一番不思議だと思うヒトに関わる生命現象を一つ記載し、なぜそれを不思議に思うのかを 200 字程度で述べ
よ。	
 
	
 
1. なぜ災害時の人命救助のとき、72 時間を過ぎると救出率が非常に下がってしまうのか？疑問に思う理
由として	
 ニュースでよく生命のタイムリミットとして、72 時間をよくあげられるから。	
 
	
 
2. なんで女の人だけに生理があるのか不思議です。 生理はきついし、一週間も続くし、女で生まれてき
たことが嫌に思う瞬間です。 これがあることで赤ちゃんを作ることができるっていう優越感的なのは
あるけど、それ以外には正直必要なのかなって？生理が来るたんびに思います。 逆に男の人にはこう
ゆう辛いことがないっていうのが不公平だなって感じます。人が発達していくなかでなんでこうゆう
別れ方になったんですか？男が赤ちゃんを産むっていう体にならなかったんですか？	
 
	
 
3. かかとの皮膚が割れている？人と、きれいにつるつるな人がいるのは何故だろうかと思う。個人的に
は大人になればなるほど、かかとの皮膚が割れているひとが多く感じるので、何が原因で割れてしま
うのかそこにある気がする。	
 
	
 
4. なぜヒトは楽な方向や駄目と分かっている方向へと流されてしまうのか。私自身、授業などを眠いか
らと言う理由で休む事があったり、楽しいからという理由で夜遅くまで起きてたりしてしまうから、
どうして楽な方へ気持ちが向くのか知りたい。また、内地出身なのですが沖縄にきてから、深夜徘徊
の子どもが多いのに驚いた。煙草や深夜徘徊は子どもには良くない事だし駄目なことだと分かってい
るはずなのになぜ、してしまうのか興味がある。	
 
	
 
5. ヒトがこの世に存在していることが1番不思議です。高校のときに生物の授業でヒトの器官や、神経な
ど、様々なことを学びました。今自分の体の中で工場のように働いている細胞などを知り、とても感
動しました。ですが、そのような複雑な仕組みが出来上がった最初の瞬間が想像できません。なにも
ない宇宙からどうやったら細胞などができ、それらが複雑に絡み合い、働きあい、ヒトを形作ってい
ったのか、不思議でたまりません。	
 
	
 
6. 私が一番不思議に思った生命現象は、死についてです。なぜ死にしたかというと、死の定義が、明確
にはなっていないという理由があるからです。例えば細胞のレベルで考えると、その細胞が死んでも、
細胞移植をすれば、細胞自体は死んだことにはならないので、死に入るのかどうかということになり
ます。他にも、人間だけでなく、植物などの死の境界線もはっきりしていないので、死が一番疑問に
思いました。	
 
	
 
7. なぜ人間は気の合う仲間を見つけ、その仲間同士でつるみ(集団を作る)、行動を共にするのだろうか？
また行動を共にする中で、仲間はずれや仲間割れなどのバトルが繰り広げられてしまうのだろうか？	
 
	
 
8. 私が人の生命現象で不思議に思うことは誰にでもある、ということではないが、足かに存在する、同
性愛である。何故なら、そこからは自分の欲望、いわば性的な欲求しか叶わないからである。普通の
人であれば、性交を行い、子孫を残す、という点で愛する、ということに意味がある。しかしながら
同性愛というのは子孫は残せない、普通の動物では行わない行為をする、という不思議がある。他の
欲求、例えば食欲がなければ人は餓死してしまう、睡眠欲がなければ疲れはててしまう。しかしなが
ら、性欲というのは無くても生きてはいけ、なおかつ同性愛というのは子孫も残せない必要のない行
為である。よって、私は同性愛が不思議な現象だと考える。	
 
	
 
9. 私はあくびが不思議だと思います。人間はもちろん、動物もあくびをしますが、どうして眠くなると
あくびをするのでしょうか。私は眠くなった時あくびが出ますが、どうして酸素を沢山吸おうとする
のでしょうか。あくびをしたくない状況でも、どうして他人からのあくびが移るのでしょうか。あく
びが出る時、TPO を弁えなければならないのですが、大切な時にあくびを出るのでしょうか。	
 
	
 
10. 充分な睡眠を取れている場合でも、授業中や薄暗い部屋にいる際などの時眠気に襲われるのは何故か、
疑問に思います。暗い中の時では、体が夜だと勘違いを起こして眠気が出ているかもしれないという

推測が立てれますが、明るくても電車やバスの中でもいつの間にか寝てしまっていたという事が度々
起こるのは何故か疑問に思います。	
 
	
 
11. 同じ量を食べるのに、人によって太る人と太らない人がいることが不思議に思います。好きな物を好
きなだけ食べたいのに、私は食べた分だけ動かないと太る体質なのでしっかりセーブしなければいけ
ませんが、友達は好きな物を好きな量食べて運動を特にするわけでも無いのに痩せていて不公平だな
と感じるからです。生まれながらに、胃下垂の人は少し理解出来るのですが、途中で胃下垂になる人
が理解できません。	
 
	
 
