのでしょうか。

機械学習

コンピューターがデータを取り込み自分で特徴を見つ

ける。それを元に未知のデータに対しても精度の高い予

測を割り出す手法。

1、教師あり学習

正解つきのデータをコンピューターに学習させ特徴量を見つけ出す。

①猫・・・たくさんの猫の画像を読み込ませる

・・・コンピューターで特徴量を見つける

IBM のプログラマーたちは、十分

なパワーを持ったコンピューター

に、あらゆる駒の動きや戦略を余

すことなく入力することで、理論

上はそのコンピューターが駒の動

き全てを予測し、そこから最適な

戦略を編み出して相手に勝つこと

ができると考えた。



未知の画像を読み込み猫を判別する

②数字の解析

A B C 係数

51 50 60 切片 27.9683

59 60 55 Ｘ値1 0.71975

57 65 65 Ｘ値2 -0.233

63 70 63

ＡＢＣの数字を使って回帰分析をする66 75 70

70 80 72

? 89 82

2，教師無し学習

膨大なデータから自動的に算出した特徴量を見つけ法則などを導く。

ディープラーニング

機械学習を実装（コンピューターに構成部品を実際に取り付けること）するための一つの

手法 普通は 入力－処理 →出力

この処理の段階を何層にもする

入力 － 中間層処理 － 中間層処理・・ →出力

リンゴとオレンジというラベルが付いた画像で構成されたトレーニングデータを思い浮かべ

てみてほしい。画像がデータ、それぞれの画像に対応している”リンゴ”、”オレンジ”と

いう名前がラベルだ。トレーニングデータを受け取ったニューラルネットワークは、それぞ

れの画像を細かな要素（エッジ、テクスチャ、形など）に分解し始める。そして画像がネッ

トワーク中を伝播していく中で、それらの要素が組み合わさって抽象的な概念を構築してい

く。曲線や色に関する情報が合わさって、茎やオレンジ、緑・赤のリンゴという絵が浮かび

上がってくるといった具合だ。

質疑・意見・学習

・難しい語句について（原田さんより）

ＡＩ（artificial intelligence）とは人工知能のこと。具体的には、人間の使う自然言語

を理解したり、論理的な推論を行ったり、経験から学習したりするコンピュータープログラ

ムなどのことを言う。（下線の部分が本当？）

ニューラルネットワークとは神経回路網のこと。ネットワークを形成した人工ニューロン

が、学習することによってシナプスの結合強度を変化させ、問題解決能力を持つようなモデ

ルをいう。（下線の部分が本当？）

ディープラーニングは深層学習のことで、学習に必要な計算機の能力向上、およびＷeb の

発達による訓練データ調達の容易化によって、音声・画像・自然言語を対象とする問題に対

して、多の手法を圧倒する高い性能を示す。

・コンピューターが考えることについて（原田さんより）



ＡlphaGo の圧倒的強さの秘密は「ディープラーニング」を採用している点である。自らの

ニューラルネットワーク内で相当数の対局を持つようプログラミングした。ＡlphaGo は新

たな手を学ぶたびに、強化学習と言われる神経回路の調整をグーグルのクラウドプラット

フォームで行った。勝者を予測する「バリューネットワーク」と次の手を選択する「ポリ

ｓ－ネットワーク」を強化し、直感的に予測することができるようになった。これが考え

るということか？！

・将来教員は必要ない？

オックスフォード大学のマイケル・Ａ・オズボーン准教授の論文「雇用の未来」に教育内

容は情操教育的側面が強いか知識伝達的側面が強いかに特徴があるという記述がある。学

校段階が上がれば知識伝達的側面が強くなり、それはＡＩで代用可能となる。しかし、小

学校段階は情操教育的側面が強い。よって、小学校教員はＡＩに取って代わらない職業で

ある。その他、全国学力テストやベネッセが大量のデータを持っていること等に様々な意

見が出されました。

④ 碑巡りを巡って 脇田正昭さん

全国大会の碑巡りの様子や原爆犠牲ヒロシマの碑のことも話されました。近所の方が原爆

投下の日の様子を書かれているので掲載します。

松宗の 1945 年 8 月の様子 西本光章さん（当時 8 歳）現在 80 歳

１．8 月 6 日当時、松宗には 5～6 人の子ども（小学生）がいた記憶があります。当時は、午

