２０１８年度 「そうだったのか!!

紹介 （当日回収分のみ）

【受講者の一言感想】編
第 10 回

バイオの世界」❿ 3 月 15 日(金)

テーマ：「放射線の基準値と生物影響」

講師：大阪大学医学部講師

放射線基礎医学

中島 裕夫 先生

【本日の講座 ひとこと感想】
考える・知る・見る など、学ぶことによって変わっていくおもしろさ
が勉強できてよかった。情報あふれる今の世の中、学ぶことが本当に必要だ
と思える講座でした。何よりも楽しい時間でした。(女性 71 歳)
■

本当に、目から“ウロコ”のお話でした。いつもの講義の２回分位の内
容で、第一印象からは全然反対で、早口で“おもしろい事”をおりまぜ、本
当にあっと云う間の時間でした！ 次回も是非お願い致します。期待してま

■

す。❤ (女性 82 歳)
■ 正しく、理解して、判断する

と云う事が、大事だと思いました。･･･

半分も内容がわからないですが。講義も楽しく、飽きさせないお話でした。あっと
云う間に時間が経ちました。少し、早口だったのが残念。中身のとっても濃い授業
でした。(女性 68 歳)


２年間受講してきました。最後に中島先生のお話が聴けて、とても楽しく、又いつ
か参加できたらいいなと思いました。介護と仕事を、又始めたので、しばしお休み
させていただきます。子どもも明日、卒業式です。素敵な時間、ありがとうござい
ました!！ (女性 62 歳)



とても楽しく聞かせて頂きました。あっという
間に時間が経ちました。先入観にとらわれずに
物事を考える事の大切さを改めて感じました。
また次年度もよろしくお願いします。(女性 57
歳)
大変難しい話しを楽しくしていただき、あっと



いう間に時間が過ぎて、少々理解するのに問題
がありました。来年度も受講予定ですのでよろしくお願い致します。
(男性 69 歳)


３０年度最後の講座、楽しく学ぶ事ができ、特に脳の活性化が図れた気分です。
「基
準というものは、考えるという行為を遠ざけてしまう道具である。」（ウイリアム・
セジウィック）と言われているが、安全を確保されるための基準値は何を意味して
いるか？理解するようにしたいと思う。(男性 74 歳)



むずかしい専門用語が多かったですが、先生の熱意が伝わり、楽しかったです。(^_^)
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(女性 71 歳)
おもしろく聴かせてもらいました。(男性 69 歳)
とても面白く聞かせていただきました。大学が文系だったので、バイオの内容は、
とても新鮮です。早口だったので、聞きにくい事が多かったので少々残念でした。
ありがとうございました。(女性 73 歳)
■ 今年度最後の講義に、今問題になっている放射線について取り
上げていただき感謝しております。放射線＝ガンという感覚でした
が、いろいろ説明を聞き、誤解していた部分が多々ありました。難
しかったですが、とても勉強になりました。中島先生の講義内容の
すばらしさにひき込まれました。ありがとうございました。
(女性 71 歳)
■ むつかしい用語でなく、
充分にこなれた例をつかっての講座で、
笑いの中で学びました。生活クラブの活動(生協の一つで食品をとっています)の中
で、福島を今の問題として感じています。私自身も、ＣＴ・レントゲン等、自分の



問題として、何を基準にし、何を怖れるのか、聞き入る時間でした。(女性 81 歳)
中島先生のお話は、解りやすく、ユーモアもあり大変良かった。放射線は、怖いと
思っていたが、基準を知り、安心した。又、医療にも必要なので、もっと学校で教



える必要があると思う。(男性 73 歳)
むつかしい内容の話を、わかりやすく
話してくださって、楽しく聴けました。









(女性 67 歳)
科学的にものを考える大切さを知り
ました。(女性 67 歳)
講座内容は、毎回、難しい部分もあり
ますが、満足しています。(男性 64 歳)
もう少し話すスピードを制御してほしいです。聴き取れない時がありますので。
(男性 69 歳)
中島先生のお話は前回もですが、とても楽しい時間。難しい内容が、身近な事に上
手に変えて説明をしてくれるので、“そうなんだ!！”がたくさん出てきて、自然と
耳に入ってくるところが良かったです。(女性 54 歳)
中島先生、貴重なお話しありがとうございました。放射線の話し、科学的なものの
見方、考え方、非常におもしろく聞かせてもらいました。(男性 63 歳)
「放射線」について正しく理解すると、怖いものだけでなく、
人にとって、とても有効なものになる。
「放射線」だけでなく、
何でも思い込みでわかったように感じて、一方面だけで考えて
しまうのは、とても恐ろしいことにつながってしまうのだなと



思いました。先生のお話は、とても楽しく、テンポ良くて、聞
き逃さないように一生懸命、聞いてました。(女性 48 歳)
放射線の知識が全くなかったのが、よくわかりました。
(男性 55 歳)
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■