12. 私が一番不思議に思う人に関わる生命現象とはどうして毛が生えてくるのかということです。人間や
その他の動物はどんどん使わないものは退化していくのに、いまだに毛が生えてきます。髪の毛や下
の毛が生えてくるのはまだ理解できるけどそうでないところはそろそろもう生えなくても良いと思う
のです。しかも剃ってもはえてくるのはなぜなのでしょうか。まれに生えてこなくなる人がいるのも
不思議です。どうやってそういうふうになるのか知りたいです。	
 
	
 
13. 悲しいことがあったり、緊張しているとき、食事が喉を通らないときがあります。お腹はすいている
のに何故食べることができなくなるのですか。	
 
	
 
14. アトピーが生まれた原点私自身アトピーなのですが、なぜそうなったのかよく分かってないです。身
内にもアトピーはいないので。また治す技術も今発達中ということで気になります。なんらかの細菌
や、皮膚の保湿が足りないことが原因だと思いますが、保湿をしっかりしてても痒くなることはあり
ます。原因などをしっかり知り、自分自身アトピーのために何かやれることはないか考えてみたいと
思った。	
 
	
 
15. 私がヒトに関わる一番不思議な生命現象は、眠くなることです。睡眠不足で眠くなることはなんとな
く理解できるのですが、昼ごはんを食べた後の3限、4限の時間になぜか眠くなります。前の日の夜に
はしっかり睡眠をとったはずなのに、昼ごはん後の授業はなぜ眠くなるのか不思議です。私は高校か
らずっとこのことを不思議で不思議でたまりませんでした。寝たいという意思がないのに眠い、不思
議ですねぇ〜。	
 
	
 
16. 私よりはるかに食べるわりには私よりも身体がかなり痩せていて、一向に太らない友人がいます。遺
伝子などの体質的な問題だとは思いますが、標準的で同じ食生活をしていても体型に大きな差がでて
しまうのは何故なのか、どういったことが原因で差がでるのか、人は体質を痩せ型に変えることがで
きるのかということが知りたいです。	
 
	
 
17. 私が一番不思議だと思うヒトの生命現象は涙である。涙は、目に入ったゴミを洗い流す働きがあると
耳にしたことがある。たしかに、目にゴミが入ったときに涙が出てきた経験は何回もしたことがある
が、それ以外にも悲しい時や嬉しい時、あくびをした時にも涙が出てくる。さらに、そのような時は
涙を流そうと意識していなくても、自然に出てくるのだ。目にゴミが入ったわけではないのに関わら
ず、涙が出てくるのはどうしてなのだろうか。とても不思議に感じる。	
 
	
 
18. ヒトの生命現象で不思議に思うことは寝るという行為。ヒトは24時間を1日と決め、毎回同じサイクル
で眠気が襲ってくる。そこで寝なくてもまた眠気がくる。そして起きる時間もほとんど決まっている。
まるで体が勝手に反応しているように、寝る、起きるを繰り返していると思う。たとえ、いつもの倍
寝たとしても、また同じ時間に眠気がくる。人間の脳が命令しているのかなどと、不思議に思う。ま
た、寝て起きるという当たり前のようにおきている現象にも、なぜ目覚められるのかという不思議も
同時に感じる。	
 
	
 
19. 私が一番不思議だと思うヒトに関わる生命現象は、「くしゃみ」と「しゃっくり」です。不意に出た
り、人によっては頻度や大きさも違うし、どういう意味があって「くしゃみ」や「しゃっくり」が出
るんだろうといつも思います。さらに、止め方もわからないところもまた不思議だと思います。昔、
テレビでずっとしゃっくりが止まらない人という話を見たことがあるので、それはなぜだったのかも
気になるので、思うヒトの不思議な現象は「しゃっくり」と「くしゃみ」です。	
 

	
 
20. 私がヒトに関わる生命現象で特に興味深いことは、人間の視覚です。人間が見ている世界は本当に正
しく見えているのか、他の生物が見ている見方が正しいということはないのだろうか、とよく考える
ことがあります。また色についても疑問点があり、ヒトが見ている色は正しいのか？〔例えば、私が
見ている赤は本当に赤なのか？〕不思議に思います。今回、この講義を取ったことでこの疑問点が解
決できたらいいと思います。	
 
	
 
21. 私が、ヒトに関わる生命現象で最も不思議だと思うのは、涙が出ることです。なぜヒトは、悲しいと
感じたら涙を出すのでしょうか。目の乾燥を防ぐために、最低限の涙がでないといけないのは理解で
きますが、悲しいと感じると、こぼれるほど涙を流すのは、理解できません。私は涙もろいのですが、
涙を流すことに、必要性を感じません。	
 
	
 
22. 人の髪は、頭を守るためにあるという話しを聞いた事があるが頭部を覆うくらいの長さがあればいい
と思う。だけど、髪は際限なく伸びていく。自分的には守るという意味では全く必要がないと感じる。
なぜこんなにも伸びるのか、また抜けていくのか？男性ホルモン、女性ホルモンに関係するらしいが、
男性ホルモンが多い人は守る意味では不利になる。髪が伸びる本当の意味があるなら本当の意味を、
そして毛の存在意義などが私が不思議に思ったことです。	
 
	
 
