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目指世 rrノーベrL賞
科学技術政策研究所・所長来校の

6月 10日 (水 )、 本校第 1会議室に文部科学省・科学技術政策研究所の和田智明所長を

お迎えし、平成 21年度第 1回 目となる「C&⊆  うポ」として科学講演会を開講 しまし

た。参加者は、高校 2年の特進コースと付属中学 3年生の、合わせて 74名 でした。

14時 開講式

講師の和 田所長 をお迎え して、

司会進行をする生徒会長 (左 )と
和田所長の紹介を行 う中学部会長

講師紹介

今回私 どもに講演をしていただける和田先生は、 1977年 に東京

大学の大学院を卒業 された後、文部科学省の前身である科学技術庁に

入庁 されました。その後、同庁で科学技術の振興に努められ、さらに

内閣府にも入 られて日本の科学技術の発展にご活躍されました。
2006年 には、敦賀市 とも関係のある日本原子力研究開発機構の

執行役 となられ、さらに 2008年 7月 からは、現在の文部科学省の

科学技術政策研究所の所長 さんとして、 日本の科学技術行政の頂点に

たつてその推進にあたっておられます。

このようなすばらしい経歴のお持ちの先生ですが、週末はスポーツジ

泳で体をほぐされるなど、体調管理に気をつけておられるとお聞きしま

さて本 国は、わざわざ本校にお越 しいただき、この貴重な講演をいた

ことができたことを、生徒一同大変有難いことと感謝 してお ります。

以上、簡単ですが和田先生のご紹介 とさせていただきます。

ムにかよい、水

した。

だく機会を得る



14時 10分 講演開始

演題 :ノ …ベル寅 ～国際級研究人材の育成のために～

皆さん、こんにちは。

本 日は、まず 日本の将来 と科学技術について、次に国

際級研究者の研究者になった動機について、そ して 日本
の研究者 と大学 。大学院の研究者育成機能に関する事を

述べて、最後にまとめを行 うと言 う段取 りで話を進めて

いきたいと思います。

1。 日本の将来と科学技術

それでは早速、日本の将来 と科学技術についての話を始めたいと思います。

まずは、世界の人口について見てみましょう。

現在世界の人口は 67億 5千万人 と言われてお り、その内、中国が 13億 4千万人、イン

ドが 11億 9千万人です。 とは言 うものの、この国々は住民登録が完全にはなされていませ

んので、実際にはもつと多くの人口を抱えていると言われています。
一方、 日本の人口はと言 うと約 1億 3千万人で、図 1

に示すように、 2005年 をピークに減少 し始め、赤で

示す 14歳までの人 口の割合は減 り、青で示す 65歳以
上の人 口の割合が増加すると言 うことが予汲1さ れていま

す。

これがいわゆる「少子・高齢化」とい う減少です。

では、こうしたことが何故問題になるのでしょうか。

そこで、図 2の国民総生産の将来予測を見てください。
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□2 主喜国のCDP予測

人口が増えると言 うことは、それだけ産業が発達 し、国民総生産 (GDP)も 大きく伸びる
と考えられます。これに対 して日本の GDPの伸びはさほど期待できないわけです。
つまり、今は世界に影響力を持っていますが、将来的には影響力のない国になってしまう

と言 う事です。

そうならないためには、日本の科学技術の発展や振興が大切であると考えられます。

そこで、皆 さんに質問ですが、皆 さんは数学や科学
に興味関心がありますか。

興味関心があるとい う人は手を挙げてください。

ずいぶん少ないですね。

それでは、数学や理科が好きではないとい う人はど

うでしょうか。

こちらはずいぶん手が上が りましたね。

残念なことですが、このことは質問する前か ら予想

していました。

2-

ノ″）一



それは、OECDが実施 した 2006年 の PISAの分析結果を見ますと、科学に対する興味
・関心や楽 しさの指標が、参加国の平均に比べて日本の値が下回っているからです。

こうしたことを受けて、政府は 「科学技術基本計画」とい うものを考えました。
そこには三つの理念があり、第 1の理念 として 「人類の英知を生む」を掲げ、ノーベル賞

