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学部長・研究科長から年頭の言葉
﹁教育開発センター﹂
発足
新たに世界７カ国７大学・機関と交流協定
創立 周年記念寄付者芳名／母校で同窓会
ＦＤ活動を効果的に推進
山口・諏訪東京理科大学ニュース
産学官連携活動ニュース／’ 理大祭 ほか
本学のＦＤ（ファカルテ 理科 大学 教育 開発 セン タ
祝！国家公務員Ⅰ種合格／総研フォーラム ィ・ディベロップメント）ー」が昨年十月一日付で新
﹁理大・人﹂／神楽坂フェスタ／学生受賞者 活動の効果的かつ有機的な たに設置されました。

センターでは、授業アン

こめ、昨年を

一年の祈願を

初日の出に

ケートのほかに、シラバス

い出すことの

振り返って思

などもそのひとつです。

の見直し、検証などのＦＤ

周回衛星「か

ひとつに、月

活動の推進、講演会・セミ

ナーの実施や広報誌の発刊

その他、様々な支援環境の

達の暮らす地球は、鮮やか

黒の月面とは対照的に、私

ある。漆黒の闇の中、白と

ぐや」が捉え
推進策についての検討や、 ＦＤとは、教員が授業内 構築を行うことで、より良
いく所存です。学生諸君お 全学に共通する教務に関す 容・方法を改善し、向上さ い学習環境を提供していく た月面からの地球の出の世
界初のハイビジョン映像が

一段と加速するとともに、 み、 そ の 一 つ 一 つ を 結 集

東京理科大学創立百二十

も推進していく予定です。 向けて進んでいく大きな力 五 周 年 記 念「 東 京 理 科 大

野田キャンパスの組織改革 し、大学のさらなる発展に

また「正しい倫理観と豊か にしていこうではありませ 学・坊っちゃん選書」シリ

◆第五弾 本学理学部第

第七弾を発刊した。

「変革なくして進歩 ーズの第五弾、第六弾及び
昨年は、本学の社会的使 な人間性を備え、国際的視 んか。
本学では、本年、大学基

命でもある理数教員の養成 野をもつ人材の養成」とい なし」です。

せないと思います。今後も

が難しいくらいです。しか

このように、本年は「変 のご理解とご協力を賜りた 使っていないものを探す方

﹁力のある大学﹂
へ

得た頃でありました。それ

ウス（ネズミ）が市民権を

し始め、生き物ではないマ

般家庭にもパソコンが普及

ィンドウズ９５により、一

年は前年末に発売されたウ

年頭の言葉

ださった卒業生に敬意を表

塚本

界』です。物 デル マン博 士はそ の著書
理は難しい学 で、集団的思考が人間の脳

問だと思われ の進化やそのしくみを司る

て い ま す。 原理に影響するという「神
「生活に役に 経ダーウィニズム」の考え

立つわけでは に基づき「ダイナミック・
な い の だ か コア仮説」から導き出され

ら、無理に勉 る意識の活動が統合と選択
強する必要は とい った多 様性を 持つの

引 き 続 き、 同 窓 と 大 学 の
ない」と決め で、予期せぬ環境の移り変
わりに対応できるとしてい
「絆」を深めるための努力
つけてしまう
る。 ▼ こ の よ う な 状 況 下
をしてまいります。
人もいるかも
で、人間は自分をどのよう
そして、現在、大学にい
しれません。
な形であれ積極的にアンガ
る学生、教育職員、事務職
でも、本当に
ージュマンしていき、過去
理事長
員、役員は、それぞれの役
そうでしょう
や現在の自分から脱して未
割をあらためて認識し、そ
か。物理は人
来に向かって自分を投企す
交流がおろそかにされる傾 京物理学校五十年小史』及 の責務をしっかりとこなし
間に生きる力
る存在になることが求めら
向があるように見受けられ び『東京理科大学百年史』ていくことで、伝統ある本
を与えてくれ
れていると思う。科学の発
ます。大学という「知の交 にわずか二行の記載がある 学をよりよい姿に変え、社 原菊紀教授による『脳でシ るものであり、やはり大切
展は、人類の幸福に貢献し
流の場所」の意義を十分に の み で し た の で、 こ こ か 会から選ばれ、評価される ナジーする科学と社会─回 です。自転車の二人乗りは てきたが、その使い方を一
認識し、積極的に教職員そ ら、 現 在 の 所 在 地 を 特 定「力のある大学」になると 転寿司、パチンコ、そして なぜ危険なのか、水はどう 歩間違えると、人類を苦し
して友人と交流を深めるこ し、建立に至るまで尽力く 考えています。
キ ャラ クタ ー論 まで 』 で して上から凍るのか
そ
め
て
し
ま
う
の
も
事
実であ
理事会としては、今後と す。特上寿司を食べると脳 ういった事例から「物理っ る。 科 学
は良心
Science

桓世

の改革を実施してきました。 として、教育開発センター 革」が顕著である年にして いと存じます。

づいた教育・研究組織体制 体の充実を図ることを目的

ら検討を重ねた改革案に基 化、および教育研究環境全 に送り出すことに努めます。 たいと思いますので、各位 パソコン、冷蔵庫その他、

造」と掲げ、様々な角度か 鑽による教育内容の高度 れた科学技術者を国際舞台 努力を怠りなく続けていき です。携帯電話、テレビ、

のための科学と技術の創 内容の改善と教員自身の研 展充実させ、人間的にも優 待しつつ、今後もさらなる 活躍している大変な働き者

社会とこれらの調和的発展 生との共同作業による教育 者の国際交流をより一層発 い評価が下されるものと期 ちの生活の様々なところで

育研究理念を「自然・人間・ 業アンケート等を通じた学 力を入れている学生、研究 努力が認められ、必ずや高 衝撃』です。ゴムは、私た

本学は二〇〇六年、創立百 予定です。また、この数年 します。さらに、国際化推 準備 を進 めて きて おり ま る？─５００年前、コロン ◆第六弾 諏訪東京理科 る「物理」─限界を探るこ 問題として認識されてきて
二十五周年を機に大学の教 来行ってきた学生による授 進センターを設置し、近年 す。これまでのたゆみない ブスが伝えた「新」素材の 大学共通教育センター・篠 と で見 え てく る 新 し い世 いる。脳神経科学者のエー

たな目標を持つ機会です。 援センターへと発展させる 向けた共通教育機構を設置 を受審することとし、その に よ る『 ゴ ム は な ぜ 伸 び 議に迫ってみませんか。

な存在感のある青い光に輝
もゴムの代わりの物質は現 転寿司とパチンコです。回
いていた。▼私達を取り巻
在のところ、見当たってい 転寿司はなぜ右から流れて
く地球の環境は、ここ数十
ません。この本は、ゴムと くるのか。あちこち寄り道
年で大きく変化してきた。
はいったい何なのか、ゴム しながら脳の不思議に迫っ
科学技術の負の遺産の温室
の特徴や弱点から今後の進 てみませんか。
効果ガスによる地球温暖化
化まで、分かりやすく紹介 ◆第七弾 本学理学部第 の影響は、地球シミュレー
されています。ゴムの不思 一部応用物理学科・鈴木増 タでも予想され、北極の氷
雄教授による『活力を与え 解などを含む極めて深刻な

再編新設に向けての準備を 目標の達成に真摯に取り組 全学的な組織として「東京 改善のためのアンケート」考えています。

に行う神楽坂地区の大学院 一人一人が組織改革と教育 まで以上に推進するため、 り組みの総称を言い「授業 等は適宜お知らせしたいと

本年は、平成二十一年度 よび私自身も含めた教職員 る事項の連絡調整等をこれ せるための様々な組織的取 予定です。今後の活動状況

を設置しました。

07

さらなる発展を目指して新 を整え、本年早々に教職支 充実した教養教育の実施に 準協会による大学認証評価 二部化学科・伊藤眞義教授

一年の計は元旦にあり。 を強力にサポートする体制 う教育目標を達成するため

ざいます。

あけましておめでとうご

竹内

(c)Mitsushi Okada/orion/amanaimages

2008

125

が今やパソコンのない生活 とを心掛けてください。

−

年頭の言葉

変革なくして進歩なし

（年４回発行）

す。前回の子年の一九九六 コンに頼る余り、人と人の 地を知るものとしては『東 を発展させていく上で欠か お願いします。

れています。中心素材は回 お求めいただけます。

ある。

（Ｎ・Ｗ）

支の始まり子（ネズミ）で した。しかし、最近はパソ た。歴史ある本学の発祥の くださることこそが、大学 ので、ご協力の程よろしく な角度から脳について描か 国の書店及び生協書籍部で いくことを切望する次第で

二〇〇八年の干支は、干 ことが必須のこととなりま 建立されることになりまし 様々な形で大学に協力して 全力を尽くしてまいります の脳科学的戦略など、様々

は考えられなくなり、普段 さて、本年二月末に、卒 します。このように、卒業 も皆様が誇れる大学を目指 が活性化、
「光」で脳を測 てこうやって考えていくん
へ向かうとい
Conscience
あけましておめでとうご の講義・研究の中でも大活 業生の協力により「東京理 生が社会に出た後に、大学 して、健全経営の方針のも る、自分の「脳」の癖をチ だ」という論理的思考の筋 う本学の理念を大切に、私
躍、パソコンを使いこなす 科大学発祥の地記念碑」が に目を向け、世代を超えた と、教育研究環境の向上に ェック、キャラクター商品 道を知ってみてください。 達が生きるこの美しく輝く
＊本選書シリーズは、全 星に明るい未来を実現して
ざいます。

「坊っちゃん選書」シリーズ３冊発刊
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橋本

都心キャンパスの
改革をめざして
理学部第一部
学部長

巖

材を輩出することで社会的
に高い評価を受けてきまし
た。大学間の競争はますま
す激しさを増した現在、教
本学は、開学以来「理学 育と研究に輝く大学のみが
の普及」を合言葉に教育界 存在価値を認められる時代
や産業界に多数の有為な人 を迎えています。

学生生活を２倍楽しもう
毅

こうした厳しい教育環境
の変化に対応するための、
理学部・理学研究科の当面
の重要課題は「都心キャン
パスの将来計画」として動
き始めている教育・研究の
ソフト面に関わる改善策を
実現していくことです。
理学部の理念は自然界に
対する知的基盤を確立する
ことですが、具体的には、
都心キャンパスの再構築の
んだ動機は様々でしょう。
若い人達のライフスタイル
は近年とみに多様化し、時
間の使い方もバラエティ豊
かになっています。本学部
は受講時間が四時十分から
ですが、朝からここまでの
時間は各自の自由です。そ
こで、この機会に第二部の
特徴である自由な時間の活
用をもう一度考え直して見
ようではありませんか。
本学が東京の中心に位置

変貌する薬学教育

大島

広行

進展と併せて教育・研究施
設の充実を図ると共に、教
員養成力を回復させ、教養
薬学部長
教育の充実と語学力の向上
を図り、基礎学力と幅広い
て、医療人としての自覚が
人間性を身につけた新しい
求められています。一年生
時代の知的エリートの育成
の早期体験学習で、病院、
をめざします。また、大学
薬局、製薬企業の医療現場
院教育の再編のために改革 薬学教育が大きく変わっ を経験したことは、薬剤師
案の策定が行われていま てから三年目を迎え、なお を目指す薬学科の学生はい
す。ぜひ、皆様のご理解と 進行中です。以前にも増し うに及ばず、研究者を目指
ご協力をお願い致します。

〝社会的〟
という欺瞞

大矢

雅則

する利点を利用し質の高い
諸文化に触れることも容易
理工学部長
です。この貴重な時間を将
来を見据えて有効に使うこ
どというものはない」とい
ったことをどこかに書いて
とで、学生生活を二倍楽し
める特徴を皆さんがお持ち
いる。研ぎ澄まされた感性
から発せられた苦渋に満ち
であることを再認識して頂
きたく思います。本年が皆 はっきりとは覚えていな た言葉である。
“私がこの
様方に実りの多い一年であ いが、小林秀雄が「美しい 花を美しいと感じる”こと
ることを祈念いたします。 花はあるが、花の美しさな はできるが“花”という抽

昇

す生命創薬科学科の学生に
とっても貴重な体験でし
た。われわれ教員も自然科
学者である前に医療人とし

れは、質の高い医療人養成
推進プログラムで、薬学研
究科では、順天堂大学との
連携のもとで、がん専門薬

らざる随伴的結果を生むか
もしれません。科学の進展
は予期せざる随伴的結果の
社会的影響を大きくしま
す。科学による必然の洞察
はかかるものです。しかし
科学そのものは価値をもち
ません。発展した科学に価
値を付与したのも、それを
無価値にするのも人間で
す。したがって、研究者の
人間としての責任倫理は極