23. 睡眠についてで、1 日中たくさん寝て、次の日のために寝溜めしようと寝ても、次の日がハードだった
ら、その寝溜めも意味がなくなることが不思議です。なのに、睡眠不足だと、次の日には響いてしま
うのがなぜかは気になります。逆に寝すぎるのも身体がだるくなってしんどくなったりもするので、
それに関しても、眠ることで、身体は休んでいるはずなのに、どうしてなのか不思議に思います。	
 
	
 
24. 私が一番不思議だと思うヒトに関わる生命現象は、睡眠についてです。私は眠ることが好きなので、
１日１０時間以上眠ることもよくあるのですが、友達のなかには１日４時間程度しか眠らなくても大
丈夫という人もいます。睡眠が長時間必要な人と短時間で十分な人との違いには何か理由があるのか、
疑問に思っています。	
 
	
 
25. 私が不思議に思ってることは受精卵から赤ちゃんになるまでの過程です。 なぜそれを不思議に思うの
かはあんなに小さな受精卵が大きな赤ちゃんになるからです。細胞分裂とかによってだんだんと大き
くなっていくとかそういうことは聞いたことはあるんですけど、そもそもなぜそういうふうになるよ
うになっているのか、そのようになるようになった理由というか過程も気になります。それに人は他
の動物よりも複雑なものだと自分は考えているのでそこをどういうふうになっているのかも不思議に
思います。	
 
	
 
26. 私が不思議に思っていることは、なぜヒトは涙を流すのかということです。他の動物では、涙を流す
という現象はあまり見られないのに、ヒトは流すというのが不思議です。涙を流す理由は様々で、痛
みなどの感覚的なものによる涙もありますが、悲しみや喜び、悔しさなどの感情によるものが大半で
あり、どういう仕組みになっているのかが気になります。涙を流すことはどういう働きがあるのか、
また、涙を流すことにはどういう意味があるのか知りたいです。	
 
	
 
27. 人の外見や性格、好みなどの個性が、人がそれぞれ持っているDNAによって形成されてくると思う。そ
こでこの先技術革新などしていき、DNAの解析がより高度になるとどれだけ個人の特徴などが割り出せ
るのか興味があります。例えば今は、血統などからガンになりやすい、などあくまで可能性になって
いるが。もっと進めばもっと正確に詳しくわかるのでしょうか。ざっくり言うとDNAに興味があります。	
 
	
 
28. 私が不思議に思うヒトの生命現象は、食事と体重の増減についてです。私自身、ダイエットなどで食
事の量を減らしたり、たまに食べ過ぎたりと、毎日量も種類もバラバラな食生活です。しかし、食べ
過ぎたと思った日の翌日に体重が減ったり、昨日は全然食べなかったと思った日は体重が増えたりと、
稀なことではありますが、このようなことがあります。	
 
	
 
29. 食べたものや運動量も関係するとおもいますが、それが不思議だなぁと体重をはかるたびに思います。	
 
	
 

30. 私はヒトに関わる生命現象で一番性欲が不思議で仕方ない。欲望の中でも食欲、物欲などがあるが、
性欲はどの欲望よりも強いのだと思う。不思議に思う一番の理由は、性欲は枯渇しないということで
ある。例えば、射精したときなど、一時は性欲がもう発生しないかのようにも思われるが、ものの数
分ですぐ復活する。これはつくづく不思議に思うのである。極端だが、1日でも性欲がない日があって
もいいと思う。実に不思議である。	
 
	
 
31. 私がヒトに対して不思議に思うことは、感情を持ってることです。楽しい、嬉しい、悲しい、怒り、
この他にも異性に恋したりとヒトは様々な感情を持ってます。それに対して、動物はヒトに比べて持
ってる感情が少ない、あるいはないと思いました。動物はヒトとしゃべることでコミュニケーション
を取ることが出来ないから動物が持ってる感情をすべて分かるわけではないですが、私はヒトは他の
動物に比べてたくさんの感情を持ってると思い、それについて不思議に思いました。	
 
	
 
32. 私が長年不思議に感じていることは、くしゃみについてです。私は暗いところから急に明るいところ
に出るとくしゃみが出ます。特に太陽の光に当たるとかなりの確率で出ます。そのことをいままで周
囲の人に話してもまったくもって共感を得られませんでした。これが私だけの現象なのか、それとも
人体の構造上仕方ないことなのか、疑問に思っています。また、耳掃除をしてもせきやくしゃみが出
て、涙が滲んでしまいます。時によってはぼろぼろ泣いてしまうこともあります。この授業を機にこ
の謎を解決したいです。どのくらいの割合で私のような人がいるのでしょうか？耳や鼻、目の涙腺な
どは全てつながっているそうです。私の場合、人よりも敏感なためこんなことが起こるのかなと思っ
ています。	
 
	
 
33. どうして指の骨を鳴らすことができるのかを不思議に思っていた。指に必要以上の負荷をかけて曲げ
るとパキっと人の体から鳴るとは思えない音が鳴ります。実際自分は指を何気無く鳴らした時にどう
いった仕組みで、体のどの部分が関わりあって、音が鳴るのかが気になりました。	
 
	
 