級の基礎科学研究を推 し進め、例えば今までの技術では見えないものを見えるようにすると

言つた技術革新 (ブ レークスルー)を牽引しようと考えています。
2.国際級研究者の研究者になつた動機

さて次に、国際級研究者の研究者になった動機についての話を始めたいと思います。

皆さんも知っている通 り、昨年は日本人にノーベル賞受賞者が 4人 も出るとい う晴れがま

しい年で した。私はその後、何度か海外の方 とお会いしましたが、特に近隣の国の方々から

素直に 「ノーベル賞受賞おめでとう」と声をかけられました。私がノーベル賞を取ったわけ

ではないですが、とても誇 らしい気分になれました。

特に物理学賞は、湯川秀樹博士から始まるノーベル賞の受賞、それも日本の得意分野 とも

言える「素粒子」の研究であったと言 うことは、大いに注目すべき事だと思います。

そこで、この 「素粒子」とい うものについて簡単に触れておきたいと思います。

皆さんは物質を構成する粒子についてどのように習っているのでしょうか。
19世紀までは物質を作つている基本的な粒子は 「原子」であると考えられていました。

ところが 20世紀に入 り、原子は原子核 と電子

か らできていることがわか り、さらに原子核は陽

子 と中性子が結合 してできたものだ と言 うことが

発見されました。

湯川博士は、なぜ陽子 と中性子が結合 している

のかとい う疑間に対 して、「中間子」 とい う未知の

素粒子の存在を予測 しま した。 このことによって

ノーベル賞を受賞されたのです。

その後も研究は進み、現在は 6種類の 「クォー

ク」と 6種類の 「レプ トン」力`最も基本的な素粒

子だと考えられています。
このことを図にしたのが図 3です。

陽子はアップクォーク 2個 とダウンクォーク 1個 でで

きてお り、中性子はアップクォーク 1個 とダウンクォー

ク 2個でできていると現在は考えられています。そして、
アップクォークはプラス 3分の 2、 ダウンクォークはマ

イナス 3分の 1の電荷をもつていると考えられていま

す。

そこで皆さんに質問です。陽子 と中性子の電荷はどう

なるのでしょうか。

計算できましたね。

私やここにおられる学校の先生方も、陽子の電荷はプラス 1で、中性子の電荷は 0である

覚えさせられたのですが、ここにいる皆さんはそんなことを覚えなくても計算によって求め
られるようになったのです。

科学はこれ程進歩したと言うことです。
こうした科学の進歩を促したノーベル賞研究は、その後実用化され様々な半導体が生み出

されたり、医療の現場でよく使われるようになったCT(X線 断層撮影装置)やMRI(磁
気共鳴診断装置)と 言つた身近なところで使われています。

さて、こうしたノーベル賞を受賞された方々が研究者になろうとした動機はどの辺にある
のでしょうか。

ノーベル賞をもらうには、絶対に人のまねをしてはいけない、「千万人といえども我いか
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ん」とい う気概が必要だと「only one」 の精神を強調 されている野依良治博士は、小学校 6

年の時、東洋 レーヨンの社長の講演で、「ナイロン」について知 り、化学はすごいと思 う様
になったと述べておられます。

また、電気の流れるプラスチックを作られた白川英樹博士は、中学 3年生の時にプラスチ

ック研究を志 したと述べ られています。

このように、多くの方が若い時分に日標を立ててノーベル賞への道を歩み始められたと言

えます。 しかし、その道が順調であつたかとい うとそうでもありません。

湯川秀樹博士のお父さんは、博士が中学を卒業するとき息子を大学に入れるか専門学校に

いれるかで迷ったそ うです。それでも博士は 26歳の時に中間子理論を発表 しています。

私の知る限りで、最も激 しく研究を志 した人 として紹介 したい人にライナス・ポー リング

博士がいます。

ポーリング博士は 3人兄弟の長男 として生まれましたが、 9歳の時に父がなくなり、母か

ら学校をやめて働 くよう頼まれたそ うです。 しかし、学校をやめずにアルバイ トして、母と

二人の妹の面倒をみました。 ところが、ワシン トン高校に入学後、生活費が足 りなくなり中

退 してしまいました。

それでも研究への意志はかたく、大学入学資格を得て、月に 100時 間以上のアルバイ ト

をしながら大学に進学 したそうです。

さらに大学を卒業する頃にも母親から中学校の先生になって家族を養 うよう強く迫られた

そ うですが、その母の頼みを振 り切つてカ リフォルニアエ科大学大学院に進学 し、たんぱく

質のらせん構造を明らかするとい う仕事に携わつたのです。

私などは、この話を聞いて遅くても母親から懇願 された 2回 目くらいで研究の道をあきら

めたのではないかと思います。

さて、こうした話は尽きないのですが、ここで国際級の研究者 102人 にとったアンケー ト

結果を紹介 したいと思います。

まず、動機やきつかけと言 うことですが、自然への関心が高かったとい う答えがあります。
こちらの学校でも、自然に触れ親 しむ活動が行われていると聞いていますが、大変頼もしい