古谷

賢朗

新たな気持ちのもとで

大学院
理工学研究科長

開設

周年の年を迎えて

安部

本研究科は、専門職大学
院として、総合科学技術経
営専攻（ＭＯＴ）と、知的
財産戦略専攻（ＭＩＰ）で
構成されています。本研究
科には、多種多様なキャリ
アを有する院生が集い、そ
れぞれの目標、計画に沿っ
て自己実現を、鋭意、活発
に図る場となっておりま
す。
学校教育法は、専門職大
学院を「学術の理論及び応
用を教授研究し、高度の専
門性が求められる職業を担
うための深い学識及び卓越
した能力を培うことを目的

石田 正泰

社会から期待される
専門職大学院

めて大きいといえます。
学生諸君も大学という研
究の門をくぐった限り、研
究の成果やその応用に対し
て強い責任倫理で立ち向か
わなければなりません。ま
た人生においても、自由な
行動選択は責任ある意思決
定であることを銘記し、共
に生き苦しみ秩序ある社会
を形成していきましょう。

良

ての責任と自覚をもつべき 剤師の養成を目指します。
の参議院選挙等を経て、今
です。
今、理科大薬学部は大き
日の日本は政治的にも経済
また、このたび「がんプ く 変貌 しよ うと して いま
的にもかつてなかった成熟
ロフェッショナル養成プラ す。新年にあたり学生諸君
期の第一歩を踏み出したと
ン」
（申請者は順天堂大学）がさらに大きく飛躍するこ 今年は平成になって誕生 考えています。
に本学薬学研究科が共同申 とを祈ります。
された方々が初めて成人式 しかしながら日本を取り
請し、採択されました。こ
を迎えられることになり、 巻く国際状況にはきびしい
新年ともども二重におめで 要素もあり、更に二〇〇七
象に“美しい”という抽象 のニーズ”は確かに存在し とうございます。その間、 年問題や少子化問題より派
を付加 する こと はで きな ても“社会のニーズ”は単 二十世紀から二十一世紀に 生する様々な国内問題、石
い。似たような物言いを、 なる空言にすぎない。ちょ 移り、いわゆるバブル経済 油資源や地球温暖化等の地
昨今、至る所で耳にする。 っと考えれば、こうした文 とその後の長きにわたる不 球規模の資源環境問題等、
民意に沿った政治、社会に 言の空しさは誰でもわかる 況の試練、また近くは昨夏 今後の世代がその解決に否
役立つ人材の養成、社会的 はずである。それが判らな
正義の追求、人類の幸せを い人は「あらゆるものの関
求めて、社会のニーズに合 節がはずれている
（ハムレッ
った学問、等々。愚かな欺 ト）
」現代の至る所に渦巻
大学院 生命
科学研究科長
瞞である。例えば「社会の く戯れ言の群れに同化され、
ニーズに合った学問」
。
“私 相当頭が鈍くなっているよ
四月に開設され、本年は開
うである。学問と
設二十周年という記念すべ
は“ 学 ぶ こ と ”
、
き年を迎えます。
そして“ものの存
本研究科では、国内外の
在の原理を見いだ 生命科学研究科は、本学 著明な生命科学研究者を招
すこと”である。 唯一の付置研究所である生 いて都心で国際シンポジウ
大学は、戯言の 命 科学 研究 所を 基盤 と し ム を、 野 田 キ ャ ン パ ス で
群れと決別し“学 て、平成九年四月に固有の は、学内・学外の方に研究
問”に思いを馳せ 学部を持たない独立大学院 所を広く知っていただくた
再生技術をはじめ、各分野 る場でありたいと思う。他 として発足しました。その めの研究所のオープンハウ
でさまざまな成果が得られ 人の失敗を挙げ列ねること 生命科学研究所は平成元年 スや、研究科の教員・研究
ております。今後とも教職 を止め、第三者評価とか言
員が一丸となって、基礎工 った寝言で人を縛り付けな
学部が理念とする「自然・ い、
“存在することに優し
人間・社会とこれらの調和 さを感じる場”としての大
的発展のための科学と技術 学が望ましい。そして、そ
大学院 総合科学
技術経営研究科長
の創 造」 に適 った 研究 開 う い う 大 学 で あ る（ に す
発、人材の育成に一歩一歩 る ） た め に は、 学 生、 教
着実に取り組みたいと思い 員、職員、一人一人が少し
ます。
の勇気を持って一歩進むこ
とが必要であろう。
どまるところを知りませ
ん。それはあくまでも認識
対象をあるがままの総体と
してではなく、限定せられ
たものとして認識対象を選
択し分解され、再構成され
総合化されることになりま
す。
ところが科学成果やその
意識的応用は意図した結果
ばかりでなく、予期せざる
好ましいあるいは好ましか

あけまして
おめでとうございます

一歩一歩 着実に

福田

なり、秋にフォーラムを開
くべく準備を進めておりま
す。
また、昨年は全国の高校
生を対象に「長万部サマー
スクール二〇〇七」を開催
しましたが、大変好評で、
今年も八月に装いを新たに
全学行事として開催する予
定です。
研究面では、マスコミで
も大きな話題になった歯の

原田

自立した個人である、とい
う意味が含まれています。
本学部の学生諸君は、社
経営学部長
会人学生は言うまでもな
く、この標語に含まれる意
して行動することにより、
味を十分に自覚し、専門知
多くの制約や束縛から解放
識、 技 能 の 集 積 は も と よ
されました。この意味で科
り、社会人としての豊かな
学は素晴らしいものであ
人間性を培い、それぞれの 人間は自由の希求にその り、その数多くの成果が存
目標達成のため、今まで以 特徴があります。科学の役 在します。このことは否定
上に日々の精進を怠らない 割は必然の洞察にあり、人 しえない事実です。しかし
ようにしていただきたい。 間はこの必然の認識に依拠 科学の相対化・専門化はと

自由な研究と責任倫理

博

大学は学びの場ですが、
学業をきわめるだけでな
く、卒業時には立派な社会
人として巣立って行くこと
も要求されます。勉学を通
して自分の専門分野で自信
をもって発言できるだけの
基礎工学部長
知識・能力を身につけると
同時に、なるべく多くのこ
パスの女子寮、実験棟の建
とに興味を持ち、幅広い視
設も三月竣工に向けて順調
点とバランス感覚を持った
に進んでおり、新入生には
人物に育ってほしいと思い
より充実した環境を提供す
ます。
基礎工学部は、今度の新 ることができるようになり
こ う い う 視 点 を 意 識 し 入生より定員を各学科八十 ます。
て、今年の目標を定めては 人から百人に増やします。 今年は長万部の現代ＧＰ
どうでしょうか。
それに伴って長万部キャン が最終年度を迎えることに
会人学生が学んでいます。
それぞれが明確な目的を持
って入学あるいは編入学し
てくる社会人に加え、大学
で勉強をしたいが何らかの
理由で昼間の学部に通学で
きない事情にある人たち
が、本学部開設三十周年記
念誌の標語にある「夜だか
らこそ学べる」を実践して
います。この標語には、本
学部に学ぶ学生は社会的に

20

佐藤

いう時間があります。若い
学生時代の時間は、生涯の
うちで最も貴重です。流れ
て行く時間の区切りとして
お正月は、時間をどう使っ
ているのか再考する良い機
会です。
理学部第二部に学んでい
る学生さんが、本学部を選

典明

年頭の言葉

理学部第二部
学部長

私達の生きているこの世
の中は不公平、不平等に満
ちています。しかし、万人
に等しく与えられている唯
一の物に一日二十四時間と

恒博

バランス感覚を身につけよう

真鍋

者・技術者の倫理に関わる
報道が目立ちます。倫理が
要求される、と言っても、
これは実は当たり前のこと
であり、社会人として本来
そなえていなければならな
いことです。倫理を身につ
けるためには、いろいろな
視点に立ってものを見るこ
とができることと、いろい
ろな価値観のバランス感覚
が要求されます。

工学部第一部
学部長

また新しい一年が始まり
ます。新年とは、単にカレ
ンダーが変わるだけでな
く、自分を見直し、新たな
目標を設定する機会でもあ
ります。
昨今、データ捏造論文や
研究費不正使用など、研究

増井

社会的な自立をめざして
工学部第二部
学部長

「実力主義」に根ざした高
度専門技術者の育成を行っ
てきました。
本学部は、一般の学部教
育とともに社会人教育とい
う目的も持っていて、社会
人も積極的に受け入れ、現
在、在学生の約三〇％の社

夜間における工学教育を
目的に昭和五十一年に開設
された工学部第二部は、一
貫して本学の伝統である

08

2008年（平成20年） １月１日（火） （ 2 ）

報
学
大
科
理
京
東
第168号

応なく中心的な役割を担う
ことになる多くの事柄があ
るのも事実です。
このような中で、社会に
対する問題意識と本学建学
の精神を忘れることなく大
学・大学人の社会的使命と
して新たな気持ちのもとで
の学生、大学院生諸君、各
教員の皆様の研究活動、科
学技術の発展・応用が、日
本社会のみならず世界の平
和と発展に多大の貢献につ
ながることを期待して、年
頭の挨拶といたしたいと思
います。

者によるサテライトシンポ
ジウム、ワークショップを
企画・準備しております。
この機会に、これまでの研
究成果を社会に広く発信す
ると共に、理工系総合大学
としての特長を生かした、
理科大ならではの生命科学
分野での研究、教育のあり
方を考え、また、将来に向
かっての展望を語り合いた
いと思います。
皆様のご協力とご参加を、
この場を借りてお願い申し
上げます。

とするもの」と規定してい
ます。
本研究科は、本学建学の
精神に則り、学校教育法が
規定する専門職大学院の目
的である高度専門職業人を
育成し、社会の発展に寄与
することを目的としており
ます。
既に、ＭＯＴは一期生、
二期生が、またＭＩＰは一
期生が社会で大活躍してお
ります。学部・大学院生、
社会人等、目的と志を持っ
た多くの皆さんが本研究科
に集って下さることを、新
年の挨拶として、強く期待
します。
皆さんが、健康に留意さ
れて、今年も良い年であり
ますように心から願いま
す。

交流協定さらに
本学は、前号既報の四カ国四大学との学術交流協定
十九年に交流協定を結んだのは十一カ国十一大学・機

など、協力関係を活発に推進してゆく。これで平成
関となり、本学の提携網は総計三十四大学・機関とな

ている

機関と同協定を結んだ。今後、各大学と教員・研究

ーリアの二箇所のキャン

＊モデナとレッジョ・エミ

輩出。工業化学分野では ＊学生数：約一万六千人
インド国内最多

学・工学・医学・通信学

スには、理学・農学・薬

取ることが義務づけられ

インターンシップを必ず

外の企業に数カ月以上の

シア大学システムを構成

学などと一緒にアンダル

ィッツ大学、セビール大

学、コルドバ大学、カデ

して独立し、グラナダ大

部、人間学部、科学技術

による社会貢献を目指す

部、 商 学 部、 情 報 科 学

ているなど、実践的教育

韓国・高麗大学と学術交流

部、国際学部等を擁する ＊主言語は韓国語だが、授 ＊学生数：約一万人（留学 ＊ロシア国内の主要な科学 ＊携帯情報端末で北米で人 ＊フランス、ドイツ等のヨ

熱・発電所を設置した

域 の 大 学 連 合 APAIE Smolensk
お よ び Voljs 練学部を含む）
、七十学
韓国の高麗大学
（ Asia-Pacific Asso kiy
に分校を持つ、ロシア 科、五百五十の教育用研
最大の電力工学大学、科学 究室、百の研究用研究所
本学は、昨年十月一日に 学部、教育学部、看護学
ciation
for
Inter
）センターである。同校の概 ＊大学としては初めて発
national Education