34. 今私が一番不思議に思う生命現象はなぜすね毛がこんなにも伸びるのか、ということです。つい先日
あった琉大祭で、役作りのためにすね毛を剃りました。しかし翌日になるとすでに少し生えてきてい
て、現在ではまぁ結構生えてきています。正直邪魔でしかありません。	
 
	
 
35. そこでふと思ったのてすが、世の中には頭部がはげている人がままいますが、すね毛は沢山生えてい
ます。なぜ頭部は生えてこないのに、すね毛はすぐに生えてくるのでしょう？同じ体毛の一種だと思
っているのですが、そこには何か違いがあるのでしょうか？	
 
	
 
36. 足の小指の骨が現代の人は昔の人より減っていると聞いたことがあります。それは本当ですか？本当
ならなぜ減っているのですか？これは退化なのですか？	
 
	
 
37. 人間の皮膚や臓器などの再生回数は決まっていますか?また、毎度同じクオリティーで再生できないよ
うに感じるのですが、それはどうしてですか？	
 
	
 
38. 私がヒトに関わる生命現象で不思議だと思うことは、あくびです。今までの知識で、あくびは眠いと
感じたときに無意識にでるものだと考えていましたが、日々生活している中で他にもあくびが出る現
象があることに気がつきました。例えば、満腹になったときや、緊張しているときです。実際、何か
を発表する前などにあくびが多く出るということも経験したことがあります。これらの現象にはなに
か関連性があるのか、そしてヒトはなぜ、何のためにあくびをするのかを知りたいと思いました。ま
た、上にあげた例以外にもあくびが出やすいときがあるのかも調べてみたいと思いました。	
 
	
 
39. どうして人は緊張するのか、ということが疑問です。普通、物事を何回も経験すると、学習し、慣れ
ていきます。しかし、私は高校までの 8 年間吹奏楽部に所属していましたが、何度舞台に出ても緊張
しないということはありませんでした。また、緊張すると心臓がぎゅっとしめつけられるような感覚
があります。それはどうしてか、ということも知りたいです。また、そのような緊張に対して、効果
的な対処法はありますか。	
 
	
 
40. 性欲というものは人にしかないと聞きます。動物はただの生存本能、増殖本能のために体を交え、子

を成す･･･ これはなぜですか？不思議でたまりません。 本来、性欲とは不必要なものではないのです
か？それに伴って感情も不必要なのではないですか？ 種を繁栄させるならばロボットになればいい
と思うのに、人間はなぜか感情を持ってますよね？ これらのものを必要とする理由を教えてください。
お願いします！	
 
	
 
41. 私がヒトの生命現象で一番不思議だと思うことは、「あくび」です。あくびは、私の知ってる知識の
中で、眠たいときに頭に血を送るためだと思っています。ですが、本当にあくびをすることで頭は動
くのでしょうか。また、退屈なときや考えごとをしているときなどにも発生します。このことから本
来のあくびの理由を知りたいと思って不思議になりました。	
 
	
 
42. 単に汗をかくというのなら、体温をさげるためという意義は理解できる。しかし、今回、私が不思議
に感じることは、感情の変化によって出される汗である。人間は緊張したときや、人前出たときなど
でも汗をかき、またその他にも、冷や汗というものもある。以上のように感情の変化によって、体内
の温度が変化し、汗をかく。人間の心と体の関係について、大変不思議に感じた。	
 
	
 
43. 私が1番不思議だと思うヒトに関わる生命現象は、睡眠についてです。食べた後は眠くなることはもち
ろんですが、睡眠時間が短すぎても眠たくなるし、逆に長すぎても眠くなるのでとても疑問に思いま
す。適度な睡眠が大事だとよく聞きますが、どうやったら適度な睡眠が取れるのかわかりません。と
ても不思議に思います。	
 
	
 
44. 布団のなか眠ることが不思議だとおもう。地球上にはいろんな動物が存在しているが片目ずつ開けて
眠る動物もいたり、マグロのような走りながら眠る動物もいる。そのような動物に比べてヒトは一日
で一番安らぐ形で睡眠をとる。ヒトによって睡眠の時間は短かったり、長かったり様々だが夢遊病な
どでないかぎり歩きながら眠るといった行動はとらない。なぜヒトはそのように安定した空間、姿勢
で眠るのか気になる。	
 
	
 
45. 私がヒトに関わる生命現象で一番不思議だと思うことは胎児の産まれる時が決まってないことです。
医者はある程度の期間を判断することができますが、すべての子供が同じ期間、母親のお腹の中にい
ることはありえません。これは当たり前のことかもしれませんが、自分にとってすごく不思議なこと
です。また、４月 2 日から一年間の間は同じ学年としてあつかわれるので、最長で１年近くの差がつ
いてしまいます。しかし、産まれた子供はその中で生活していかなければいけません。こういったこ
とを含め、産まれる期間について不思議に思いました。	
 
	
 
46. 私がヒトに関わる生命現象で今一番不思議だと思うことは、睡眠です。なぜヒトは眠くなるのか、な
ぜ眠らなければ生きていけないのかが不思議だなと思います。また、世界で、何年も眠らずに生きて
いる人がテレビで取り上げられていたので、どうなっているのか気になりました。睡眠が身体に及ぼ
す影響などについても知りたいです。	
 
	
 