ことだと思います。

次に読書をあげられた方がいます。これは何か一つの分野を集中してと言 うより、幅広い

分野の本をたくさん読んだことが良かったと言 う答えが返つてきています。
また、周 りの大人からの刺激をあげる方もおられました。教科書に載っていないことを質

問した り、地理は暗記の学問ではないと言われ啓発 されたとか、家族や親族に知的好奇心の

強い方がいて影響を受けたと言 うことです。

当然、友人や先輩の存在か らも大きな影響があつ

たようです。特に大学時代には、そ うした人達 との

議論を通 して、いろいろな物の見方や考え方を身に

つける機会になったそ うです。

さて、もう少 し皆 さんに身近な話題をここで して

おきたいと思います。

それは、英語を身につけると言 うことです。 これ

は、先程のアンケー トでも不可欠なことだとい う答

えが出ています し、海外で過 ごしたことが大きな財

産だとい う話もあります。

当然それは、コミュニケーション能力を高めると言

側面もあるように思います。

それは、中学から高校にかけて理科や数学に興味を失 う人が多いと言 うことです。

これには、学校の先生に大きな責任があると言えると思います。

学校では 「教科書に出ていないことは覚えなくて良い」と言つた指導がされているからで

す。 こうした話を聞きます と、精神年齢の高い女性は特に、「将来社会に出ても役に立たな

うことでもありますが、もう一つ別の
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いことなら、や らなくてもいいのではないか」などと考えて、学習を放棄 してしまっている
のではないかと思われます。

少 し話がそれたようですので元に戻しますが、こうしたことの他に数学の文章題が解 らな
いと言 うことも問題です。

皆さんは、「3+2=5」 とい う式をどのように読みますか。

多分 「3 たす 2 は 5」 と読むと思いますが、それは正 しい日本語でしょうか。
日本語で正 しく読む と、「3 に 2 を たす と 5 になる」 となるのではないで しょう

か。

つまり、数式で使われているところの文法は英語のそれであって、日本語の文法によって

書かれているわけではないのです。このために、日本語の文法で書かれている文章題になる

と、それを英語の文法で書かなくてはならない数式に直せず、数学嫌いになってしまうので

はないかと言 うことです。

ここで重要なことは、日本語 と英語は構造が違 うと言 うことを理解 し、国語をしっかり学

んで、英語は国際共通語 として十分に使いこなせるようにすると言 うことだと思います。

3。 日本の研究者と大学・ 大学院の研究者育成機能

さて次は、 日本の研究者 と大学 。大学院の研究者育 ■

成機能について述べたいと思います。        ,‐ _ ___
日本の研究者の数はおよそ 80万人で、図 5でわか
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はないかと考えられます。 日5  日本の研究者こ支援者

こうしたことは国の政策 として何 とかしていかなければならないことだと考えています。

次に若手研究者の質と言 うことですが、プレゼンテーション能力であるとか、語学力につ

いては高い評価を受けています。

ところが、基礎学力であるとか、課題設定能力であるとか、治J造性や リーダーシップと言
った点での評価は低いものとなっています。こうした点を伸ばす工夫が大学や大学院などに

は求められているのではないかと思います。

その大学院ですが、充足率が約 80%であるとい う報告があります。これは、希望する者
はどんな人でも大学院には入れるとい う事でもあります。このことに拍車をかけるように、
企業の採用についても博士課程を終了した人よりの修士課程で終わった人の方が採用 されや

すいとい う現状もあります。

日本では、修士課程を経て博士課程に進学

する形態が一般的ですが、外国では修士課程

と博士課程が並立 して設置 され、修士の学位
の取得が博士課程への進学の要件 となってい

ないことが一般的です。

また経済的な支援についても、様々な奨学

金があった り、大学院の学費は免除されると

言った国もあります。

また、海外に留学する人も近年減少傾向に

あります。

これは、帰国後の就職先や留学前のポス ト

が保証 されていないのではないか、留学 した

ことに見合 う収入が見込まないのではないか

といつた不安からです。
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また、図 6を見てください。こめ図に示すように、女性研究者が少ないことも問題です。
家庭の事や育児の事 と仕事を両立するのが困難であり、育児期間後に復帰 しようと思って