協定を締結した。一九〇五

業の三〇％は英語で行わ

を創設し国際連携を推進 要は次のとおり。

年創立の同大学はソウル市
総合大学）

れ、二〇一〇年には六〇 ＊教員数：約千五百人

』の世界
Newsweek

大学ランキング二〇〇六 ＊ＨＰ

＊
『

技術大学の一つ

にあり、韓国では国立ソウ

％が英語で行われる予定 ＊科学技術研究所七カ所、

次のとおり。

＊外国人留学生受け入れ数

の発足は一九九三年

市

は中国で上位十位に入る ＊所在地：ハエン州ハエン

部学生一万九千人、大学 ＊江沢民前国家主席をはじ

＊学生数：三万三千人（学

め各界に傑出した人材を ＊学生数：一万四千五百人

本学は、昨年十一月二十 ＊教員数：千七百人

＊ 学 部 学 科 数： 六 学 部 大学と学術交流協定を締結

＊教員数：八百人

院生一万四千人）
＊教員数：三千人

部、百七十専攻学科

いるが、日本の大学との

年九月二十八日逝去されま

（理工学部教養）平成十九

した。三十二歳。

（元理工学部機械工学科・

二日にイギリス・ブルネル ＊ 学 部 学 科 数： 三 十 五 学 丸山 弘志名誉教授
＊ 学 部 学 科 数： 二 十 学 院 ＊ＨＰ

多数輩出

イギリスのブルネル大学

〇六年版）で百五十位に ＊韓国 の政 財界Ｃ ＥＯ の 特別学部三学部（予備学 年版で八十四位を獲得
http://www.mpei.ru/ 協定は本学が初めて
＊ＨＰ
ランクされている（ソウ 二 〇 ％ が 同 大 学 出 身 者 部と専門家のための再訓 ＊学部生は卒業までに国内
en/
で、強大な影響力を持つ
ル大は六十三位）
http://www.ujaen.es/
＊二〇〇五年に創立百周年 ＊ＨＰ
Statistics and Opera
ス
ペ
イ
ン
の
ハ
エ
ン
大
学
を祝い、アジア太平洋地
http://www.korea.edu/
tive Research, Physi
本学は、昨年十月三日に
機械
nications Engineer cal and Analytical
中国の上海交通大学 動
工学院
力
スペイン・ハエン大学と学
ing, Mechanical and Chemistry, Organic
本学は、昨年十月一日に ＊中国教育省直属の国立重 術交流協定を締結した。同
Mine Engineering, and Inorganic Che橘髙 重義元学校法人東
京理科大学理事長
中国・上海交通大学機械・ 点大学で理科系総合大学 校の概要は次のとおり。
Chemical, Environ mistry
動力工学院と学術交流協定 ＊上海市内に五つのキャン ＊ 設 立： 十 七 世 紀 に 遡 る
ment and Material＊教育機関としての歴史は 平成十九年十二月八日逝去
が、独立した大学として
を締結した。同校の概要は パス
Engineering, Phy 十 四 世 紀 ま で 遡 る が、 されました。九十二歳。
sics, Mathematics, 一九九三年に公立大学と 金子 洋一講師

生約五百人を含む）

ル大学に次いで評価が高 ＊ＴＨＥＳの世界大学ラン

気 を 博 し て い る Black ーロッパ諸国の百五十以
は卒業生の発明
上の大学と協定を結んで
Berry

く、私学トップの総合大学。 キングトップ二百（二〇
同校の概要は次のとおり。
留学生数：三千四百人）

＊学生数：三万五千人（内
＊教員数：千人
部、 経 営 学 部、 芸 術 学

＊学部数：十九学部（法学

http://www.unimore. 部、生命科学部、政経学
it/en/homepage.html 部、理学部、工学部、医

同校の概要は次のとおり。 ＊ＨＰ

交流協定調印式を行った。

った。七大学・機関の沿革等は次のとおり。

本学は、昨年八月一日に

インドの国立化学研究所

者・学生の交流、共同研究及び学術情報や文献の交換

に続いて、昨年十一月までに、新たに七カ国七大学・

海外提携大学・機関は に
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総合研究機構の各研究センター・研究部門では、国際シンポジウム等の開催を次のとおり予定してい
ます。皆様のご参加をお待ちしています。なお、詳細は総合研究機構のホームページから確認できます。
http://www.tus.ac.jp/labo/research̲synthesis.html

インド・国立化学研究所と
学術交流協定を締結した。 ＊インド科学工業研究会議

＊工業化学に関する研究論
部等八学部がある

り、うちモデナキャンパ

パスに十二の学部があ

文ではインド最多の出版
＊インドおよび海外におけ ＊地域企業や行政との連携

数を誇る

バー

同研究所の概要は次のとお （ＣＳＩＲ）の構成メン
り。
＊創立：一九五〇年

＊所在地：インド・プネ市

＊ 研 究 者：
（ Ph.D
）約二
百人
した大学運営を行ってい

＊詳細はHPへ。http://www.rs.noda.tus.ac.jp/coe-fire/index.html
＊お問い合わせ：東京理科大学火災科学研究センター 平田（研究事務課）
E-mail：coe-fire@rs.noda.tus.ac.jp ☎04-7124-1501内線5036 ／ Fax04-7123-9763

る

・クロージングバンケット

る特許申請数は、インド

・Session B.

で最多

Structural Fire Resistance
（concrete） Dynamics/Modeling
Material
Numerical Simulation
Structural Fire Resistance
Performance-Based Design/Others

）約三
M.Sc

Chair：Dr. Ken Matsuyama（Tokyo University of Science, Japan）

・基調講演：Prof. Kazunori Harada（Kyoto University, Japan）

百八十人

＊講演者は変更することがあります

＊ 研 究 員：
（

http://www.sjtu.edu.cn/ 三十二学科。本学と関連 した。同校の概要は次のと ＊ランキング：全イギリス 教授）平成十九年十月十日

◇第２日（11日）9：30 〜

（部）

Part2. 2nd. 火災安全科学分野における世界的重要課題
−研究・教育・実務の取り組みと日本への期待−

＊モデナは経済的、学術的

Prof. Weichen Fan（University of Science and Technology of China, China）
Prof. Arnoud Trouve（University of Maryland, USA）
Prof. Jenifer Wen（Kingstone University, UK）

＊博士課程学生：約四百人 ＊ＨＰ

菅原進一・総合研究機構教授／辻本誠・工学部第二部教授

ロシアのモスクワ電力工学研究所

Part2. 1st. 世界における研究教育拠点への期待
−先端的研究・教育・実務およびネットワークの構築−

http://www.ncl-india.org/ に 豊 か な 都 市 で あ り、

・
「事業推進担当者による成果報告」森田昌宏・理学部第一部教授
・
「ポストCOEプログラム〜将来へ向けての取り組み〜」

を
Ph.D

団体（20名以上）
・5,000円

＊毎年約五十人の

◇第１日（10日）9：30 〜
Part1. 東京理科大学21世紀COEプログラム
５年間の足跡と将来へ向けて

本学は、昨年十月三日に 交 流 協 定 を 締 結 し た。

学生・10,000円

十七世紀にはモデナ科

そのグローバルネットワークの構築

学・文学・芸術アカデミ

◇主 催：東京理科大学 ◇定 員：400人
◇参加費：一般・20,000円（２月８日申込まで15,000円）

ロシア・モスクワ電力工学 一九三〇年創立の同研究所

東京都千代田区紀尾井町１−２

大学では約百校中二十八 逝去されました。
する学科は、 Experimenおり。
八十三歳。
位
（
『 Guardian
』
）
、
約百校 杉浦 三千夫元助教授
tal Biology, Econo＊創立：一九六六年
』
）
。（工学部第一部工業化学科）
mics, Computer Sci＊学生数：学部学生一万 中四十三位（『 Times
平成十九年十一月二十一日
ence, Electrical Engi 人、大学院学生二千五百 ＊ＨＰ
neering, Telecommu 人（内留学生約二千人） http://www.brunel.ac.uk/逝去されました。八十歳。

◇テーマ：火災安全科学における卓越した研究拠点と

イタリアのモデナ＆
レッジョ・エミーリア大学

火災科学研究センターでは、３月10日（月）・11日（火）の
２日間、21世紀COEプログラム「先導的建築火災安全工学研
究の推進拠点」第３回国際シンポジウムを開催いたします。
Part1では本プログラム５年間の足跡と将来へ向けての報告、
Part2では国内外から招聘した来賓、主要大学の先生方によ
り、「火災安全科学における卓越した研究拠点とそのグローバ
ルネットワークの構築」をテーマにご講演をいただきます。
Part3は２日目に、火災安全工学研究に関する最新の成果報告
を、口頭発表形式で実施いたします。

研究所（工科大学）と学術（ 大 学 ） は、 ロ シ ア 国 内

先導的建築火災安全工学研究の推進拠点
第３回国際シンポジウム

本学は、昨年九月三日に 交流協定を締結した。この

ー（ National Acade
my of Sciences, Li
teratures and Arts
）が設立され
Modena

主な功績として、建築材

先生は、小 至っている。
野田セメント

㈱中央研究所 料学の分野において、コン

東京理科大学21世紀COEプログラム

イタリア・モデナ＆レッジ 協定締結にあたり、竹内学

学長に

諏訪東京
理科大学

秋の叙勲

イベント名
平成19年度研究成果報告会
次世代フォトニック応用研究部門シンポジウム
平成19年度研究成果報告会
第２回ポリスケールテクノロジーワークショップ
平成19年度研究成果報告会
21世紀COEプログラム第３回国際シンポジウム（詳細は左下参照）
第２回国際シンポジウム
３月上旬（予定） 量子生命情報研究センター
野田校舎カナル会館大会議室
International Conference in QBIC 2008
平成19年度研究成果報告会「ホリスティックア
３月上旬（予定） ホリスティック計算科学研究センター 未 定
プローチによる計算科学の新展開」
開催場所
メトロポリタン エドモントホテル
森戸記念館第１フォーラム
神楽坂校舎 11-1教室
野田校舎カナル会館大会議室
野田校舎講義棟
グランドプリンスホテル赤坂

開催日
研究センター/部門
１/12（土）
数学教育研究部門
１/18（金）
次世代フォトニック応用研究部門
２/２（土）
グリーン光科学技術研究センター
３/７（金）
ポリスケールテクノロジー研究センター
３/７（金）
インテリジェントシステム研究部門
３/10（月）〜 11（火）火災科学研究センター

ョ・エミーリア大学と学術 長が同大学を訪問し、学術

重倉祐光 前
瑞宝中綬章

勤務を経て、昭和四十一年 クリートの耐久性を向上さ
に東京理科大学助教授着任 せる問題について多方面か
以降、三十年間にわたり東 ら積極的に取り組み、特に
京理科大学に奉職され、理 骨材の不足に対処するた

Part3. SESSION

・Session A.

工学部長および理工学研究 め、山砂・砕砂の利用を進

Prof. Yoshifumi Ohmiya（Tokyo University of Science, Japan）
Prof. Dogdan Dlugogorski（The University of Newcastle, Australia）
Prof. Beth Weckman（University of Waterloo, Canada）

・ウェルカムレセプション

科長の他多数の役職を歴任 め た。 ま た、 山 砂 の 利 用
前 諏 訪 東 京 理 科 大 学 学 し、平成十年からは東京理 は、混入している粘土状の

祐光名誉教授＝写真＝が、 として、平成十四年からは し、その限界値を提案。砕

長、元本学理事である重倉 科大学諏訪短期大学の学長 微粒部分の悪影響を明白に

中綬章を受章した。この瑞 長として重責を担われた。 形を表示する方法を提案

平成十九年秋の叙勲で瑞宝 諏訪東京理科大学の初代学 砂については、製造上の粒

宝章は公的業務に長年従事 その永年の功績に対して平 し、これらの方法はＪＩＳ
授の称号が贈られ、今日に に大きく貢献している。

してきた人に授与されるも 成十八年五月に本学名誉教 規格に採用され、建設分野

のである。

・11日（火）
程：３月10日（月）
場：グランドプリンスホテル赤坂

◇日
◇会
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本学総合研究機構の各種イベント開催お知らせ
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（ 3 ） 2008年（平成20年） １月１日（火）

2008年（平成20年） １月１日（火） （ 4 ）

母校の空気満喫 満･足
第 回ホームカミングデー

開会式典はＡＬＳＯＫの 奏に引き続き、塚本桓世理

と」と題して講演。石角氏 越える同窓を迎えて祝賀パ

対象に「ウー

女子中高生を 的とした公開講座である。 部応用生物科学科・朽津和

理系女子中高生支援の催し

ウーマンサイエンティスト講座開く

たようだ。

本学教員による講演・実

＊ 実 験「 コ ン ク リ ー ト

辻正哲教授・佐藤幸恵助教

＊実験「光ってなんだろ

＊実験「次世代環境低負

＊講演「都市の研究とデ 工学科・蟹江壽教授

荷発電システム〜水素エネ

＊実験「移動エージェン ルギーと燃料電池〜」基礎

＊実験「体を外敵から守

＊実験「自分のＤＮＡを る皮膚の細胞を目で見てみ

http://risoukai.rika 昨年十一月二十五日（日）理系に進学・就職する女子 見てみよう！〜バイオイメ よう」生命科学研究所・中
をご覧ください。 に、本学野田キャンパスで 中高生を支援することを目 ージングの世界〜」理工学 野直子准教授
dai.jp/