47. 私はヒトに関わる生命現象の中で、人によって、目の色が違うことが不思議です。例えば、私のアメ
リカの友達は、目の眼球の色が緑で、とてもきれいです。また、青の目をした人もテレビで見たこと
があります。どうして、そのようなきれいな色ができるのか、とても疑問です。また日本人は基本黒
ですが、私は、両親が日本人にも関わらず、目が茶色の色をしています。ただただ色素が薄いのでし
ょうか？どのような関係があって、目の色がきまっているのかが私はいまだわからないので、その原
因やしくみをとても、知りたいです！！	
 
	
 
48. 私が一番不思議だと思う、ヒトに関わる生命現象は恋です。恋をすると、毎日、イキイキしている気
もちになります。また、恋人のために仕事、バイト頑張ろうと思ったり自分を犠牲にしてまで恋人を
守ろうとしたりします。映画や音楽でも、恋をテーマにするものばかりです。なぜヒトは恋をするの
でしょうか。	
 
	
 
49. 人が見る夢に関して自分がみる夢はカラフルな夢なのだが、人によっては白黒であったりとさまざま
だと聞いたことがある。また、生まれつき全盲の人が夢の中で感情を伴った色の夢を見ることがある

という。どうしてそんなことが起こるのか、夢は記憶の整理といわれているが、色を見たことのない
全盲の人が色を見ると言うのが本当ならもしかしたらそれだけではないのか、と疑問に思った。	
 
	
 
50. なぜ夢を見るのか。夢というものは、人それぞれでカラーだったり、白黒であったりと違う。なぜ、
夢を見ることができるのか。なぜそれぞれ見方が違うのかとても不思議である。夢は、記録を整理し
たり、予知能力があるというが本当なんだろうか。自分の夢は、カラーで実際に体験しているような
感じな夢をよく見る。その日あったことや、悩んでいることなどがファンタジーのようになって夢を
みる。果たして、夢を見るという現象は何のためにあるのだろうか。	
 
	
 
51. 僕が不思議だと思う生命現象は、どうして他人とコミュニケーションをとらなければ生きていけない
のかです。言葉が無くても生命を維持するのは可能であるにもかかわらず、コミュニケーションが必
要な理由がなんでだろうかと擬問におもいました。	
 
	
 
52. ヒトで不思議だと思う生命現象は同じ量の食べ物を食べているのに太る人とそうでない人がいること
です。私は前者です。食べることは食べるのですが、その分部活でかなり動いているので太らないと
思っていたのにどんどん体重が増えていきます。だからこの授業を通してこういった不思議なことが
少しでも解消されたらいいと思います。	
 
	
 
53. 人間にはなぜ寿命があるのかが疑問です。昔の時代は寿命がみじかく、近年では寿命が延びているの
で、私は人の食事などに関連していると思います。現代医療の発達も関係しているとおもいますが、
食べ物の衛生がより良くなっているのが一番関係してると思います。なのでこれからの未来はさらに
体に良い食べ物が増えて寿命が延びていくのかなと思っています。本当に食べ物が関係しているのか
どうかは分かりませんが…そこを知りたいと思いました。	
 
	
 
54. なぜ、スクリューなどは体に同化していくのか？私は、過去に膝の靭帯を損傷して手術をしたのです
が、その際に膝の中にスクリューをいれました。最初、手術の説明の時に、膝の中にスクリューをい
れると聞いたときは、異物が入ると思い、とてもびっくりしました。しかし、医者からスクリューは
何ヵ月かすれば体に同化するんだよという話を聞きました。ふと思うのが、どうして体の中に異物を
入れたのにそれが体に同化していくのかということです。とても不思議に思いました。	
 
	
 
55. 私が一番不思議だと思うヒトに関わる生命現象は、人の歯はなぜ乳歯から永久歯に生えかわるのか、
おやしらずはなぜ大人になってから生えるのか、ということです。 なぜなら、骨とかは体が成長する
のと同時に伸びるのに、歯は成長すると抜けて新しい歯が生えるからです。また、おやしらずが後か
ら生えてくる必要性や、なぜ中途半端に生えてくるのか、きちんと生えてこないで抜くヒトが多いと
いう点から不思議に思うからです。	
 
	
 
56. 人の髪や爪はどうして生え変わり伸びるのかというとが気になります。髪や爪は肌と違い一定の速度
で伸び続けます。その仕組みなどが気になります。そして私はなぜ男のほうが禿げやすいのかという
ことが気になります。男して将来ハゲとは付き合っていく悩みだと思われます。ハゲる仕組みとは、
ハゲを防止するにはということをこの授業を通して学んでいきたいと思います。よろしくお願いしま
す。	
 
	
 
57. 私が一番不思議だと思うヒトの生命現象は歯の生え変わりは 1 度しかないが、爪は永久的に伸びてき
ていつまでも生え変わるという点です。歯は 1 度生え変わると永久歯になり、永久歯を失うともう生
え変わりはないので入れ歯などを使わなければならないという事態に陥ります。しかし、爪は永久的
に伸びてきて極端に言えば脳死状態でも伸びてくるので、なぜヒトの体でも爪や髪のようにいつまで
も伸びて生え変わるものもあれば歯のように生え変わらないものもあるのかずっと不思議に感じてい
ました。	
 
