
理科教室７月号（2013 年）鈴木原稿メモ  鈴木 久 

 なかなか分かりにくい原稿で申し訳ありません。張本人がこのようなことを書いてはまずいのかもし

れませんが・・・・・ 

１つは、実像が見えないと思っている誤解、１つは太陽の集光が実像だがその原理とどこに実像がで

きるかの誤解に関して扱っています。余裕があれば水中の物体が浮き上がる件ですが同じ方法で行えば

きちんと見える方向だけでなく実物の真上の位置に見られることができる作図ができます。本を読み取

るだけでなく、それではこういう場合はどうだと考えたり批判的に読まれると楽しみです。 

※太陽光の凸レンズによる集光の実像が凸レンズからの焦点距離にできる証明 

一番最後に掲載しました。  

※赤外線の画像 

１ ニホンミツバチはオオスズメバチを集団で周りから取り囲み熱死させます。 

オオスズメバチｖｓニホンミツバチ等で検索してみてください 

 

２  

※紫外線の画像 

 花の簡易（安易）デジカメ紫外線写真 アドレスは以下が画像や活用に参考になる。 

 http://www.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/uvir/hana_uv.html 

※愛知物理サークルの関連 

 自分の発表は無記名。ＨＰの内容は目次がないと価値がないと主張する人がいるがその通りだと思う。 

今回は光関連のものを集めてみました。 

 

  愛知物理サークルトップページ http://www2.hamajima.co.jp/ikiikiwakuwaku/ 

 