してもらい、

系分野を理解 宗宏講師

どを通じて理 理工学部情報科学科・滝本 史准教授

との交流会な トを用いたロボット制御」工学部材料工学科・西尾圭

学院生、教員

子大学生、大 築学科・伊藤香織講師

会、本学の女 ザインの魅力」理工学部建

験体験、講演

子中高生に実 験の内容は以下のとおり。 う？」基礎工学部電子応用

これは、女

した。

講座」を実施 真、充実した一日を過ごせ う」理工学部土木工学科・

ティスト体験 と懇談する機会もあり 写
=（モルタル）で人形を作ろ

マンサイエン 中高生が参加し、竹内学長

講座には三十八人の女子 幸教授

の興味深くユーモア溢れる ーティーが開かれ、招待者
話に、聴衆からは大きな拍 を代表して、昭和三十二年
手が沸いた。一方、コンサ 理学部物理学科卒の西嶋進
この日の午後、イベント

ートやライブステージも用 一さんから挨拶があった。
意され、スペシャルコンサ

ート「加瀬邦彦＆ザ・ワイ が最高潮に達すると、数々
ルドワンズ」のライブ、音 の豪華賞品が当たる「大抽
鬼武みゆきのライブ演奏も 賞」の乗用車は在学生の父

楽界で活躍する本学ＯＧの 選会」が行われ「ＴＵＳ大
行われた。この他、野田市 母と薬学部教員に贈られる

なお「ホームカミングデ

Ｔ Ｒ Ａ Ｉ 大きなキーが手渡された。

立南部中学校吹奏楽部、本 ことが決定、竹内学長から
学Ｖ Ｏ Ｉ Ｃ Ｅ

Ｎ Ｉ Ｎ Ｇ 部や吹奏楽部に

ま た「 レ ス ト ラ ン み な

と、 分 か っ て く れ な い こ も」では、卒業後五十年を

やかなパフォーマンスで幕 内伸学長による挨拶が行わ と世界〜違いから分かるこ
を開け、同隊による校歌演 れた。

は、理窓会のウェブサイト

記念講演会では、国際弁 よる演奏・パフォーマンス ー二〇 〇七 」等 につ いて

目を細め、久しぶりの「学生生活」を満喫した一日となった。

れた。また、卒業生は母校の発展ぶりに驚くとともに、後輩在学生の元気な姿に

業生は若き日に共に学んだ学友や恩師らと再会し、旧交を温める姿が随所で見ら

の期間中に行われた。約三千人の卒業生、在学生及び大学教職員などが集い、卒

同主催したもので、一昨年に続く第二回目で、今回は第五十九回理大祭（野田）

薬学部エリアで開催された。これは東京理科大学と同窓会組織である理窓会が共

「ホームカミングデー二〇〇七」が昨年十一月二十四日（土）
、野田キャンパス・

2

儀仗隊ビバーチェによる華 事長（兼）理窓会会長、竹 護士・石角完爾氏が「日本 等も華を添えた。

恩師や旧友と語り合う卒業生たち

問い合わせ先

だより

：

窓

●新校友の春

３月、
入会式を開きます

：

理

創立百二十五周年記念事業 寄付者芳名

（累計金三〇、
〇〇〇円） 杉山 秋彦様
◇金三〇、
〇〇〇円
山田 俊彦様
野島
雅様
白石 幸英様
鈴木 秀威様 瀬戸 忠雄様 東京理科大学八戸地区ＯＢ会
立花 宏俊様
（累計金六〇、
〇〇〇円） 大山 惠子様
（累計金四、
四四〇、
〇〇〇円） 宮本 岩男様
（累計金三三九、
〇〇〇円） 髙田俊一郎様 那須 秀樹様 様
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） 吉住 行夫様
（累計金五〇、
〇〇〇円） 玉置
充様
（累計金六三〇、
〇〇〇円） ◇金一〇〇、〇〇〇円
（累計金四四三、
〇〇〇円） ◇金八、〇〇〇円
原
芳彦様 久岡 正敏様
（累計金一九〇、
〇〇〇円）
種村 昭一様 土井 幹夫様
◇金一〇、
〇〇〇円
（累計金七〇、
〇〇〇円） ◇金一〇、〇〇〇円
池北 雅彦様
本山 好幸様
天沼 秀夫様
細谷 欣司様 安永 達幸様
小笠原千代一様
西嶋 進一様
根本 智博様
尾形
猛様
（累計金九〇〇、
〇〇〇円） （累計金四一〇、
〇〇〇円）
（累計金九〇、
〇〇〇円） 吉見
博様 笹川 俊明様 【こうよう会】
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） 今村 俊明様
【同窓生】
◇金一〇〇、
〇〇〇円
（累計金四〇、
〇〇〇円）
（累計金四〇、
〇〇〇円）
（累計金五〇、
〇〇〇円） 井上 康則様
矢島 博文様
◇金六、
〇〇〇円
◇金一一一、
〇〇〇円
◇金四、
五〇八、
七七四円
浜口 智德様
◇金三、
〇〇〇、
〇〇〇円
井上 秀子様
宮地 成美様
【教職員】
増田 勇三様
（累計金四一〇、
〇〇〇円） 赤澤 豊信様
小江戸の会様
個人 五四名
（累計金七〇、
〇〇〇円） 荻原 通弘様
森野 義男様
（累計金二〇〇、
〇〇〇円）
（累計金六〇、
〇〇〇円）
（累計金二〇、
〇〇〇円） ◇金二、〇〇〇、〇〇〇円
（累計金五〇〇、
〇〇〇円） 柳田 昌宏様
（累計金一五六、
〇〇〇円） （累計金三四五、
〇〇〇円）
（累計金八三、
〇〇〇、
〇〇〇円） 今里 晴敦様 岡﨑 美憲様 平野 晴世様
匿名
二名
植木キク子様
匿名
一名
（累計金四四〇、
〇〇〇円） 伊藤 享子様
栗原 照夫様 石井 忠浩様 ○入金額
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） 小田島法雄様
◇金一、
〇〇〇、
〇〇〇円
小柳津 茂様 草野
肇様
川島
仁様
◇金五、
〇〇〇円
（累計金三、
〇〇〇、
〇〇〇円） ◇金五〇、〇〇〇円
匿名
四名
（累計金七六、
〇〇〇円） 金子
聰様 栗原
實様 ［個人］
（一四四名）
藤原 美則様
宮川 公治様
小林 恭子様
（累計金二〇、
〇〇〇円） 佐藤 幸治様 丸山与士次様 ◇金一、〇〇〇、〇〇〇円
加藤 政雄様
◇金一五、
〇〇〇円
関根
広様
黒瀬
勉様 小山
誠様
一七、
六九〇、
〇〇〇円
（累計金四、
五〇〇、
〇〇〇円） （累計金二〇〇、
〇〇〇円） 吉川 榮一様
◇金三、
〇〇〇円
塚本 桓世様
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） 赤上
好様
（累計金二四、
〇〇〇円） 西郷
昭様 諏訪部喜義様 ［法人］
（一〇社）
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） 神田 春彦様
◇金五〇〇、
〇〇〇円
柴田 良夫様
（累計金六〇、
〇〇〇円） 北方 計介様 村上 心一様 （累計金六、
〇〇〇、
〇〇〇円） ◇金三三、〇〇〇円
（累計金三二〇、
〇〇〇円） 髙橋 正一様
関
邦彦様 松田 雄次様
七、
〇〇〇、
〇〇〇円
渡辺 亮夫様
加藤 和詳様
中村 慶雄様
【元教職員】
◇金二〇〇、
〇〇〇円
安藤 正海様
石渡恵美子様
（累計金一五六、
〇〇〇円） 山下 一郎様 山下
正様 ［団体］
（七団体）
〇〇〇円） 菊池 郭元様
（累計金三、
〇〇〇、
〇〇〇円） （累計金二〇〇、
〇〇〇円） （累計金二〇〇、
（累計金四〇、
〇〇〇円） ◇金三〇〇、〇〇〇円
匿名
一名
（累計金二七三、
〇〇〇円） （累計金二一〇、
〇〇〇円） 匿名 一名
山田 義幸様 脇
國男様
九一六、
〇〇〇円
五名
金子 榮三様
福田 太郎様 伏見
正様 匿名
小林
博様
戸原 章子様
◇金一五〇、
〇〇〇円
◇金三〇、
〇〇〇円
岩崎
等様
◇金一〇〇、
〇〇〇円
［こうよう会］
（五四件）
◇金四〇、
〇〇〇円
【法人】
（累計金一、
五〇〇、
〇〇〇円） 増田 重衛様
（累計金六〇、
〇〇〇円） （累計金八〇〇、
〇〇〇円） 片岡
寬様
加納
誠様
（累計金三四〇、
〇〇〇円） ◇金二、〇〇〇、〇〇〇円
東京理科大学天文研究部ＯＢ
四、
五〇八、
七七四円
高村 輝義様
（累計金五〇〇、
〇〇〇円） 黒﨑 辰次様
◇金一〇〇、
〇〇〇円
（累計金一、
七〇〇、
〇〇〇円） （累計金五五〇、
〇〇〇円） 茅壁 猛幸様
○寄付総額（二〇〇三年十一
（累計金六〇、
〇〇〇円） 佐藤 至紀様
東京理科大学消費生活協同組 会様
（累計金二、
〇〇〇、
〇〇〇円） 丸山 義博様
（累計金二〇、
〇〇〇円） 上原 孝雄様
◇金一二〇、
〇〇〇円
鎌倉 高志様
（累計金二三〇、
〇〇〇円） 合様
齋藤 佳秀様 池田 大樹様 月一日〜二〇〇七年十月三十
田村 應和様
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） ◇金三〇、〇〇〇円
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） 鶴島 克明様
（累計金三二、
〇〇〇、
〇〇〇円） 稲田 清夫様 宇都宮重里様 一日）
（累計金一、
〇〇〇、
〇〇〇円） 水田 康登様
眞田 克典様
中村 一夫様
大谷 敏和様 大橋 信行様 ［個人］
（四、
五九二名）
◇金一、
〇〇〇、
〇〇〇円
◇金四〇〇、
〇〇〇円
森戸 弘行様
（累計金五八〇、
〇〇〇円） （累計金一七〇、
〇〇〇円） 株式会社岡村製作所様
貝津 幸広様 神長 知治様
七四三、
九三九、
一五〇円
山田 義幸様
（累計金四〇〇、
〇〇〇円）
菅井
繁様
村田 英則様
（三二八社）
（累計金三、
〇〇〇、
〇〇〇円） 神谷 道彰様 菊池 史朗様 ［法人］
（累計金一、
五〇〇、
〇〇〇円） 安永 達幸様 山本
隆様
（累計金四〇〇、
〇〇〇円）
（累計金四五、
〇〇〇円） キッコーマン株式会社様
熊谷 桂子様 坂井 俊二様
七七二、
四一〇、
〇〇〇円
◇金三〇〇、
〇〇〇円
吉田 和明様 吉野
仁様
田口 速男様
匿名
二名
（二〇〇団体）
（累計金三、
〇〇〇、
〇〇〇円） 榊原 幸雄様 坂部 和美様 ［団体］
菅野 隆三様
匿名
一名
みいただいた分です
「創立百二十五周年記念事業募金」にご賛同いただ
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） ◇金一〇、〇〇〇円
志倉 臣人様 柴田 和幸様
三一、
八七〇、
二五二円
日東電工株式会社様
（累計金八五〇、
〇〇〇円） ◇金九九、〇〇〇円
竹村 哲雄様
匿名
一名
志村 昭典様 新堂 泰伸様 ［こうよう会］
（一、
三六五件）
ご芳名は区分別・金額別・五十音順ですが区分で重
◇金五〇〇、
〇〇〇円
島崎 益男様
植木 浩輔様
き、ご寄付をたまわった方々のご芳名を掲載します今
（累計金四一〇、
〇〇〇円） ◇金九、〇〇〇円
鈴木
隆様 高田 将弘様
一〇一、
八一四、
一六二円
クリエイトコミュニケーショ
（累計金二、
九五〇、
〇〇〇円） ◇金七〇、〇〇〇円
複する方はいずれか一つに掲載させていただきました
回は、二〇〇七年八月一日〜十月三十一日までにお振込
寺田
充様 友澤 敬一様
ンシステム株式会社様
松井 辰男様
長浜 和史様
光様 藤井
昇様
（累計金二、
五〇〇、
〇〇〇円） 平林
髙田
晃様
（累計金五〇〇、
〇〇〇円） ◇金五〇、〇〇〇円
藤本 正樹様 古川三千代様
※お詫び 学報第１６７号
（累計金五〇、
〇〇〇円）
◇金二五〇、
〇〇〇円
青木 秀夫様
び方の方が通用します。
す。そのために理窓会はど 名なゲストをお招きして、 ◇金三五〇、〇〇〇円
皆川 博之様 宮崎 淳一様 掲載の「創立百二十五周年記
ＡＩＵ保険会社甲府支店様
四名
渡辺 正幸様
（累計金一五〇、
〇〇〇円） 匿名
理窓会は同窓同士の親睦 のようなことを行っている お話をしていただきます。 内藤保険サービス株式会社様 山本威一郎様 横坂 秀明様 念事業寄付者芳名」で「
【同
◇金二〇、
〇〇〇円
（累計金七五〇、
〇〇〇円） 一ノ瀬好弘様
Ⅱ部体育会スキー部ＯＢ会
窓生】◇金一五〇、〇〇〇円
◇金二〇〇、
〇〇〇円
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） 鈴木 克巳様
をはかり、同窓が大学を支 かを、何回かに分けて掲載 その入会式が皆様の印象に 株式会社文教様
トナカイ様
髙木幸子様（累計金五五〇、
◇金二五〇、
〇〇〇円
（累計金三〇、
〇〇〇円）
大久保 理様
江澤
茂様 大峯 凱夫様
残り、東京理科大学ファミ
ことになります。卒業後は 援できる体制を作ると同時 したいと思います。
小河原憲一様 他会員一同
〇〇〇円）
」とあるのは「…
梶原電工株式会社様
髙橋
讓様
君塚 弘明様
小川 裕幸様
呼び名が学生から校友にか に、逆に大学が卒業後も同 本年度から始めることで リーの一員になったという （累計金一、
高城幸子様…」の誤りでし
〇〇〇、
〇〇〇円） 理窓会青森支部様
〇〇〇円）
（累計金五〇〇、
〇〇〇円） （累計金二〇〇、
〇〇〇円） （累計金三〇〇、
◇金五〇、
〇〇〇円
た。お詫びして訂正いたしま
竹内 一晃様
中村 和美様
小田嶋 圭様
東京理科大学を卒業・修 わ り ま す。校
すが、三月の ことを強く認識していただ ◇金二〇〇、〇〇〇円
す。
ニッセイ同和損害保険株式会 理窓会愛知支部教育会様
〇〇〇円）
濵田
堯様
（累計金一〇〇、
〇〇〇円） （累計金一二〇、
了された皆さんは実社会で 友 は、唯 一 の
卒業式終了に く場になればと考えており 社様
◇金五、
〇〇〇円
新夕 義典様
（累計金八〇〇、
〇〇〇円） 鍛冶
隆様
【団体】
柳谷 善三様
（累計金一五〇、
〇〇〇円） 長谷川隆司様
活躍することになります。 同窓会で百年
引き続いて理 ます。
◇金四五〇、
〇〇〇円
（累計金八〇、
〇〇〇円）
（累計金三〇〇、
〇〇〇円） 木本 晃市様
東京理科大学周年募金事務室☎〇三・五二二
しかし、大学との縁が切れ 以上の伝統をもつ理窓会に 窓を支援する体制を作るお 窓会の入会式を行います。 ＊理窓
藤崎 堅信様
◇金一五〇、
〇〇〇円
古池 廣行様
 会 本学卒業生が自 東京理科大学能楽研究部ＯＢ
八
・
八
七
二三／ＦＡＸ〇三・三二六〇・四三六三
〇〇〇円）るわけではなく東京理科大 自動的に入会することにな 手伝いをする、いわば東京 理窓会会長の理窓会入会の
菊池 和房様
（累計金二〇〇、
〇〇〇円） （累計金一二〇、
動的に加入する同窓会。 会様
＊ e-mail
： 125shunen@admin.tus.ac.jp
小林 由雄様 笈沼 俊夫様
柳澤
泉様
◇金一一〇、
〇〇〇円
是枝 正國様
学のファミリーの一員とし ります。
ですから、
校友は理 理科大学ファミリーの接着 お祝いの言葉の後、皆様も ＊理窓会ＨＰアドレス
＊ URL:http://www.tus.ac.jp/125/
大串
守様 大熊 洋征様
（累計金三〇、
〇〇〇円）
並木 榮一様
斉藤
渉様
て大学との絆を持ち続ける 窓会員とも呼ばれ、その呼 剤の役割をはたす組織で ご存じのマスコミなどで高 http://risoukai.rikadai.jp/ 菊地 宏美様 北村 陽一様
（累計金二二〇、
〇〇〇円） （累計金一五〇、
〇〇〇円） 山本 隆志様
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山口東京理科大学