	
 
58. 私事ではありますが、小さい頃から「多汗症」を患っていて、主に手の汗に悩まされていました。た
だの汗かき体質だと勘違いしてましたが、これはちゃんとした病気だそうです。今後のことも考えた
結果、手術をした次第でありますが、医者によると神経の異常による病気だということがわかりまし

た。そこで不思議に思ったことが、「発汗と神経」についての関係です。この病気をきっかけに神経
について深く知ろうと思いました。	
 
	
 
59. 私が長年不思議に思っていることは、「血の気がひく」という現象である。小学生の頃、親に内緒で
塾をサボって友達と遊び、それがバレたと分かった時、自分でもびっくりするほど一瞬で顔が青ざめ、
一気に脈が早くなった。ほんとに頭の内側でさあっという音が聞こえた。心と体は密接に関係してい
るんだなぁと実感した出来事なのだが、なぜ、ヤバい！と思った時に、頭の血が一気に下の方へ行く
感じがするのかが分からない。また、脈拍は上がるのに、体温が下がって行く感じもしたのだが、こ
れはなぜ何だろうか。疑問である。	
 
	
 
60. 私は、ヒトの髪や爪が伸び続けることを不思議に思っています。いつどこで聞いたかも覚えていませ
んが、体毛や爪などは体が必要としているから生えてくるということと、髪の毛は頭を守り爪は指先
を守るものだということを聞いたことがあります。このことが正しいとすると、なぜ爪と髪は十分な
長さでとまらずに伸び続けるのか不思議に思えるのです。爪は伸びすぎれば自分を傷つけてしまうこ
ともあるし、髪は視界を塞ぐこともあるのに、なぜなのでしょうか。	
 
	
 
61. 自分が一番不思議だと思ったヒトに関わる生命現象は、ヒトの寿命はどこまで伸びるのか、または限
界はなくなるのかということである。近年、医学の発達や公衆衛生の徹底化により、ヒトの寿命は大
幅に伸びた。120 年も生きたヒトまでいる。しかし、ヒトは、いや、生命は生まれたら必ず死んでしま
うのが宿命である。今は答えが出せないかもしれないが、ヒトの寿命はどこまで伸びるのか、または
将来不死になるのか、というのが私が率直に感じた疑問である。	
 
	
 
62. ヒトの脳の働き臨死体験に関して、心や魂が脳にあるとすれば、物質である脳は機械で置き換えるこ
とができる。心は生命に特有のものではなく、心を持つ機械が出現する可能性もある。臨死体験をす
る機械の体験だんを聞くこともあるのだろうか。	
 
	
 
63. なんで人によって視力に差があるのか知り合いには毎日ゲームとかをしていても視力が2.0の人とか
もいて、なんで視力の落ち方に差があるのか気になりました。自分は両親ともに視力悪いのですが、
視力の落ち方も遺伝するのかも気になりました。レーシックでは角膜を削るらしいですが、なぜそれ
で視力が回復するかもわかりません。	
 
	
 
64. 私が不思議に思う、ヒトに関わる生命現象は、どうして、眠れない体質、不眠症の人がいるのか。私
は、不眠症とかで悩んでる友達を逆に羨ましくなります。しっかり睡眠をとっても抗議などに出ると、
眠ってしまうことが多々あります。また、夜も早く寝てしまうので、ずっと起きてても平気な人が羨
ましいです。このように、同じ人間なのに、違いがありますが、環境などでも変化は生じてしまうと
思いますが、どうして違いが生まれるか知りたいです。	
 
	
 
65. 私はどうして眠くなったらなぜあくびをするのかが分かりません。人は眠いときにあくびをしてしま
います。無意識にとあくびをします。何のためにあくびをするのか、あくびをすることで何の役にた
っているのか分かりません。以前にあくびは酸素を取り込んでいると聞いたことがありますが、それ
なら寝ているときはあくびしないのは何故なのでしょうか。人はなぜあくびをするのか、必要性につ
いて知りたいです。眠いときとあくびの関係性についても知りたいです。	
 
	
 
66. ヒトに関わる生命現象で不思議に思う事の一つは、あくびだと思います。まず、なぜヒトは眠い時、
つまらないときに口を大きく開けて呼吸をするのか、あくびをしている時に体の中で何が行われてい
るのか不思議に思います。よく、脳に酸素が足りていない時にあくびが出るといわれるけれど、普通
の深呼吸ではいけないのか、この方法でなければならなかったのかと気になります。あと、あくびを
している人を見ると、よくうつることがあります。それには、どういった原理が働いているのか、一
種の心理現象がおきているのか気になりました。	
 
	
 
67. ヒトがヒトを好きになるメカニズムとはなんなのでしょうか？当然繁殖の為には男女のカップルを作
る必要があるのですが、繁殖の為だけに好きになるのだとは思えません。不妊症の人だって結婚しま
すし、同性カップルだって存在します。いっそ性欲を満たすため、と割り切ってしまうと気が楽です

