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◇T.H. 
 器具の扱い方から補正方法にいたるまで丁寧に教えていただけて大変勉強になりました。 
英語のプレゼンについてはかなり苦労しましたが、非常によい機会でしたので、今後も続

けていってもらえるとよいと思います。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇A.T. 
 コンフロや水ストレスの概念などを説明することで自分の理解を深めることができまし

た。また、同位体の分析結果が予想と異なるものになり、それについての考察をグループ

全員で議論することができ、とても有意義で楽しい時間をもつことができました。 
自分の研究についての理解がとても不十分だったので他のみなさん迷惑をおかけしてしま

いました。もっと理解度を上げていきたいと思いました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇M.K. 
 各マイクロ研究プロジェクトは実に興味深く、1週間の日程でサンプル収集～分析～考察
までやり遂げることができ、充実したものだった。 
英語グループということで、海外の受講生とのコミュニケーションを取らざるを得ないと

いう環境の中で、同じ目的に向かって実習を行ったことで同位体の知識だけではなく、英

語コミュニケーション能力の向上も果たせたと思う。 
またWelcome partyでは札幌（北海道）限定のビールを 6缶も飲めたので嬉しかったです。 
先生をはじめ、スタッフのみなさん、特に上田君ありがとうございました！！ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇M.L. 
 I found much important information when making C and N stable isotopic analysis.  
And some hypothesis were formed on the basis of data results.  It’s very interesting 
and useful for the future work.  Also, I should read more articles to conform hypothesis 
effectively.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇E.T. 
 短期間で実験を考察してプレゼンテーションをするのは非常に勉強になりました。異分

野・異文化の学生たちとコミュニケーションがとれたこと、そして得られた知識、体験は

貴重なものになりました。 
また同位体について基礎から学べたので今後同位体をあつかっていく上でいいトレーニン

グになりました。学生どうしで刺激しあえたことで研究に対するモチベーションがあがり

ました。 
よい機会をありがとうございました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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◇M. M. 
 この実習でもっと同位体やその分析について知りたいと思って参加させて頂きました。 
私の研究分野とは少し違った分野でしたが、同じ質量分析計を使われていて、そのしくみ

や操作方法を学べたことが良かったです。 
また、他大学の方や学年が違う方、外国の方とお話したり、意見を交わしたりすることで、

新しい考え方や発表の工夫の仕方などを学べて勉強になりました。 
また、英語に触れる機会がほぼなかったので非常に勉強になりました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇A.Y. 
 同じ同位体を扱っている同じ世代のみなさんとお話しできたことが、なによりも刺激に

なりました。マイクロ研究プロジェクトで違う研究を体験できて新しい考え方や知識をみ

んなから教えてもらうことができました。 
なかなか期間が短く、深い考察ができなかったのが残念ですが、これを機会に広く同位体

の勉強をしていこうと思います。 
参加できて良かったです。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇S.A.I. 
 This short course have really opened my mind to different research areas.  It is 
really an important program that I think should continue yearly and also give room for 
more participants across the world. 
Another interesting part is the Web ex that was used for the presentation.  I was able 
to make new friends and this makes me happy.  I hope to use the mass spectrometer in 
future for my own research.  Thank you so much for organizing this program. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇A.M.B.S. 
 At first I am very surprised on the topics of the research projects.  I thought first how 
can stable isotopes be used on these different projects.  The different topics are very 
hard to understand for just one week but I am confident that because of this short 
course I have an understanding on the uses of stable isotopes on everyday life such as 
the δ18 O andδD of different water sources. 
Thank you very much for teaching many students about these topics.  I hope these 
kind of training will be offered to many more students and people interested in stable 
isotopes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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◇R. P 
 Maybe little bit limited time for measurement and analysis of sample or give us one 
day to prepare good result and discussion part of final presentation. 
But anyway it was very good time to know more about research with using stable 
isotopes.  Thank you very much for excellent work to make this short course very 
interesting and useful for the young researchers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇M.M. 
 様々な国の人、研究室の人と知り合うことが出来るとともに自分の研究の理解も深める

ことが出来たとで、とても良い時間を過ごすことが出来ました。 
今までずっと知りたかった基本的な知識を知ることが出来、またそれを応用に活かすとい

う経験をすることができたので、これをこれからの研究に活かしていきたい。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇R.H. 
 今回のラボ実習は私にとって非常に有益なものとなりました。基礎的な知識だけでなく、

マイクロ研究プロジェクトを通して実践的なテクニックも学ぶことができました。自身の

研究への応用についても考えることができました。 
他にも，海外の留学生の方々の研究の話を聞いたり、互いの研究についてディスカッショ

ンをしたりする機会が良い刺激となりました。 
またこのような実習に参加する機会がありましたら積極的に参加させて頂きたいと思いま

す。ありがとうございました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇M.Y. 
 今自分が研究を遂行していく上で、自分にとって刺激となるものや得られるものがたく

さんありました。まずさまざまな研究分野の人たちが集まることで“安定同位体”につい

て多くの方向性が見出せたことです。自分としてはまだ学部 4 年で研究についても、もち
ろん安定同位体についても未熟な知識であるため、基礎的な知識や実際研究で使用するコ

ンフロの詳しい機械操作・実践等を目的としてプロジェクトに参加しました。杉本先生の

講義と実験でそれは達成されましたが、それよりも英語の講義（Carol さんの Web 講義）、
数々のセミナー、留学生との交流で、普段経験することのできない貴重な体験をすること

ができました。自分も一研究者として（まだ始まったばかりですが）、一つの分野でせばま

らず、共通のなにかをもってさまざまな分野に着手し、グローバルな視点で研究に取り組

めたらと思います。 
今回皆さんと一緒にプロジェクトに参加できましたこと、心より感謝申し上げます。あり

がとうございました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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◇A.I. 
 今まで英語を話す機会がなかったので、英語で発表するという経験ができて良かったで

す。 
コンフロの分析を最初から最後まで自分で行ったので機械の操作の仕方を修得することが

できたと思います。今後の研究にとても役に立ちました。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇K.H. 
 短期間の実習でしたがとても充実していました。水分析について学ぶのは初めてで、英

語グループだったので不安もありましたが、班の方々が非常に親切にしてくださり、たく

さんのことを学ぶことができました。実験をして分析結果をまとめてプレゼンまで作り上

げる中で、周りの方に多くのことを教えてもらうことができてとても感謝してます。 
貴重な体験が出来てとても良かったです。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇R.S. 
 様々な人と共同作業し、また安定同位体の様々な分野に触れることができたこと、サン

プルを分析し、はっきりと興味深い結果が得られるまでの一連の過程を体験できたこと、

これらが今私の印象に残っている点です。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