前と午後 2 回に分けて学校へ行っていました。私は、朝から登校しました。8 月 6 日は 7:00

過ぎに家を出て学校へ行きました。教室では 8:00 から修身の勉強が始まりました。１人の

子どもが本を朗読中、突然、空が稲光のように光った科と思うと、ドッカーンと今まで聞

いたことがないような音がしました。教室にいた生徒の本が飛び散り、窓ガラスがガチャ

ガチャに壊れ、生徒はパニックになり裏山に逃げ込みました。教室に 50 人くらいいたので

すが、怪我をした人は記憶にありません。それからしばらくして学校の校庭に集まり、校

長先生の言葉がありました。「こんな爆弾のことで悲鳴を上げることではない。今日はこ

れで学校を閉校にします。兄弟や近所の生徒と一緒に帰って下さい。」と。それで、私は

一目さんに家に帰る途中で、真っ黒い雨が降り出したので松宗の平本さん宅の柿の木の下

で雨宿りをしました。柿の木が道路の横にあったのです。そこには何人かいましたが、誰

が一緒にいたか記憶にありません。それからしばらくして家に帰りました。家の前では、

スチール、波板、ブリキ板などいろんなものが降ってきました。

近所の人では、森川義夫さんの息子さんが亡くなりました。息子さんは、第二上に寝か

せてあったのを２～３日経ってから見たのを覚えています。

8 月 6 日午後、火ぶくれになった人が火山登山道を大勢、行列になって下りてきました。

これらの人は、伴の人ではないかと思われます。

２．翌日、近所の大人の人と火山に登ってみました。市内は火の海で激しく燃えていました。



３．8 月 30 日頃、広島市内へ行ってみました。火山登山道を火山に登って、山本に下りて祇

園を通って横川に出て、中心部へと行きました。その時に印象に残っているのは、全くの

焼け野原になっている中、ビルが２～３カ所残っていること、丸焦げの電車があったこ

と、・・等です。相生橋の欄干が左右ともすべて倒れていたのも記憶に残っています。

松宗は地名、火山は 488ｍなので爆発が 600ｍだとしたら直接、伴小学校に光や爆風はやっ

てくる。よって窓ガラスが割れた。当時の伴小は現在の伴小と伴中の中間にある運動公園

の所にあった。

２．全国研究大会広島大会の反省と総括

台風や平日開催で集まりにくい状況の中で、全国から 350 名の方々が集まって下さったこ

と大変感謝いたします。ヒロシマの思いが少しは伝わったかなと思います。当日の打ち合

わせや反省が時間的にできなかったことが失敗の連鎖になっていることは猛反省しないと

いけません。いろいろありますが、プリントや添付ファイルをしっかり読んで下さい。反

省は次の活動に生かしましょう。

３．総会について

時間がなく、9 月例会ではできませんでした。10 月例会で行います。議案を持っている方

は 10 月例会に必ず持参下さい。事務局体制を自分のこととして考えてきて下さい。

４．科学お楽しみ広場 のまとめ

①8 月 17 日（木）１４時～１６時 南観音公民館 参加人数 38 名

回転舞踏会（木本）・打ち上げラワン（塚本） 援助者 坂本 山口克 宇根

今年で4回目となり、定例化されてきた。公民館便り7月号8月号に掲載され、また小学校の方にもチ

ラシを配られた。外の広場でラワンを打ち上げて大いに遊ぶことができた。

②8 月 18 日（金） 9 時 30 分～11 時 30 分 中央公民館 参加人数 30名

お餅スライム（木本）・一弦琴（山口克） 援助者 塚本 山崎 坂本

担当者が科教協ヒロシマのＨＰに行き着き、連絡があった。中央公民館でこれだけの子ども達が集ま

るのは初めてらしい。①もそうだが、作って遊ぶところまでやって子ども達は喜ぶ。笑顔や会話のキャ

ッチボールがあることが小さな広場の醍醐味である。来年もやって欲しいと要望された。

７．今後の予定 個人日程に入れておいて下さい。新年度会費 2000 円納入をお願いします。

１０月２１日（土）１３時～１７時 例会 観音中(レポーター 田中・森)（夏の成果 ） 総会

１１月 ２日（木）１８時～事務局会 幟町中

１１月１０日～１１日 仁川科学の祭典

１１月２５日（土）１３時～１７時 例会 観音中(レポーター 佐々木)

１２月 ７日（木）１８時～事務局会 幟町中

１２月１６日（土）１３時～１７時 例会 観音中か崇徳高(レポーター 岡馬) 忘年会

１２月２６日～２７日 科教協中国大会（岡山）