が、それなら相手を選ぶ理由が希薄な気がします。動物のほとんどはおそらく強い子孫を残すためで
しょうし、もしかしたら文明を築く前のヒトもそうかもしれません。しかし現代において、ヒトはな
ぜヒトにときめき、興味を持ち、好意を抱き、時には相手に苛立ちを感じつつ、時に利害関係も無視
した上で、ヒトと一緒にいたいと思うのでしょうか？不思議でなりません。	
 
	
 
68. 私が 1 番不思議だと思うヒトの生命現象は、身体の成長についてです。どのヒトも年齢を重ねるごと
に身体の様々な部分が成長していきます。身長や髪の毛、また歯などはほとんどのヒトが生まれた時
とは異なって成長していきます。しかし、すべてのヒトが同じように成長するのではなく、ヒトそれ
ぞれ違う成長の仕方をします。遺伝子的問題もあると思いますが、なぜヒト成長し、またさらに個々
で成長の仕方に差があるのか疑問に思いました。	
 
	
 
69. ひとそれぞれ寿命があります。 三大死因のガンや脳卒中、心臓病など病気で亡くなる方が多いかもし
れませんが、寿命で静かに亡くなるかたも多くいます。 100 年生きて長寿のお祝いをしてもらえる人
もいるし、80 代で生涯を終えるかたもいます。 その違いはどのように決まっているのか、気になると
ころです。 筋力や骨等も関連している事柄なのか、生命現象でしめせるなら、知りたい内容です。	
 
	
 
70. 交通事故などで、脳に損傷を受けた際の脳死について不思議に思う。なぜなら、脳は死んでいるはず
なのに、呼吸装置などをつけて、脳以外の機関は機能していて、生きていることになっているのはな
ぜか疑問に思うからです。ニンゲンとして飲食や睡眠などの行動はどのように行っているのか疑問に
思います。	
 
	
 
71. 男性の遺伝子と女性の遺伝子が受精することで人間は誕生するが、どのような経緯で遺伝子から人の
形になるのか、母親の胎内で１年ほどの短期間にもかかわらずなぜ、人の形に成長できるのか不思議
に思う。また、人は産まれる時に泣くことで、呼吸をすることができる。しかし、胎内にいる時は、
呼吸をしない。産まれてすぐに呼吸という行為をできることをすごいと思った。人が誕生するまでの
期間は非常に短いが、その短い期間に行われる進化について、不思議に感じた。	
 
	
 
72. ヒトは、自分の体の一部、例えば爪や髪の毛などが一旦体を離れて床に落ちたりすると、なぜ不快な
ものに感じてしまうのかが不思議である。浴槽に落ちて排水溝に溜まった髪の毛はなぜか気持ち悪く、
触りたくない。爪を切ったりしても、それは切った途端に自分のものではない、ゴミや汚い存在とな
ってしまう。ついさっきまで自分の体の一部で、汚いとか気持ち悪いといった感情を持つことは無か
ったものが、体を離れると違う感情を抱かせる。これはヒトに限ることなのかはわからないが、これ
が私が日常で感じた不思議である。	
 
	
 
73. 私が一番不思議だと生命現象は、恋です。人が生きていく上で生殖活動は欠かせないももですが、恋
は必要不可欠なものではないのにも関わらず、なぜ人は恋をするのか。それがとても疑問です。私が
思うに、恋をすることは、人の欲求の一つなのだと思います。古代では、恋をしなくても生殖活動の
為に女の人と性行動をすればよかったけれども、文明や文化が発達し、豊かになっていくなかで、人
は性行動だけではなく、それ以外の部分を求めるようになり、それが恋なのだと思います。	
 
	
 
74. 普段はあまり甘いものが好きでもなかったり、ダイエット中だったりする人が、なぜ生理中になると
チョコレートやクッキーなどの甘いものを食べたいという衝動を抑えきれなくなるのかが不思議です。
例えば、友だちがダイエット中のときに、勧めても決して甘いものを、食べなかったのに、ある日突
然甘いものをたべていて、後でその日が生理中だったと知りました。生理中は甘いものが我慢できな
くて食べているらしいです。	
 
	
 
75. 人間はどうして病気になるのかが、とても不思議に思います。一生涯で病気になる人もいれば、病気
にならない人もいるし、はたまた生まれつき病気を持って生まれてくる人もいます。同じ人間なのに、
どうしてそのような違いが生まれるのか、多くの人がなる病気もあれば、奇病のようなごく一部の人
しかならない病気もあるのかなど疑問に思うことが多いです。なんとなくでしか分からないので、ち
ゃんとその仕組みが知りたいなと思いました。	
 
	
 
76. 何故、男と女がこんなにも違うのか。私が最も不思議に思うことである。女性は年齢を重ねるにつれ、

少女、女性、母と立場が変わっていき、だんだんと中身も変化していく。しかし、男性はいくつにな
っても中身が変わらないイメージである。その違いとは何だろうか。男と女は違うから、友情は成立
しない、男と女は分かり合えないなど、よくきく。何故そういう風に解釈されるのだろうか？私は男
友達のほうが分かり合える部分があるから、それが不思議である。	
 
	
 