原点に立ち返って

礎学力であることは言うま ンスの知識だけでなく視野

りその土台となるのは、基 ることも大切です。サイエ

性が要求されますが、やは 頃に教養や常識を身につけ

http://www.yama.tus.ac.jp/

を広げ、普段から幅広い教

最後に、将来皆さんが、 養に触れ、自己研鑽に努め

でもありません。

山口県山陽小野田市大学通一ー一ー一
０８３６・８８・３５００
︵代表︶

皆さんは常に原点に立ち返
になるためには、大学生の します。

って、自分自身の基礎学力 良識のある科学者や技術者 てくださるよう、強く期待
の向上に努めてください。

晴天！歓声こだま竜王祭

﹁ホームカミングデーへ向けて﹂
も開く

第 十 三 回 竜 王 祭 が 昨 年 十五日
（日）
の三日間開催さ ｒｅａｍ 〜」
。恒例のもち

一般バンドＬＩＶＥ、腕相 活動した、陸上自衛隊山口

撲大会、ビンゴ大会等、多 駐屯地隊員によるカレー屋

彩なイベントが催され、連 も出店。迷彩服を着て調理

ま た、 二 十 五 日
（ 日 ）に

短大卒業生も共に

ていた。

日、歓声や笑い声がこだま し、自慢のカレーを振舞っ

していた。

模擬店もバラエティーに

ま れ、 本 学 学 生 だ け で な た観客一人ひとりに風船を おでん屋、焼き鳥屋等、学

十一月二十三日（ 金 ）〜二 れた。期間中は、好天に恵 まき大会の前には、来場し 富み、パエリアショップ、

▲

く、地元周辺の大人から子 配り、夢や感謝の言葉を風 生たちの出店だけでなく、 は、
「ホームカミングデー

ご存じのとおり、本学に
は輝かしい実績のある二つ

塚本

供まで大勢の観客で賑わっ 船に書いて、一斉に空に飛 外部の方々の露店も軒を並 へ向けて」も開催され、山

学長

た。

理科大学山口短期大学の卒

今年のテーマは「夢〜Ｄ 前のメインステージには、 中越沖地震の被災地で支援 けでなく、本学前身の東京

ばした。このほか、５号館 べ、中には、昨夏の新潟県 口東京理科大学の卒業生だ

した。この場を借りて、ご もこれまで東京理科大学と の研究所を擁しています

光を浴びており、最先端の

午前中に液晶研究所長の

会に旧交を温めていた。

催された、九州学生パワー 業生も大勢集い、久々の再

級でも第一位の成績を収

リフティング選手権大会

新し

めている。全国レベルには 小林教授による講演「液晶

カミングデーへ向けて」を 生、教職員、ご父母の三位

口県体育大会パワーリフテ うスポーツで、 ・５ 級 は、大きな自信に繋がった 午後からは祝宴を開始。歌

に防府市で開催された、山 のトータルの挙上重量を競 会 で 好成 績 を残 せ た こ と い表示の世界」が行われ、

昨年十一月二十五日
（日）チプレス、デッドリフト）まだ及ばないものの、県大 とナノ粒子の融合

県体育大会パワーリフティング

本学２選手が１・３位入賞

となる科学者や技術者を数 晶研究所は、世界的にも脚
本学では、基礎教育の充 液晶技術を次々と生み出し

学校法人東京理科大学の 多く輩出しております。
同窓生の絆は世代を超えて
固く結ばれており、母校へ 実 を 図 り、 特 に 数 学、 物 ています。また、先進材料
あけましておめでとうご の帰属意識が大学の結束力 理、化学の授業科目では、 研究所では、ナノテクノロ
を高めることに繋がってい 少人数クラスで、きめ細か ジーを主体に、新機能材料

60

開催し、大学の卒業生だけ 一体に加え、同窓生もステ するには、やはり基礎学力 の連携で、ナノ液晶の研究

専門科目をきちんと理解 行い、現在、液晶研究所と

kg

より御礼申し上げます。

参加いただいた皆さまに心 同様に、科学技術立国の礎 が、国内の大学で唯一の液

年頭の言葉

〒756-0884

桓世

News

昨年は、本学で「ホーム ます。これから本学も、学 な教育を実践しています。 やエネルギー材料の開発を

ざいます。

学全体で本学のより一層の

−

第168号

フティング部員二人が出場 輔君（電子・情報工学科三 生パワーリフティング選手 科大学理学部数学科卒）に

ィング競技に本学パワーリ 以下ノーギアの部で水尾峻 ようだ。今後は、全日本学 手の布井祥子さん（東京理

も多数ご参集いただき、理 に大学を発展させていきた 学問の土台となる“基礎”促進事業」に採択されてい
これらの研究開発には、

を積み上げた人間だけが、
専 ます。

さて、教育は国家百年の 門分野でもきちんと能力を

窓会山口県支部総会との合 いと考えております。

同で、大変素晴らしい同窓

http://www.suwa.tus.ac.jp/

長 野 県 茅 野 市 豊 平五〇 〇 〇ー一
０２６６・７３・１２０１
︵代表︶

動の中で地域社会に向けて

理解を得る努力を、日常活

会を執り行うことができま 大計と言われますが、本学 発揮できるわけですから、 非常に高度な専門性や独創

諏訪東京理科大学

行ってまいりたいと思いま
れる学生を広く集め、充実 す。今後とも皆様のご理解

▲ ステージで盛り上がる学生
＝竜王祭

ホームカミングデー盛況
短大１期生はじめ 人参加

水尾君は、昨年五月に開

パワーリフティングは、 が第三位に輝いた。

三種目（スクワット、ベン

諏訪圏工業メッセ に参加

きそうだ。

始、美声に魅了され、同窓

会に華を添えた。

した。教室発表や露店など

に例年以上の学生、一般の

祭典は一般公募で選出し

参加者が訪れて楽しんだ。

た「 SHIFT
〜 Next in
」をテーマに、
novation

音で開幕。各種のイベント

実行委員自らで叩く太鼓の

の ほ か に、 多 数 の 学 生 団

体、研究室から日頃の活動

成果の発表や露店などの出

特設ステージではミスタ

ー・ミスコンテストや軽音

育センター・関塚研究室の 参加、パネル展示や実演を 部のライブ、ビンゴ大会な

四研究室が参加、各種展示 行った。また、ＳＷＡＮ理 どを開催。ステージを取り

二十日（土）
、諏訪市の諏 ーマに、システム工学部電 見られない土中の線虫を見 ソーラープレーンの試作展 ーケットが並んだ。４号館

本学からは「環境」をテ や、電子顕微鏡による普段 科大フォーラムグループは 巻くように露店やフリーマ

制大学に改組して六年、こ 活性化に資する大学院とし とも、学部・大学院一貫し

究会のＪＡＺＺ喫茶や研究

示を行い、いずれの展示も には毎年恒例のＪＡＺＺ研

訪湖イベントホール（旧東 子システム工学科・平田研 せる公開などを行った。

東京理科大学からは工学 来場者の関心を集めた。

学科・坂本研究室、共通教 井上研究室、武田研究室が 盛況のうちに幕を閉じた。 楽しんでいた。

三日間の来場者数は過去 成果発表などもあり、子ど

洋バルヴ諏訪工場跡地）で 究室、同学部機械システム

された。

三日間にわたり「諏訪圏工 デザイン工学科・奈良研究 部第二部建築学科・辻本研

年となりました。大学院も す。

そのためには、気力あふ

業メッセ二〇〇七」が開催 室、経営情報学部経営情報 究室、理工学部建築学科・ 最多の二万七千二十人で、 もから大人まで、理大祭を

ロジーコース、マネジメン ましたように、地域社会か

本年三月をもって完成年度 お蔭様で本学は、各種専 力を発揮できる人材育成に 片岡学長（中央）らも参席 右
在学時代の写真がスクリーンに
となり、四月からはテクノ 門的雑誌にも取り上げられ 努めてまいる所存です。
映し出されると参加者の視線は
釘づけ 下＝ホームカミングデー