も困難であると言 うこともありますが、自分より年上の方に先進的な人 (研究者 として自立
している人)力ヽ なヽいと言 うことも理由に挙げられています。

このことは、日本にとって大変不幸なことです。

男性 と女性の能力には大きな差はないはずであるにもかかわらず、女性研究者の数が少な
いとい うのは、能力のある女性が研究者になっていないと言 うことであり、国力を落とす原

因であると考えられます。

このことは、OECDの 調査報告書 「雇用アウトル ック2008。 日本ノー ト」にも書か

れていることです。

4。 まとめ

さて、時間も押 し迫ってきたようですので、まとめを

しておきたいと思います。

まず、今後重視すべき科学技術の方向性について述ベ

たいと思います。

まずは、国際貢献 と言 うことがあります。

地球環境問題に対応 した低炭素社会 。新エネルギーシ

ステム社会の構築であった り、現在問題になっている新

型インフルエンザなどの感染症などの医療分野での国際

貢献 と言つたことです。

重視すべき方向性

□7 科学技術の方向性
そのために欠かすことのできないのが高度教育 。人材育成システムの構築でしょう。特に

「男女共同参画社会」とい う言葉があるように、女性研究者の育成は重要なポイン トだと考
えます。こうしたシステムを元に基礎研究をしっか り行 う必要があると思います。

しかし、基礎研究を行 うにはお金が必要です。現在世界的に景気が後退 しています。こう
した状況下であつても研究開発力を維持 していく必要があります。そのためには、国際競争
に勝てる物づくりをすすめる必要があるのです。

こうした大きな流れの中で、皆さんはどういったことを目指せばよいのでしょうか。
まず第 1に「′い身の健康」でしょう。多くの研究成果は、ある日突然にできたのではなく、

粘 りに粘った結果です。これは失敗なのか、時分の考えは間違っていたのか、と思い悩むこ
とも多いわけで、その様なときも前に進む気力が必要でしょう。そ うした、不撓不屈の精神
を支えるには、何 と言つても健康であること、つまり体力を付けることが必要だと考えます。
第 2に 「学問的能力」です。言 うまでもなく専門分野の力も必要ですが、特に基礎学力の

充実は欠 くことができません。先程の苦難の時に、これでいいんだと思えるかどうかはこう
した力の裏打ちによる自信があるかないかです。

第 3は 「視野の広さ」でしょう。多くの研究者が言 うように専門分野だけの知識や関心だ
けでは結果を残すことは困難です。読書を通 し、趣味を通 して人間的な幅を広げておくこと
も重要なことです。

第 4にあげられるのは 「コミュニケーション能力」です。今後国際協力は不可欠であり、
こうした場面での英語などの語学力は言 うまでもなく、相手の言 うことを理解 し、自分が伝
えたいことを表現する能力をしっか り身につける必要があります。

最後にあげるのは 「正義感・品格」です。研究と言つても競争の世界です。ですから研究

者の中には、他の研究者アイディアを勝手に使って自分の手柄にするとい う人がいないわけ
ではありません。確かにその場では成果が残せるのですが、その場限 りと言 うことも少なく

ありません。研究成果 とい うのは、一つの到達点ではありますが終点ではありません。 さら

なる研究を続けるためには、正義感であったり品格 と言つたものをしっか りと持ってほしい

と思います。

**ここに紹介した回表は、講師の和田留BR所長よιl11ただC春した資料を引用しきした。**

目躍敵争力哺 る
情 轟
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15時 15分  グループ・ ディスカッション

