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鹿児島市医報

第

巻第

号 (通巻

号)

(平成

年)

随筆・その他

年 月 日
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でも作ってみるかと思っていたのだけれど,
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りするので
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料理上級者が使う調味料みたいだなぁ｡｣ と思っ

いろんな経験をしてきたように思う｡ ここに
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玉焼きを焦がしたりとか, 塩の分量を間違えた

思うこともあれば, ショックだったことも沢

りとか, そんなマンガみたいな失敗をしながら
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｢夜光虫というものを一目見てみたいと思っ
て, ひとり夜の海岸に向かったんだけど, 辺
り暗すぎるし, 波の音大きいしで, 恐ろしく

次号は, 鹿児島大学病院の増田圭亮先生のご執筆
です｡
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て 分くらいで帰ってきた｡｣
夜光虫というものをご存知だろうか？夜光
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