ての技術力、応用力、着想

の春からは七年目を迎える て展開してまいる所存で た社会に根付く産業人とし

昨年十月十八日（木）〜

駐車場をメイン会場に開催

原菊紀教授による「脳を鍛 れ、会場からは感激の声が 足した様子がうかがえ、大 で、本学４号館、２号館前

理大祭開幕太鼓を叩く学生たち

える活脳トレーニング」と あがった。参加者からは満 盛況に幕を閉じた。

題する記念講演が行われ、

その巧みな話術に場内は笑

その後会場を移し、地元

昨 年 十 月 二 十 七 日（ 土 ）た。当日は前身の短期大学 いと驚きの渦に包まれた。
した教育を熱意を持って提 と暖かいご支援を賜ります に諏訪東京理科大学と理窓 一期生から大学二期生まで

ムカミングデーが開催され 加、中には同学年の夫婦揃 奏後、澤常務理事の乾杯の

供し続けることが重要であ ようお願い申し上げ、年頭 会の共催で第一回目のホー 二百 十五 人の 卒業 生が 参「諏訪市民吹奏楽団」の演
ると考えている所です。大 のご挨拶といたします。

っての参加や子ども連れの 発声で懇親会が行われた。

参加者もおり「理大祭」も 恩師との歓談中に短期大学

同時開催されたことからこ 時代の卒業アルバムから懐

寛

トコースと並んで社会の新 ら高い評価を頂き、卒業生

の日は学生に戻って楽しん かしい写真がスクリーンに

片岡

布井祥子さんのコンサート＝
し、それぞれ上位入賞を果 年）が第一位、平良隆二君 権 大 会出 場 が 当 面の 目 標 よるミニライブコンサート
「ホームカミングデーへ向けて」 たした。
（ 電 子・ 情 報 工 学 科 三 年 ）で、さらなる飛躍が期待で も あ り、 同 窓 生 た ち は 終

学山口短期大学の卒業生に 営に参画していただき、共 ればなりません。すべての の「都市エリア産学官連携

kg

でなく、前身の東京理科大 ークホルダーとして大学運 をしっかりと身につけなけ にも取り組み、文部科学省

67

平成十九年度の諏訪東京 行委員会主催）は昨年十月 店があった。

楽しんだ！理大祭

エルカムスピーチの後、篠 走馬 灯の よう に思 い出 さ 理科大学理大祭（理大祭実 二十七日から二日間の日程

イベントは片岡学長のウ 釘付けになり、当時が正に

映されると、一同は一点に
でいる姿が見られた。

の両能力をバランス良くそ しております「工学と経営
なえた地域産業の中核とな 学の融合」を実現する教育
あけましておめでとうご る企業人を育成する技術経 内容が、着実に地域の産業
営（ＭＯＴ）コースを新設 界に認識評価されて来たも

07

コースに加え、技術と経営 も本学が設立の基本理念と

しい仕組みを創造運営でき を高い就職率で送り出すこ

学長

〒391-0292

る人材育成の社会システム とができております。これ

年頭の言葉

足元を固め飛躍の年に

News

諏訪東京理科大学は四年 し、二十一世紀の地域経済 のと考えております。今後

ざいます。
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産・学・官 連携と知財のひろば

本学研究シーズに高い関心

催で開催し、企業・産業界 われ、多くの企業の方々か
に本学の研究シーズを紹介 ら研究開発を推進するにあ
し、共同研究や技術移転な たって大変参考になる話を
ど多くの成果を得ている。 聞くことができたとの感想
当日は百社を越える企

今回は本拠地神楽坂で開催 が寄せられた。
昨年十一月十三日（火）総合研究機構の多種、多彩 することとなり、企業に対
に本学森戸記念館を会場 な研究シーズや先端技術を して本学総合研究機構の各 業・産業界から約百四十人
に、産学官の掛け橋として 企業・産業界に広く紹介す センター、部門の活動、機 の参加があり、各発表会場
るため「東京 構に関わる各教員の研究シ では参加者から様々な質問
理科大学イノ ーズを中心に、諏訪東京理 が寄せられ、本学の研究シ
ベーションシ 科大学、山口東京理科大学 ーズに対する注目度の高さ

で紹介した。

終了後は交流会が行われ、

〇〇七」を開 表、実演、パネル展示など ル展示等の全セッションの

ンポジウム二 の最新の研究成果を口頭発 が感じられた。講演、パネ
催した。
シンポジウムは塚本理事 企業・産業界から約四十人

アメリカの詩人サムウエ

ると書きますが、私は目先 とがない」と話す若者が増

うとき初めて老いる」とい るという字は、老いを与え「夢や希望なんて持ったこ

サムウエル・ウルマンは

どうか大学という素晴ら

る」といいます。

「理想を失うとき心も老い

春時代の真っただ中におら

ところで、心身ともに青 てしまったのでしょうか。

長しているのに、心が老い

なぜ、体だけは順調に成

私がこの詩と出会ったの の対処療法にこだわってい えたように思います。

う一節があります。

は、もう二十年も前のこと たために、自らの夢や希望

象として心に焼き付いてお

ですが、いまでも強烈な印 を見失っていたのです。

ります。

心ゆたかにかがやいて

その頃の私は、言葉の障 れる皆さんは、どのような

想を追い求め、心身ともに

ル・ウルマンの「青春」と 害（吃音）者への支援活動 夢や希望をもっておられる しい環境の中で、自らの理

私はカウンセラーという 輝かしい青春時代を送って

いう詩に「青春とは人生の に関わっていたのですが、 のでしょうか。

ある期間のことではなく、 考え方や行動がマンネリ状

ねて 人は 老い るの では な 提供することができなくな する機会がありますが、最（長万部校舎よろず相談室

心の持ち方をいう。年を重 態に陥って、効果的な場を 職業柄、多くの方々と接触 ください。

＜

夢工房が開催された。「さあ、いっぱいに理科と数学の祭

で、毎年恒例のサイエンス のブースが出展され、会場

神楽 坂校 舎１ 号 館十 七階 心に、二十二の実験・工作

昨年十一月二十三日
（金）卒業生、教員、学生らを中

身近なもので万華鏡作り 神楽坂

いうテーマのもと、本学の た。当日は、卒業生、親子

来場者の中には「毎年夢

まで、幅広い 幸いである。

な内容のもの 者を生むきっかけとなれば

ものから高度 せない雰囲気。未来の科学

で体験できる 中、会場内はそれを感じさ

り。遊び感覚 年、 理 数 離 れ が 騒 が れ る

工 作 を し た きた」と語る人もおり、近

剣な眼差しで 楽しいと思うようになって

かせたり、真 トに何度か来ているうちに

現象に目を輝 嫌いだったが、このイベン

こる不思議な はもったいない」
「科学は

目の前で起 ている」
「一日だけの開催

が多かった。 工房が楽しみで理大祭に来

人・年配の人

中高生や社会 ていた。

つが、今回は 校生も、皆のびのび熱演し

小学生が目立 された百人近い中学生、高

した。通常は 一方、先生方が指導・引率

の方々が来場 うに持ち帰る姿もあった。

ど約四百人も た。工作したものを嬉しそ

連れ、学生な 年代で楽しめるものとなっ

「考」え 近は「自分が嫌いだ」とか カウンセラー・廣瀬 努）
昨年十月三日から五日ま ／訓練装置）などを展示・ く、理想（夢や希望）を失 っておりました。

十七年には山 り、瀬尾科学技術交流セン 員、コーディネータを交え で東京ビッグサイトで行わ 紹介し、実際に各展示品の
口東京理科大 ター長からの科学技術交流 て活発な意見交換が行われ れた「第三十四回国際福祉 デモなども行われ、ブース
学を中心に山 センターの活動紹介及び二 た。今回のシンポジウムを 機器展Ｈ・Ｃ・Ｒ２００７」は活気に包まれ研究室の学
口市で、平成 瓶総合研究機構長から総合 機会に科学技術交流センタ に、本学からは工学部第一 生の説明に来場者は熱心に
十八年は諏訪 研究機構の紹介があった。 ーでは、企業や産業界が抱 部機械工学科の小林宏准教 耳を傾けていた＝写真。
国内外十五カ国一地域・
小林准教授は、少子高齢 五百八十二社・団体のうち

東京理科大学 また、元東京芝浦電気株式 えている産学官連携に関す 授の研究成果を出展した。
を中心に百二 会社常務取締役で本学専門 る様々な課題やニーズにつ

十五周年記念 職大学院ＭＯＴの森健一教 いて理解を深めるととも 化で注目されている保健・ 大学からの研究内容展示は
企業の立場か 動につなげていきたいと考 ッスルスーツ Ⓡ、アクティ スの様子は昨年十月四日付

イベントとし 授により「産学連携の成功 に、今後の活発なＴＬＯ活 介護支援関連機器であるマ 本学のみであり、本学ブー
て諏訪圏工業 のために

ブ歩行器（能動的歩行補助『朝日新聞』
でも紹介された。

ら二十五日まで神楽坂と野田キャンパスで開催。出店や研究室紹介、お笑

客の歓喜に包まれた。久喜キャンパスの十、
十一日を皮切りに、二十三日か

昨年十一月に理大祭が開催され、キャンパスは盛り上がる学生達と来場

メッセとの共 ら」と題して基調講演が行 えている。

8

大学で科学を遊ぼう！」と 典が賑やかに繰り広げられ

巨大シャボン玉に入っちゃった
（11月24・25日開催＜野田＞）

同シンポジ

小林宏准教授のマッスルスーツ® など

いライブ、人気イベントの「サイエンス夢工房」等が行われ、学生らとと

喜

場内は笑いの渦！理科大大喜利選手権

久

サイエンス夢工房 熱気

ウ ム は 平 成 長、竹内学長の挨拶に始ま の 参 加 が あ り、 本 学 の 教

国際福祉機器展で注目される

もに地域の方々も大勢参加して、秋の日の大イベントを楽しんでいた。

野

田

安いよ！おいしいよ！町の商店街に
負けずにズラリと並んだ模擬店

基調講演をする森健一教授

ミスコンも大盛況！
’
07

▲

＞

すてきなショータイムに湧く

キャンドル作りも人気のコーナー
（11月11日開催＜久喜＞）

理数離れ？どこ吹く風

⑭

理大祭 賑わう

▲

神
楽
坂

イノベーションシンポジウム 07
企業･産業界から多数の参加者

07

−

2008 年（平成 20 年） １月１日（火）（ 6 ）

報
学
大
科
理
京
東
第168号

平成十九年度「国家公務員採用Ⅰ種

試験合格を祝う会」が昨年十一月

二十八日、神楽坂校舎１号館の記念講

堂で行われた。合格者は三十二人で、

め公務員対策委員会委員ほか多くの教

祝う会には塚本理事長、竹内学長はじ

職員が出席し、理事長から表彰状、記

念品、及び後期授業料相当額の奨学金

（卒業生には祝い金）が授与された。

式典では、水産庁に入庁が内定して

の報告があった。また、表彰学生の代

表として、特許庁への入庁が内定して

いる下井功介君（理学部第一部物理学

科四年）からは、公務員としての新た

な決意と先生方のご指導に対する謝辞

が述べられた。

景気回復とともに民間企業への就職

者が増え、公務員志望者が減っている

今こそ公務員へのチャンスである。本

学では平成二十年度公務員試験に向け

年を問わず公務員志望者を全面的にバ

た各種支援行事を随時行っており、学

−

3月19日
（木）

※各学部・研究科の事情により上記日程を変更する場合があるため注意すること。
○前期授業開始日以降、学部・研究科の事情によりカリキュラムガイダンス等を行うことがあ
る。
○休日期間中または後期試験終了後に補講・実験等を行うことがある。
○前期予備期間内の日程は各学部等で定める。
○５月４日
（日）
は大学創立記念日・みどりの日／ 6 月 14 日
（土）
は学園記念日
（注：＊2）／
１月 16 日
（金）
は大学入試センター試験準備日のため、同 17 日
（土）
は同センター試験の
ため授業は行わない。
いずれも長万部地区を除く。
○専門職大学院総合科学技術経営研究科は除く。