77. 私が不思議だと思う生命現象は、進化そして退化をするということである。人間は古代より進化をし
今の過程に至っている。私の知識だと、その時代や背景に適応して変化するのが人間だったと思う。
そこで疑問があるのだがこのままいくとどこまで進化、または退化するのだろうか。今の大気汚染な
社会に応じて鼻毛がのびたり、使わない小指が消えたりするなどの説をきいたことがある。進化退化
の限界を知りたいと疑問に思う。	
 
	
 
78. 私は「金縛り」という現象が不思議でなりません。金縛りは身体が眠っている状態でありながら脳が
起きている時に起こる現象だと聞きました。だから身体が動かないのだということも。しかし、実際
には身体の上に何か重たい物が乗っかった様に感じる方もいらっしゃいます。そのような状態の方は、
一体何が起こっているのでしょうか。	
 
	
 
79. 私が一番不思議だと思うヒトに関わる生命現象は、夢を見ることです。なぜ夢を見るのか、ヒト以外
の動物は夢を見るのかなどは科学的に証明されていないからです。「夢」は古くから「夢占い」など
人々の関心の的であったように何か人を惹きつける魅力があると思うのもひとつの理由です。夢の内
容に意味はあるのか、単に精神的なものだけが関係しているのかが特に気になります。	
 
	
 
80. なぜ、人は一人で生きて行くことが難しいのか。ある程度のお金があれば、生きて行くことはできる
はずなのに、一人でいる人は、自殺者が多いらしい。なぜなのか。	
 
	
 
81. 私が思うひとの不思議な現象はみんな一度は経験したことがあるんぢゃないかと思うデジャブです。
来たこともないのに、やったことないのに、見たことないのに、すでにどこかで経験したことのある
ようなあの感じ。誰とも共感出来ないあの瞬間。デジャブ見たい！と思って見られるものでもないデ
ジャブ。どんなタイミングで起きるのかなーと。とっても不思議な現象に思えます。	
 
	
 
82. 私は人によって好き嫌いがあることを不思議に思います。他の動物を見ていると、共通のもの食べて
いるように見えますが、ヒトは野菜、魚、肉といろいろ食べているように見えます。やっぱりヒトは
他の動物と比べて食べているものが複雑であるような気がします。とても不思議に思います。	
 
	
 
83. 私は、ヒトの生命現象で一番不思議だと思うのは“好き”と“嫌い”ということを意識することです。
その意識は人、食べ物、生物などあらゆるものに対して向けられるものだと考えます。私にも、好き
な人や嫌いな人もいます。そのように意識するようになったのはその人が自分に対してどのように影
響したかなども関係してくるのではないかと考えます。好きと嫌いと意識することがなければ、メリ
ットもあると考えるが、デメリットもあると考える。何がきっかけとなりそのように意識するように
なったということが不思議に思います。	
 
	
 
84. 私が一番不思議だと感じる人に関わる生命現象は「脳死」です。私が以前テレビの特集で見た際に、
脳死になった人の中で、意識を回復した人がいるというのを見た。その人達の話によると、脳死状態
のときに暗闇にいる自分を感じ、その後に光が差して、その人と親密度の高い人が助けてくれたと多
数の人が語ったという。一度、脳の機能が停止しているのにも関わらず、生命を取り戻すということ
に驚いたし、さらに脳死の状態でも、その体験を記憶しているという点がものすごく不思議でならな
いなと感じた。	
 
	
 
85. 私が不思議に思う人に関わる生命現象は、夫婦がだんだん似てくることです。同じ物を食べ、同じ空
間に暮らしていることから、体調などが似てくることは分かるのですが、顔が似てくる理由がわかり
ません。全ての人がそうというわけではありませんが、私の両親は似てきています。似ている夫婦も
よく見かけます。実際に骨格から似てきているのでしょうか。もしくは、いつも一緒にいるから似て
いるように思えるのでしょうか。	
 
	
 

86. 私が 1 番不思議だと思う人に関わる生命現象は、女性の妊娠である。女性は妊娠することができ、自
分の子宮の中で約 10 ヶ月ものあいだ、生命を育てることができる。それは、とても不思議なことでは
ないか、と考える。また、男性はせず、妊娠は女性のみしかできない。同じ人間ではあるが身体のつ
くりは異なり、できることとできないことが男女によって違うということも興味深いと感じました。
このようなことから、妊娠・出産は人に関わる生命現象の中で不思議だと感じました。	
 
	
 
87. 人はうまれてくるとき基本的に1人で生まれてくる。しかし、確率的に低いが双子やみつごがうまれて
くるときがある。確率が変わるのが不思議だと思う。しかも双子でも女と女の方が多い気がする。私
の周りでは、男の双子は全くいない。男と女も男と男の双子もみたことない。なんで、確率が変わる
のだろう。一般的に考えて、確率が変わるのはおかしいのではないかなと思う。普通に、1人で生まれ
てくる人たちは男も女も同じぐらいの比率で生まれて来ている気がする。そう考えるとやはり、この
確率の違いは不思議だなと思う。	
 
	
 
88. 人に関わる生命現象で不思議だと思うことは人間がなぜいきる必要があるのかという質問です。人間
がいない方が人間が生活する上で行われる地球環境の破壊もすくないし、補食される動物も減ると思
います。人間は地球にとって必要なものでしょうか！？自然における人間が存在することで生じるメ
リットや、デメリットなども知りたいです。	
 