 実像と虚像の見分け方  スクリーンでチェック 例会の記録２０１３年５月１８日 

 太陽の像はどこにできる  例会の記録２０１３年５月１８日   証明はこのメモに 

 レンズが作る像と明るさ（佐野さん） 例会の記録２０１２年９月２９日 

 レンズで見える像 例会の記録２０１１年９月２３日 

 時計皿でレンズ 例会の記録２０１１年７月２日 

 葉緑素の光吸収（井階さん） 例会の記録２０１２年５月１２日 

 複数レンズでの実像（伊藤さん）例会の記録２０１１年５月７日 

 太陽光での光の集光を見る 例会の記録２０１０年９月２５日 

 光の屈折 例会の記録２０１０年９月２５日 

http://www2.hamajima.co.jp/ikiikiwakuwaku/


 LEDで３原色（舟橋さん） 例会の記録２０１０年５月２２日  

レンズを通る光の道すじ（佐野さん） 例会の記録２０１０年５月２２日 

 レンズと曲率（佐野さん） 例会の記録２０１０年５月２２日 

  床屋の時計（前田さん） 例会の記録２００９年１２月１２日 

 鏡の像 例会の記録２００９年１２月１２日 

 水中の物体―屈折 例会の記録２００９年１２月１２日 

 新３原色装置（飯田さん） 例会の記録２００９年１２月１２日 

鏡で自分を見る 例会の記録２００９年９月２６日 

水中で変身 例会の記録２００９年９月２６日 

ピンホール撮像器（川田さん） 例会の記録１２月１３日 

手作り大型レンズ 例会の記録２００８年１２月１３日 

立体光路鑑賞装置（川田さん）例会の記録１２月１３日 

実像投影装置（奥谷さん）例会の記録１２月１３日 

金箔（山岡さん） 例会の記録２００９年２００６年１２月１０日 

レンズのはたらき 例会の記録２００９年２００６年１２月１０日 

同じ黒でも 例会の記録２００９年２００６年１２月１０日 

全反射（川田さん） 例会の記録２００９年２００６年２月１８日 

不適切な屈折の問題（飯田さん） 例会の記録２００７年１２月９日   

カメラの原理（川田さん） 例会の記録２００９月１日 

金箔の色（井階さん）例会の記録２００７年２月１７日 

金箔（山岡さん） 例会の記録２００６年１２月１０日 

立体スペクトル（伊藤政夫さん） 例会の記録２００６年７月８日 

色の問題（飯田さん） 例会の記録２００６年７月８日 

植物の葉は赤外線を反射する（伊藤さん） 例会の記録２００６年２月１８日 

虹の見え方観察装置（井階さん） 例会の記録２００６年２月１８日 

虹の見え方について（井階さん） 例会の記録２００５年１２月３日 

３原色表示装置（舟橋さん） 例会の記録２００５年９月２４日 

光の墜落（林熙崇さん）２月１２日 

屈折率が同じだと（戸田さん） 例会の記録２００４年７月１１日 

新光の三原色装置（飯田さん）例会の記録２００４年７月１１日 

教室いっぱいの虹（川田さん）例会の記録２００３年１１月２９日 

散乱（川田さん）例会の記録２００３年１１月２９日 

ＬEDで光の３原色（山田さＮ、川田さん、飯田さん）例会の記録２００３年１１月２９日 

光の３原色（飯田さん）例会の記録２００３年９月２７日 

全反射の見え方 例会の記録２００３年７月１３日 

黒い炎（林熙崇さん）例会の記録５月１０日  

赤外線を集める（前田さん）例会の記録２００２年１２月７日 

目玉モデル（戸田さん） 例会の記録２００２年７月１３日 



光のマジックの説明（川田さん、林さん、奥谷さん、飯田さん、山岡さん）例会の記録２００２年５月

１１日 

レンズ（前田さん）例会の記録２００１年１２月８日 

全反射（奥谷さん）例会の記録２００１年１２月８日 

レインボーシートの３原色（飯田さん）例会の記録２００１年１２月８日 

光の３原色その１（川田さん）例会の記録２００１年９月２２日 

光の３原色その２（前田さん）例会の記録２００１年９月２２日 

光の３原色その３（飯田さん）例会の記録２００１年９月２２日 

光の３原色その４（飯田さん）例会の記録２００１年９月２２日 

光の３原色その５（杉本さん）例会の記録２００１年９月２２日 

目玉モデル（奥谷さん）例会の記録２００１年７月１４日 

３原色説明装置（山田さん）例会の記録２０００年１２月９日 

赤外線放射温度計（舟橋さん）例会の記録２０００年９月２３日 

赤外線観測装置（伊藤昇さん）例会の記録２０００年９月２３日 

絵！が見えてくる（森井さん）例会の記録２０００年７月１６日 

光の３原色（久保田さん）例会の記録２０００年４月２９日 

 

※理科大好き人間の科学の工房（鈴木のブログ）関連 

トップページ 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/ 

 

いくつかシリーズものがあります。そのうちの１つが『月の満ち欠け』 

太陽から受けた光線ですが、おおよそ平行光線だということを示してもいます。 

 以下に最近アップしたものだけ掲載します。興味のある方は日付を参考にご自身でご覧ください。 

月の満ち欠け 

 ２０１３年１月７日   月の満ち欠けとモニュメントの電球の影。今回は、

白熱電球とどちらから太陽の光が当たっているかわ

かる垂直の線の影 月の満ち欠けとモニュメントの

電球の影。今回は、白熱電球とどちらから太陽の光

が当たっているかわかる垂直の線の影 

 

 ２０１２年１２月２４日 久しぶりの月の満ち欠けです。丸い立体への影な

ので他の形より太陽からの光線のくる向き（影から

推測できる）がよくわかります。新しいバージョン

で す。 

 

2012.01.28  月の満ち欠け 

 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/
http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/12/24/p1010566.jpg
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http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/01/16/imgp3660.jpg
http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2013/01/07/imgp5010_3.jpg


2012.01.19  月の満ち欠け 

2012.01.17  月の満ち欠け 

 

 

2012.01.16  月の満ち欠け 

2012.01.16  月の満ち欠け 

2012.01.13  月の満ち欠け 

2012.01.05  月の満ち欠け 

2011.12.18  月の満ち欠けとタンク 

2011.12.13  月の満ち欠け 低すぎて無理 

2011.11.19  月の満ち欠けが見られるのはこんな時刻 

2011.11.16  月の満ち欠け 

2011.10.05 

月の満ち欠け(とうとう画面をはみ出ました) 

今回は、月とガスタンクです。全体の画像もあるのですが、縮小をかけると月が対比できなくなってし

まうのでここに載せるのはあきらめました。しかし、この画像を見ても撮影されていません。マウスを

画像にクリックすると全部がが見られます。なお、今回はガソリンスタンドに太陽が光の反射の法則に

したがって映っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.10.01  月の満ち欠け（逆半月） 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/10/05/imgp0366.jpg


 

 

2010.09.04 

月の満ち欠け（逆三日月） 

  このタイプの月は初めての撮影かも？太陽がほぼ南中していて月は東の空に高度約３０°。太陽と

の差７０°位か。すぐ近くにはガスタンクを入れて撮影できそうになかったため、バレーボールと卓球 

2009.12.05  月の満ち欠け 

2009.10.25  月の満ち欠け 

2009.04.06  月の満ち欠けと飛行機 

2009.01.07  月の満ち欠け 

2009.01.07  月の満ち欠け 

2007.02.28  ボールの満ち欠けと影 

2008.09.07  月の満ち欠け 

2007.02.28  月の満ち欠けとボール 

2007.01.30  月の満ち欠けと移動 

2007.01.30  月の満ち欠け（拡大版） 

2007.01.30  月の満ち欠け（拡大版） 

2007.01.30  月の満ち欠け（拡大版） 

2006.10.20  の満ち欠け 

2006.03.31  月の満ち欠け今度はヘルメットで 

2005.11.26  月の満ち欠け３ 

2006.01.06  月の満ち欠けと満ち柿？ 

2004.11.30  月の満ち欠け 

 

2012.11.11 

光の直進 

  北川民治のアトリエ見学。年に２回合計４日のチャンスだけだ。

庭でたき火を行っていたため、光の筋が。光の直進を見せる写真とし

て、木漏れ日とか、ブラインドからの光の筋などが定番だが、たき火

の煙にはさすがにかなわないようだ。ただし。煙がその場に行くのを

待つのはなかなか骨の折れることではある。 

 