早口で聞き取れないところもありますが、大変な知識量が口をつ
いて出てきて、沢山を伝えようとして下さっているのがわかりま

す。理解は出来ないことはありませんが、聞きもらした部分を埋
めようと、いつまでも聞いていたい感じです。(女性 80 歳)
次回は、フクシマの問題についてのお話が聞きたいです。
ｅｘ.被曝の実相、除染の効果、事故を起こさなくても運転すること
による放射線の影響はないのか？土壌や海水、大気への影響など、人体への影響（長
い間の）、原子力のコントロールの可能性、点検による安全の確実性は、どれくらい
なのか？(女性 69 歳)
テンポ良く非常におもしろかった。(女性 67 歳)
食物や、自然から放射性物質が、含まれていると考えると、安全性の問題など、先
生のお話を聞いて、正しい知識が必要だと思いました。(女性 70 歳)
 日常生活のさまざまなシーンになぞらえてお話しいただき、とても面白い講義
でした。基準の考え方、良くわかりました。考えるという行為を遠ざけてしまう道
具にしないように考えましょう。最後のひとこま、
「福島県内での差し迫る真の問題
とは」先生のお考えを知りたいです。
（これからお話してくださるのですね。カフェ
で。）(女性 81 歳)






昨年、出席できなくて残念に思ってたのですが、やはり聞きそ
びれて損したと思いました。最初から最後まで、とてもために
なり、おもしろかったです。福島の事故で、不安がいっぱいで
したが、科学的知見が大事と本当に思いました。早口で流暢に
沢山のお話をして下さり、濃密なすばらしい時間でした。あり
がとうございました。 (女性 70 歳)
スライドと実験を交えたテンポ良い説明で、わかりやすかったです。(女性 54 歳)
今日もわかりやすく、時々、息抜きもあり、楽しく講義を聞く事が出来ました。放
射線についての正しい知識と世間の間違った常識を改めて確認しました。
(女性 56 歳)

【２０１８年度講座の感想・次年度への要望・具体的改善点・期待 etc メッセージ】







いつもお世話をおかけし有難うございます。長浜バイオ大学への見学は是非よろし
くお願いします。次年度もよろしくお願い申し上げます。(女性 57 歳)
１年間ありがとうございました。来年度も受講します。よろしくお願いします。
(男性 69 歳)
一年間ありがとうございました。次年度は本講座以外に、長浜バイオ大学の土曜日
市民公開講座を受講したいと思っています。 (男性 74 歳)
興味深い話しもあったが、１０回の話しがバラバラだと断片的な知識に終わって内
容が深められない。テーマを絞って継続的な内容の講義があってもよい。
・他講座で
すが、経済や金融・財政学の講義もほしい。(男性 69 歳)
はじめて、
“そうだったのか!!バイオの世界”に参加させて頂きました。難しかった
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けど、楽しい一年間でした。来年も続けて勉強したい
と思います。よろしくお願い致します。(女性 78 歳)








講座に加わって三年。少し、こなれたような気持ちに
はなっていますが、はて、さて、どうでしょう。カフ
ェタイムは、幼稚な質問もできて、すごく楽しいです。
どの講師の先生にも親しみを覚えます。いい時間をあ
りがとうございます。◎昨年、没になった「長浜バイ
オ大学の研究室訪問」今年こそ期待しています。
（女性
81 歳）
二年間、バイオの世界の授業を受けましたが、知らない事を教えてもらい良かった。
又、バイオカフェは、質疑応答で、先生から問題を掘り下げて応答してもらい良か
った。どの先生もユーモアを交えて素晴らしかった。(男性 73 歳)
実験で午前中に来た時、帰りに御所を通り抜けようとしたら、千洞御所の見学の申
込みができ、ダブルで豊かな時間をすごす事ができた思い出があります。時間的に
難しいですが…。講座の形体は、今のままでよいと思います。(女性 62 歳)
継続受講生が多いのにビックリした。講義時にも先生の発
言で○○年前にも××言いました。やりました…との言葉
には、初年生の私にはとまどった。次年度はどう?
性 80 歳)

か。(女




今年度の受講講座の内容も良かったです。(男性 64 歳)
毎年、最先端の講義が聴けるので楽しみです。(男性 69
歳)



1 年間ありがとうございました。難しいこと！解りにくいこと！面白いこと！楽し
いこと！いろいろな事がありますが、多くの先輩方と一緒に学べる時間は有意義な
時間だと感じております。郊外学習もあれば楽しいかなと思ったりしています。
(女性 54 歳)



1 年間お世話になりました。資料も毎回、感想も含め、楽しく読ませていただきま
した。期待以上に楽しんで参加することが出来ました。ありがとうございました。
チャンスがあれば、又、参加させていただきたいと思います。(女性 48 歳)
一年間たいへん楽しく聴講できました。(男性 55 歳)
皆さん、すごいなって思いました。(…学ぶ力) 次期は、仕事の都合で出席できま
せん。残念です。ほんとうにありがとうございました。(女性 71 歳)






今までの運営で充分です。また、お世話になります。(女性 69 歳)
息子の大学からの縁で、こちらに来る事が出来ました。息子が習
っていた先生の講義もあり、無口な息子と話すことも出来ました。
毎回、興味のある内容で、とても楽しかったです。残念ですが、
今年度で息子と一緒で卒業します。いろいろありがとうございま
した。又、機会があれば、、、(女性 56 歳)

❤皆さん、２０１８年度も本当にありがとうございました。皆さん
のひとこと感想は、運営でも大変な支えでした。次年度もよろしく。
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この日の授業風景

2019.3.15
『そうだったのか!!
バイオの世界⑩』
～バイオカフェの
あとで。
「はい！チーズ!!～」

最初はまじめに。
学びの顔で・・・。

次は、リラックス。
やっぱり自然な
笑顔が素敵です！