いる山﨑将志君（理工学研究科土木工

退
寮
式
学 位 記・修 了 証 書
授
与
式

ックアップしている。就職課（就職支

後 期 試 験

学専攻修士課程二年）から、体験報告

み

として公務員筆記試験対策は大学での

24

休

備 期 間
業 再 開
業 調 整日
備 期 間

相談に応じているので、これから就職

30

予
授
授
予

援室）では各種資料を豊富に揃え随時

23 25

冬

講義や各種の公務員支援講座等で網羅

22 31 16

12

の選択肢として公務員を考える学生

11 10

11 10 10

対応できること、むしろ面接試験を重

＊６
月 日（水）は後期・火曜日の授業を実施
＊７ １月８日（木）は後期・月曜日の授業を実施
【長万部地区】
＊８ ４月 日（水）は前期・火曜日の授業を実施
＊９ ５月８日（木）は前期・月曜日の授業を実施
＊
７月 日（金）は前期・月曜日の授業を実施
＊  ９月 日（火）は秋
 分の日にて休業日である
が、授業を実施
月 日（木）は後期・月曜日の授業を実施
月 日（金）は後期・月曜日の授業を実施
月 日（土）は後期・月曜日の授業を実施
＊
＊
＊

14 13 12

12月25日
（木）
〜
1月 7日
（水）
̶
1月 8日
（木）
＊7
1月 8日
（木）
̶
1月19日
（月）
〜
1月31日
（土）
̶

9月18日
（木）
＊11
9月23日
（火）
＊12
10月16日
（木）
＊13
10月31日
（金）
＊14
11月22日
（土）
12月21日
（日）
〜
1月12日
（月）
1月13日（火）
・1月14日（水）
1月15日
（木）
̶
1月22日（木）
・1月23日（金）
1月24日
（土）
〜
1月31日
（土）
2月 2日
（月）

できており理科大生であれば問題なく

授 業 調 整日

9月16日
（火）

は、積極的に活用してほしい。

後期授業開始

視し成績順位を上げた方が良いこと等

前期予備期間

学物質 細胞

み

統合システム

休

̶
7月28日
（月）
〜
8月 2日
（土）
8月 3日
（日）〜
9月15日
（月）

竹内学長とともに晴れの合格者たち

祝！国家公務員Ⅰ種 合格

講演する中辻京都大学教授

夏

再生医療と人間支援工学テーマ

前 期 試 験

7月17日
（木）
7月18日
（金）
＊3
7月21日
（月）
〜
8月 2日
（土）
8月 3日
（日）
〜
9月16日
（火）
9月17日
（水）
〜
9月20日
（土）
9月22日
（月）
＊4
10月13日
（月）
＊5
11月24日
（月）
＊6
12月24日
（水）

憲夫教授から

日

拠点長の中辻

備

第168号

総研機構フォーラム活況

予

「 ヒ トＥ Ｓ 細

授 業 調 整日

最後に、総合研究機構の として、建築に関する六学 である。二〇〇七年三月に プロジェクトは発展の一途 強力なスコール等の環境の

14

４月15日
（火）
＊8
４月30日
（水）
＊9
5月 8日
（木）
＊10
7月25日
（金）

引き続き、人間支援工学

21

基礎工学部

（長万部地区）

医学および創 研究センター長の小林宏准 二瓶好正機構長が、今後も 部七千人の学生が利用する 国際コンペティションの最 を歩んでいる。日本の気候 違いを考慮しつつ、理想的

13

４月９日
（水）
4月 7日
（月）
＊1
5月 6日
（火）
＊2
6月14日
（土）

等

胞株の樹立と

24

入
学
式
前期授業開始

報

当日は、まず十一時より た。また、休憩時間を利用

10

部

学
昨年十一月十二日、秋葉

【大学院・学部等（長万部地区を除く）
】
＊１ ５月６日（火）はみ
 どりの日振替休日にて休
業日であるが、授業を実施
＊２ ６月 日（土）は学

 園記念日にて休業日であ
るが、授業を実施
＊３ ７月 日（月）は海
 の日にて休業日である
が、試験を実施
＊４ 月 日（月）は体
 育の日にて休業日である
が、授業を実施
月 日（月）は勤
 労感謝の日振替休日にて
休業日であるが、授業を実施
＊５
11

学

理１
・理２
・薬・工１
・工２
・
理工・基礎工（野田地区）
・
経営各学部、
理学専攻科

薬 へ の 応 用 」教授から「人間を支援する 総合研究機構フォーラムを キャンパスを建設する予定 優秀案に選出されて以来、 とはかけ離れたベトナムの なキャンパスを目指す。

大学院
理・薬・工・
理工・基礎工・
経営・生命科学
各研究科

大
原コンベンションホールで 休憩時間をはさみ十五時ま して、総合研究機構に所属

と題して、日 ロボット技術」と題して、 継続して開催し、研究成果

究の現状と再 ィブ歩行器等、身体の不自 と挨拶があり、引き続き開

本における研 マッスルスーツ Ⓡやアクテ を社会に発信していきたい

生医療の将来 由な人や介護の動作を支援 催された交流会では、百二

た。

の土地に「祈りをささげる

場所」として新たな命を吹

き込んだ。数万人が集まる

ことが可能な膨大な土地の

平成20年度 東京理科大学 授業予定
授業調整日

第二回東京理科大学総合研 で、再生工学研究センター する研究センター、研究部

科

究機構フォーラム「人の生 と人間支援工学研究センタ 門による最新の研究成果発

活を支える歯の再生医療と ーによって、ＱＯＬ（ Qua
表が併催された。
） の 向 上 に 十五時からは、塚本理事
lity of Life

理

人間動作のエンハンスメン

京

ト」が開催され、学内外か むけた生体組織の再生と人 長、 竹 内 学 長 の 挨 拶 に 続

疑応答が行われた。

雄大な３大プロジェクトを展示

小｢嶋一浩＋赤松佳珠子／ＣＡｔ展﹂

昨年九月二十四日〜十一 クトが紹介された。この三 キルギス共和国のナリンに 上に、人間の動きをコンピ

月 十 七 日 ま で、 乃 木 坂 の つのプロジェクトに共通し キャンパスを新設するもの ュータによってシミュレー

「ギャラリー間」で、本学 ているのは「膨大な敷地」で、全体敷地面積二百七十 ション。構想に三十年を費

か ず

理工学部建築学科・小嶋一 だが、気候も文化も違う土 八ヘクタール。水道も電気 やす壮大なプロジェクトで

そして、ホーチミンシテ

浩教授が建築家の赤松佳珠 地を、インフラの構築から もない広大な土地を、
一か ある。

こ

子氏と参加する「小嶋一浩 構成している。この敷地を ら
「耕」
していく。一年のう

＋赤松佳珠子／ＣＡｔ（シ「開発する」のではなく、 ち八ヵ月が寒い冬のナリン ィ建築大学のプロジェクト

められているこの三つのプ ャンパス外に出なくても生 学部建築学科小嶋研究室の

ーアンドエイトウキョウ）
「耕す」という考え方で進 では、全寮制の学生達がキ は、小嶋教授と共に、理工

展」が開催された。

中心となって取り組んでい

プロジェクトＭ Ｕ Ｒ Ａ るもの。ベトナムのホーチ

目指している。

同展では、中央アジア大 ロジェクトについて模型な 活ができるよう環境作りを 佐貫大輔助教・大学院生が

中央アジア大学ナリンキ

学ナリンキャンパス、プロ どの展示が行われた。

ジ ェ ク トＭ Ｕ Ｒ Ａ Ｙ Ａ Ｍ

大学という三つのプロジェ は、中央アジアに位置する に残った百ヘクタール以上 ルタに、国家プロジェクト

Ａ、ホーチミンシティ建築 ャンパスのプロジェクト Ｙ Ａ Ｍ Ａ は、東京に最後 ミンシティ近郊のメコンデ

ら百八十人（内、学外から 間動作を支援する技術に関 き、ホリスティック計算科 細胞（ＥＳ細胞）などの発 について講演があり、幅広 する技術に関する研究につ 十人を超える参加者の間で

ホーチミンシティ建築大学の模型

二会場に分かれて行われ 教授の司会により、胚性幹 究の第一人者である京都大 た。

中央アジア大学ナリンキャンパスの模型

あった。

東
約百人）を超える参加者が する最新の研究成果発表が 学研究センター長の河村洋 生分化制御機構に関する研 い視点からの討論が行われ いて講演があり、活発な質 活発な 意見 交換 が行 われ

（ 7 ） 2008年（平成20年） １月１日（火）

２００8年度 東京理科大学入試日程
■Ｃ方式入学試験（大学入試センター試験＋本学独自試験の併用）
学
部
昼 間 学 部
工学部第二部

出願期間（消印有効）
１月４日（金）〜２月12日（火）
１月４日（金）〜３月17日（月）

試 験 日
２月17日（日）
３月24日（月）

合格発表日
２月25日（月）
３月26日（水）

■B方式入学試験（本学独自の入学試験）

●出願期間…昼 間 学 部 １月４日
（金）
〜１月29日
（火）
（消印有効）
工学部第二部 １月４日
（金）
〜２月22日
（金）
（消印有効）
理学部第二部 １月４日
（金）
〜２月26日
（火）
（消印有効）
学

部

学

理学部第一部

昼
間

工学部第一部
薬

学

部

学
部

理 工 学 部

基礎工学部
経 営 学 部
夜間 理学部第二部
学部 工学部第二部

科

数 学 ・ 物 理 ・ 化 学
数 理 情 報・応 物・応 化
建
築 ・ 電
気
工
工 化・経 営 工・機 械 工
薬
学
生 命 創 薬 科 学
情 報・工 化・機 械 工・土 木
物 理・応 用 生 物・経 営 工
数 学・建 築・電 気 電 子 情 報
電 子 応 用・材 料・生 物 工
経
営
学
数 学 ・ 物 理 ・ 化 学
建 築・電 気 工・経 営 工

試 験 日
２月１２日
（火）
２月１３日
（水）
２月 ８ 日
（金）
２月 ９ 日
（土）
２月 ７ 日
（木）
２月１１日
（月）
２月 ４ 日
（月）
２月 ５ 日
（火）
２月 ６ 日
（水）
２月１０日
（日）
２月 ３ 日
（日）
３月 ２ 日
（日）
２月２８日
（木）

合格発表日
２月22日
（金）
２月２０日
（水）
２月１９日
（火）
２月19日
（火）
２月20日
（水）
２月13日
（水）
３月11日
（火）

■A方式入学試験（大学入試センター試験利用）
学 部
昼間学部
夜間学部

出 願 期 間 （ 消 印 有 効 ）
１月４日
（金）
〜１月18日
（金）
１月４日
（金）
〜２月26日
（火）

合格発表日
2月10日
（日）
３月11日
（火）

■社会人特別選抜〈１年次入学〉
（理学部第二部・工学部第二部で実施）

●出願期間…１月４日
（金）
〜１月３１日
（木）
（消印有効）
●出願要件…大学入学資格を有する社会人
（浪人生を含む）
●選考日…２月１１日
（月）
●合格発表日…２月22日
（金）

【お問い合わせ先】
〒１６２−８６０１ 東京都新宿区神楽坂１−３ 東京理科大学 入試センター
TEL ０３
（５２２８）
８０９２ FAX ０３
（５２２８）
８０９３
URL http://www.tus.ac.jp/
E-mail nyugaku@admin.tus.ac.jp

２００8年度 山口東京理科大学入試日程
基礎工学部（電子・情報工学科／物質・環境工学科）

■B方式入学試験

（本学独自の学力試験） Ⅰ 期
Ⅱ 期
Ⅲ 期

■A方式入学試験

（大学入試センター
試験利用）

Ⅰ 期
Ⅱ 期
Ⅲ 期

出願期間（消印有効）
試 験 日
合格発表日
１月４日（金）〜１月28日（月） ２月 1 日（金） ２月 6 日（水）
１月４日（金）〜２月13日（水） ２月19日（火） ２月22日（金）
２月１日（金）〜３月17日（月） ３月21日（金） ３月26日（水）
出 願 期 間 （ 消 印 有 効 ）
１月４日（金）〜２月 4 日（月）
１月４日（金）〜２月27日（水）
２月１日（金）〜３月24日（月）