 

 

2011.12.14 

測量器具に光の反射の法則の応用を見る 

  平面鏡の合成で違った方向から来た光線でも同じ場所にもどすのは、月面に置いた鏡にレーザ光反

射で月戸と地球の距離測定に活用されていると聞く。写真は、正面、右側から、左側からカメラで撮影

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/11/11/p1000588.jpg


したもの。 

 

 

 

 

 

 

2006.10.13  鏡での反射 

この夏、ビジネスホテルに宿泊したときに撮影しました。 

奥の方に、鏡に映った像が反射して映っています。 

 

 

 

2007.03.09  鏡に映る全身 

 自分の体全体を鏡の中にぴったりと入れる大きさの鏡を見つけました。ホームセンタ

ーで偶然見つけたのですが、（顔が見えないようにあえてフラッシュをたいたための失

敗作を載せました）、さて、この鏡の長さはどれだけでしょうか？ちなみに、私の身長

はおよそ１６５ｃｍ程度です。 

 

2004.03.13 

救急車の逆さ文字 

救急車の前の文字が書かれているのを知っていますか？ 

「救急」の文字だけ、逆文字になっています。 

これにはどんな意味があるのでしょうか？ 

 

後ろに救急車がきたとき、バックミラーに映った「救急」の文字

が正しく映るために 

見やすくて移動してもらうことを期待しています。 

 

こちらは、車内のバックミラーです。カメラやＩＳＵＺＵの文字

だけが逆に映っているので「救急車」の文字がきちんと映されて

いることがわかります。 

 

2005.03.23 

逆さ文字のトラック 
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以前、このココログで救急車の逆さ文字という記事を書いた。２００４．３．１３付 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/blog/2004/03/index.html 

今回は、その第２弾で逆さ文字のトラックである。正式文字と逆さ文字の両方を 

つけたトラックに出会った。 

2012.07.29 

ロンドンオリンピック競泳競技１ 

  ロンドンオリンピックが始まりました。水泳の競泳では、水中からのカメラ撮影もあります。今回

はその中の２点。どちらも、全反射に関連したものです。今回は水面に本人が映って鏡のように映って

います。 

 

２０１２年７月２９日 

ロンドンオリンピック競泳競技２ 

  同じく全反射画像です。こちらは水中から、水

面を通して外を見た画像です。もう少しだけ引いて

撮影してくれれば、丸い境界線がきれいに見られた

のですが。 

 

 

2009.03.07 

水での屈折 

 久しぶりに淡水魚博物館をおとずれました。テッポウウオ２

匹ですが、水面上と水面中？から見たものです。水中の足が短

く見えるように、デブッチョのテッポウウオがスリムに見えま

す。 

2005.07.19 

逃げ水 

逃げ水を撮影した写真をやっとアップできた。 

１昨日の愛知物理サークルに参加して、 

話題に出したがあまり興味を持ってもらえなかったようだ。 

ただ、いくつも増えるのは道がでこぼこしているからではないのかと指摘を受けた。 

しかし、そうではなく作図の間違いではないかと思うのだが。どうだろうか？ 

２枚の写真はほぼ同時刻に撮影したもので、上が同じ場所からより低い位置（道路に 

腹這いになって！！撮影）からのもの。 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/blog/2005/07/post_ecc1_1.html
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2011.12.10 

音と光の速さの差 

  わざわざ撮影に行ったけれど、恥ずかしい理由でダメであった。来年こそ

はと思い記録を残しておく。これまで何度も挑戦してきたが、うまくいかなか

ったのは速さが遅いときだったこともあったと思う。 

 

2008.08.31 

片山津での花火 

 以前から、音の授業で挑戦している花火のビデオで音速を求めたり、音速か

ら距離を計算したりするためにビデオ撮影に挑戦していました。これは、偶然、出会ったためデジカメ

での撮影です。意外と使えそうです。（現在動画が切られています。要望があり可能ならばここに掲載し

ます。） 

 

2007.03.22 

顕微鏡下の凸レンズ？ 

先日顕微鏡で微生物を観察していたときです。ミカヅキモの近くに気泡ができよく見たらその中に、窓

の枠と生徒の姿が映っていました。アルバムの方には、２つの泡とその中に同じ像が映っているのが見

られます。２つとも同じ形です。当たり前といえば当たり前なのですが。自分は初めて確認できました。 

 

2007.11.19 

布地で干渉？ 

 新しいカメラの購入で、いろいろ可能性が増えてきた。今回の写真もやっと自分のカメラで撮影する

ことができた。旗の近くでは無理だが、少し離れて撮影すると撮影することができた。以前、親切な方

に同じような写真を撮っていただき、このブログに載せることができた。今回の写真には、少し虹の色

も映っている。 

 

http://manabinoasiato.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/photo_9.jpg
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最後のページは、太陽の実像が凸レンズから焦点距離の位置にできることの証明 



 