講演終了後、 トイレ休憩をはさみ会場の模様替えを行いグループ・ディスカッションを行
いました。

あらかじめ、中学生 と高校生を均等に分けた 12の グループが作られていましたので、そ

れぞれのグループで講演を聞いた感想やわからなかったこと何を話 し合いました。

中学生の質問に対 しては、

れは と言 う質問については、

高校生がわかる範囲のものならばその場で答えるなどして、

質問書に書いてホワイ トボー ドに貼っていきましたc

時間が経つと、次々に質問が張ιl出されました

それを興味深ifに見守られる和田所長



15時30分 質疑応答

当初の予定では、あまり質問も出ないだろうと思い、各班が 1人ずつ質問していく段取 り

で司会進行をしていきました。

しかし、予想以上の質問の多さに途中から予定していた進行を取 りやめ、ホワイ トボー ド

の質問を直接読んでいただき、答えていただくことにしました。

Ql.先生は何を専門に研究しておられるのですか。

私は研究者 とい うわけではありません。

私も学生時代に研究者になろうと志 していましたが、

上には上がいるものです。

私が指導を受けていた先生 とい うのが、大変数学が

おできになる方であり、将来研究者になっても太刀打

ちできないなと思ったのです。

そこで研究者の道をあきらめ、そ うした研究者の後

押 しをするような今の仕事に就いた とい うわけです。

02.良い先生に巡り会うためにはどうしたらいいですか。

国際級の研究者の話を総合 します と、家庭の雰囲気や環境、良い指導者 との出会いなどが

感 じられます。

確かにこうした点について言えば運 も感 じられますが、だか らといって受け身ではなく、

積極的に行動す ることも大切なのではないで しょう

か 。

特に近年はインターネ ッ トなどの発達によって、

家にいなが らでも相当の情報を手に入れることがで

きます。そ ういった仕組みを活用 して、 どこで どん

な研究が行われていて、 どんな先生が活躍 している

のかと言つたことを調べてみましょう。

こうして得 られた情報を元に、皆 さんが積極的な

行動をとることが、良い先生 と巡 り会える近道かも
しれません。

ホワイトボードに貼られた質問を見られる和田所長

最初の代表質問に答えられる和田所長

真創なきなざしを向l■る生徒

ホワイトボードの前で質問に答えられる和田所長



Q3.科学が好きになつた理由は何ですか。

中学や高校時代から数学や理科は好きでした。

でも、本当に好きになったのは大学に入つてからだと思います。

大学の時に使っていた教科書、特に物理の教科書が本当におもしろかったのです。

当然最初は全くわかりませんでしたが、数学がわかりだし、数式によって表されているこ

とが理解できるようになりますと、芸術作品や映画を見た後に 「美 しいな」と感 じるのと同

じ様に 「美 しいな」と思えるようになってきました。
「好きになる」と言 うのは 「楽 しめる」と言 うことだと思いますが、私にとって 「楽 しめ

る」と言 うことは 「美 しいな」と感 じることだったように思います。

Q4.科学技術政策研究所というのは何を研究しているところですか。

最初の質問と重なる部分もあるようですがお答えしたいと思います。

科学技術政策研究所には 40名 ほどの研究者がいますが、経済学者も多くいます。

従って、科学技術に関する直接的な研究を行っているわけではなく、日本の科学技術が国

際競争に勝てるかどうかを調べています。

もう少 し具体的に言います と、日本の弱点はここだと指摘するための研究をしていると言

うことになります。そして、 日本の弱点を弱点でなくすにはどのようにしたらよいのかとい

う改善する方向性を探 り検討する仕事をしていると言 うことになります。

Q5。 今一番注目している研究は何ですか。

国際的に役に立つ技術、 日本が先陣を切つている研究と考えてもらえば良いのではないか

と思います。

具体的には、昨年ノーベル賞を取つた 「素粒子」分野の研究や、京都大学の山中教授が先

導 している iPS細胞の研究、つまり皮膚の細胞などから万能細胞を作 り、そこから様々な細

胞を作 り出し、臓器へと導いていくとい う研究などに注目したいと思っています。
また、環境問題に関して C02の 削減 とい う問題があります。2005年 レベルの-15%を 目

標にしていますが、これは大変に厳 しい数値ですcこ の課題をクリアーするためにも、燃料
電池であったリハイブ リッド技術などと言 う分野の研究にも注目しています。

Q6.留学するとしたら、いつ頃がよいのでしようか。

何を目的に留学するかと言 うことでも変わってくると思います。

例えば、語学 (英語)を マスターしたいと思 うのなら、今の時期からでも問題ありません。
英語漬けの生活をすることで、短期間で英語をマスターすることも可能だと思います。