合格発表日
２月12日（火）
３月 5 日（水）
３月28日（金）

＊詳細は山口東京理科大学学務課へお問い合わせください。 TEL０８３６
（８８）
３５００

２００8年度 諏訪東京理科大学入試日程

システム工学部（電子システム工学科／機械システムデザイン工学科） 経営情報学部（経営情報学科）

■B方式入学試験

（本学独自の入学試験）

■A方式入学試験

（大学入試センター
試験利用）

前期
後期
前期
中期
後期

出願期間（消印有効）
１月４日（金）〜１月26日（土）
１月４日（金）〜３月 7 日（金）

試 験 日
合格発表日
２月 2 日
（土） ２月 ８ 日
（金）
３月14日
（金） ３月19日
（水）

出 願 期 間
１月4日（金）〜１月31日（木）消印有効
１月4日（金）〜２月27日（水）必着
１月4日（金）〜３月21日（金）必着

合格発表日
２月12日
（火）
３月 4 日
（火）
３月27日
（木）

＊詳細は諏訪東京理科大学アドミッションズオフィスへお問い合わせください。 TEL０２６６
（７３）
１２０１

この人生の大事
り、外資ファンドからの援助で資

来”を買ってもらおうと歩き回

松さんの哲学だった。
“有望な未

を同時にやりとげたのは、化粧品

起業と結婚

情報専門ポータルサイト「アット
本金を三千万円にした。三年目、

年、新たな就職活動の中で何をし
たいのか見つめ直し、外資系コン
大学で学んだことが全く通用し

サルタント企業に入社。
ない社会人生活の中、朝五時から
勉強、退社後もセミナー参加など
に時間を費やした。会社では出る
釘にならねば生き残れない。その
アイスタイルが運営する「アッ

を組み立てたり、楽しそう

具を使ってさまざまな立体
に「立体」について学んで
この他、本学生涯学習セ

いた。

、
「今話題の
ら十一月四日（日）にかけ 文化祭である。伝統芸能か のひみつをさぐろう」で を絵手紙に！」

昨年十月二十日（土）か 数える神楽坂の手作り市民 記念館で開催された「立体 ンター企画「デジカメ画像

神楽坂まち飛びフェスタ

多彩なイベントで参加

努力が起業家へ進むバネとなった。

五百万超。そのコンテンツの中核

トコスメ」は月間閲覧数一億七千

費者の声を、ネットからリ

は読者からのクチコミである。消
アルへ反映し、消費者中心
「自分たちが社会の仕組

の市場構築を目指す。
みをどれだけ変えられる
か、そうした挑戦を続ける
それが吉松さん

存在価値のある会社であり
たい」

の企業マインドである。

神楽坂まち飛びフェスタ 催事が行われ、本学からも を対象に、立体をテーマに ートで！ はんだでステン
義・実験が行われた。会場 るなど、参加者が主体とな

また、理大

された。
祭実行委員会
による「神楽
坂写真展」
、
奏楽団による

本学神楽坂吹

楽演奏会」
、

「神楽坂吹奏
本学モダンジ
による「ＪＡ

ャズグループ

行われ、神楽

ＺＺ演奏」が
坂界隈はフェ
スタに訪れる
人々で大いに
賑わってい
た。

男子団体組手で本学代表 中から全日本大会出場校を

た強豪六十四大学が出場。 たものの、一回戦敗退校の

各地区大会を勝ち抜いてき 明治大学に一勝四敗で敗れ

選手が参加した。大会には 空手道選手権大会一回戦で

はんだでステンドグラス作りに挑戦

フェスタ初日に本学森戸 には小学生などが訪れ、教 る数多くのイベントが開催

大会会場前で空手道部一行

教具を使って立体の秘密をさぐる…

なかった。内定を全て辞退。翌 スタート、今回で九回目を

た。だが、自分の進む方向が見え 術館」として一九九九年に た。

回りをして多くの内定をもらっ とは「まちに飛び出した美 多くの企画を出展、参加し 算数を楽しく学ぶ内容の講 ドグラス加工 」が行われ

四年生になって、やみくもに企業

、
「あそぼうよ！科学ア
で、自分に指針をもてたという。 タ二〇〇七」が開催された。野で九十六ものイベントや 清水克彦教授が小学生など う」

吉松さんは就職留年したこと て「神楽坂まち飛びフェス ら現代アートまで幅広い分 は、理学部第一部数学科の 神楽 坂を 英語 で紹 介し よ

上した。

倍増し、待望の利益八百万円を計

努力の末、売上げは二億二千万と

コスメ」を運営する、株式会社ア

イスタイル代表取締役社長兼ＣＥ

Ｏの吉松徹郎さん。
アイスタイルは、同級生の山田

メユミさんと夫妻で設立した会社

だ。化粧品会社に勤めていたメユ

ミさんが、個人的に始めた化粧品

についてのメールマガジンがきっ

かけとなった。まだインターネッ

トを使う女性が少なかった当時で

も、メールマガジン配信前に五百

七十人の登録があり、反響の大き

さに驚いた。外資系コンサルタン

ト会社に勤めていた吉松さんが、

化粧品の市場を調べると広告宣伝
費が膨大な市場であることがわか
り“これは起業のチャンス”とピ
ーンときた。
用意していた結婚資金の一部

で、九十九年六月に資本金三百万

円の有限会社アイスタイルを立ち

上げた。
すぐに事業が軌道にのったわけ

ではない。メユミさんは会

社勤めを続け、退社後、ア

イスタイルに通う状況が続

いた。メンバーはボランテ

ィアを募り、オフィスもデ

スクも無料で貸してもらっ

た。初年度の売上げはわず
か九十万円で、赤字が四千
万円も出た。

（Ｋ）

㈳人工知能学会・2007年度全国大会（第21回）

日常生活行動理解のための時空間意味情報

９月14日

発表優秀賞

第５回日本再生歯科医学会・学術大会

多能性幹細胞からの歯の器官形成の誘導

９月21日

ポスター賞

㈳日本化学会・第60回コロイドおよび界面化学討論会 イオン液体中での非イオン界面活性剤の相挙動及びゲル形成

９月21日

学生優秀発表賞

㈳日本設計工学会・平成19年度春季大会研究発表講演会 チェーン要素を用いた摩耗試験機の開発

９月28日

学生優秀発表賞

㈳日本設計工学会・平成19年度春季大会研究発表講演会 ミニアチュア玉軸受のラジアル方向回転非同期振れに及ぼす軸受取付誤差の影響 ９月28日

基礎工研・電応・修１

根本

佳実 ポスター賞

工研・工化・修２

明星

裕也 研究奨励賞

理工研・機械・博３

北村

光司

理工研・土木・修１

新井

大貴 優秀論文発表賞

インターネット環境下で稼働する画像判読支援動画作成システムの構築

10月27日

㈳東京建築士会

理工研・機械・修２

安部裕喜子 ベストポスター賞

第２回地上および宇宙応用機器における２相系に関す Effect of shape of HZ liquid bridge on particle accumulation structure
10月28日
（PAS）
る国際トピカルチームワークショップ

理工研・情報・博２

山本
山元

紘司 学生研究発表賞
真一 優秀発表賞

日本計算機統計学会・第21回シンポジウム

正方分割表における累積対称モデルの一般化

11月16日

日本放射線影響学会第50回大会

オルトバナジン酸ナトリウムによるp53制御メカニズムの解明

11月17日

勝也 優秀講演者表彰

㈳土木学会・平成19年度全国大会第62回年次学術講
鉄筋の熱間加工による品質改善に関する研究
演会

㈳経営労働協会・第37回経営労働研究全国大会（公
労働多様化の時代における企業の人事戦略
募懸賞論文）

受賞日
受賞テーマ等

−

借金はしない。それが吉

は、一回戦で札幌大学に三 決めるトーナメントを制し
勝二敗で勝利を収めたが、 て切符を手にしたもの。前
続く二回戦で駒澤大学に惜 回の第五十回全日本大会は

原田

靖生 優秀講演者表彰

理工研・土木・修１

池田

尚秋 優秀講演者表彰

理工研・土木・修１

稲垣

貴文 優秀講演者表彰

㈳土木学会・平成19年度全国大会第62回年次学術講
河床上の窒素・リン巻上げフラックスに関する現地直接計測
演会

12月10日

泰之 優秀講演者表彰

㈳土木学会・平成19年度全国大会第62回年次学術講
RC部材の曲げ破壊靱性確保に必要となる最小主鉄筋径の算定方法の検討
演会

12月10日

住宅課題賞は、建築設計教育において優秀な住宅課題作品を首都圏の大学
から募り、公開審査形式により最優秀作品を決めるもので、今回は28大学
10月27日
37学科からの参加があり、学校の課題をリアリティーのある魅力的な作品
に仕上げ、２等を獲得

12月10日

五十一回全日本大学空手道 れた本学空手道部代表の五 学科一年）が、昨年十月二 に出場した。

新宿区神楽坂

東京理科大学 広報課
1-3

に大阪市中央体育館で第 坂地区・野田地区から選ば 君（理学部第一部応用物理 学生ボディビル選手権大会 が出場できるもので、野田 せなかったが、まだ一年生。 ︻
︼ 03-3260-5823
︻ E-mail
︼ koho@admin.tus.ac.jp
FAX
君は 十七 位で 出場 権を 獲 今後の活躍を期待したい。

︻宛先︼〒

広瀬

記念大会で地区予選が無か

全国大会優秀賞

理工研・機械・修１

川上 悟郎
森田梨津子
齋藤 隆儀
吉羽 秀彰
井上
亮

ご意見・ご感想をお待ちしています！

理工研・土木・修２

㈳土木学会・平成19年度全国大会第62回年次学術講
12月10日
H-ADCPとDIEX法の併用による長期連続流量モニタリング
演会
GPS高密度多点変位計測システムにおけるロバストなデータ通信手法の提
㈳土木学会・平成19年度全国大会第62回年次学術講
12月10日
案
演会

理工研・土木・修１

本学空手道部は、昨年十 ったため、予選を通過して

宇田川あやの 住宅課題賞２等

三田

（平19・９月〜12月）

東京理科大学学生の各種論文・研究発表等の受賞 一覧

同大会は、関東地区から 得。大会では惜しくも上位

工２・建築・３年

理工研・土木・博１

しくも敗退した。

月八日（月）日本武道館で の大会出場は第四十八回大
行われた第五十回関東大学 会以来三年振りであった。

全日本学生ボディビル選手権に
期待の１年生・野田寛典君出場

理工研・機械・修２

㈳土木学会・第32回情報利用技術シンポジウム

−

10月26日

㈳日本ロボット学会共催・第11回ロボティクスシン 車輪型ロボットにおけるマイクアレイの移動情報を用いたオンライン複数
９月14日
音源位置推定
ポジア

理工研・機械・修１

−

本学Ⅰ部体育局ウェイト 十一日（日）に阪南大学で は関東学生ボディビル選手 二十位以内に残れず、第四

東村

理工研・応生・修１

㈳日本セラミックス協会・第27回エレクトロセラミッ
10月19日
酸化物ナノシート構造体の酸素還元電極特性
クス研究討論会
「子どもの傷害サーベイランスプロジェクト」
のメンバーとして受賞。同プ
ドコモ・モバイル・サイエ
ロジェクトが提案した、
“モバイル分野におけるセンサ技術と人工知能技
ンス賞 奨励賞
（社会科学 NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド 術における確率推論技術（ベイジアンネット）を融合した知識循環型の「子 10月19日
どもの事故予防」
システム”
が、大きな成果を上げ、移動通信の発展に寄与
部門）
したと認められた

佐々木洋子 研究奨励賞

理工研・工化・修１

篤 奨励賞

Second International Symposium on Atomic Fabrication of antireflection structure on glassy carbon surface using
10月２日
electron beam lithography and oxygen dry etching
Technology

理工研・機械・博１

基礎工研・生物・博１

−

★略歴（よしまつ・てつろう）1972年生ま
れ、96年基礎工学部生物工学科卒。アンダー
センコンサルティング（現アクセンチュア）
入社。99年に独立しアイスタイルを設立。現
在、代表取締役社長兼CEO（最高経営責任
者）
。資本金４億3,336万円、従業員110人。

大会・学会名等
受賞名
受賞者（所属・学年は受賞時）

吉松 徹郎さん
月間アクセス１億7,500万件を超す
化粧品情報サイト運営会社のCEO

07

昨年十一月二十三日
（金）選手権大会が開かれ、神楽 トレーニング部の野田寛典 行われた第四十二回全日本 権大会二十位以内の入賞者 十回大会以来の入賞は果た

MIP・修２

1628601

空手道部、全日本大学選手権に出場

2008年（平成20年） １月１日（火） （ 8 ）

報
学
大
科
理
京
東
第168号