しかし、何かの研究のためにと言 うことであれば、大学を卒業するあたりがよいと思われ
ます。ある程度の基礎力を身につけ、頭も柔軟に働 く時期だからです。

外国の大学はどこかの研究室に配属されていても、別の研究室に出入 りして様々な先生の

指導を仰ぐことが可能です。この点で日本の研究室 とい うのは、閉鎖的であると言えるかも
しれません。こうしたシステムの違いなども大きな刺激 となるはずです。

ここに紹介した質疑応答以外にも、ホワイトボードに貼
られた質問一つ―つに、丁寧にお答えいただききした。
「′―ベル賞というのはこのような賞なのか」「ドラえも

んみたいなロボットは作れきすか」こ言った質問から、講演

内容にそった「科学技術に関する間Jbが低いのはなぜだこ

考えられるのか」「セ性科学者を増やすためにはこうした

らいいのか」こ宮った内容のものまで、きるで2鷹目の講

演をしていただいτいるような質疑応答でした。

本当にあιlがこうごぜいきした。
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15時50分 開講式

参加者を代表 して高校生が感謝の言葉を述べました。

「今 日は僕の誕生 日でした。和田先生の有意義なお話

を聞け、思い出に残る誕生 日となりました。」

和田所長の顔も、思わずほこうびきした

全員が起立し、和田所長に織拶をしている様子

講演会場を後にされた和田所長 ご―行は、学校

長の案内で礼法室に向かわれ、部活動中の茶道部
のお茶席を訪れられました。

一服 目は、作法に則 りおだやかにお茶を喫 して

お られましたが、本校茶道部講師の案内もあり、
二服 目からは足も崩 され、和やかに談笑 しながら

の席 となりました。

***  後日談  ***
この日は、新聞記者の方も取材に見えられ

てお り、次の日には、右のような記事が新聞

に載 りました。

平成21年 6月 ‖日(本 )付l■の福絆新聞

＼
／

ム
お茶がr31る孝う茶道部員

くつろいだ雰口気の二服日の様子



参加者の感想

・和田先生のされている、ここが弱いのかをBB確にして改善につなIfていく
こ富う仕事に感銘を受If春した。
・和日先生勝私たちの質問にしっから1答えてくださι

l、 大変良い経験になっ
た。
・今の世の中の状況、今後こうなっていくべきなのかなど自分なιlに考える
ことができた。
・日本も得意な分野で世界をリードできるこいう話を聞いてワクリクした。
・自分自身の将来の可能性の広がιIを感じることができる講演会だった。
・何をするにも興味や間ibがないこ頑張れない。自分も何かきっかIIを作っ
て苦手の数学に興味を持ちたい。
・考える楽しさを身につIfれば学ぶことが好きになれるこ言うことがわか
ι

l、 研究者のことが身近に感じられるようになった。
・今勝科学こは11のここに興味があるので、もう少し前にこのような講演会
があったらこ思った。
・科学勝めたこくさいものだと思っていたIIれこ、いういうな発見をしていく
中で楽しみを見つIfていくのだと思った。
・科学勝身近な疑問から生きれるのだなこ言うことを感じた。
・′―べfι賞を取った人はオ能だIfではなく、並太抵てない努力があったここ
がゎから1ょかった。
・一見必要のなさそうな知識でも、それを学ぶここで確実に自分に7ラスに
なるという話が印象的だった。
・科学者になるにしうならないにしう、基礎をしっから1身につIfることが大切
だこ言うことがわかった。
・科学の必要性を改めて実感した。
・陽子こ中性子の電荷の出しかたを教えてもらって、すごく関心が高きった。
・話し合いをして質疑応答する講演会け初めてだった。個人的には大変良か
ったこ思う。
・高機生こ話し合うという機会はなかなかないので、良い経験になった。
・じ7トンって何かなど、いういう質問したかった。
・原子や原子校などむずかしい内容があったlfれど、ティスカッションの中で
教えてもらい少し理解できたこ思う。
・小さい頃の経験が将来太tnなものになるこ言うことがわかった。
・話勝むずかしかったし、科学の嫌い度勝あ春ιl変わらないけれじ、自分も
何か一つ位すごい努力ができるものを見つlfたいこ思った。
・今きで研究者 =男性というイメージがあιl春したが、それは日本だIfだこ
言うことを知ιl驚き春した。
・日本の研究にはな性の力が必喜なことがわかった。
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